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産業構造審議会第３回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年３月２８日（水）１６：００～１８：００ 

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０２８会議室 

議題：商品先物市場の活性化・健全な発展の方策について 

 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは、定刻でございますので、ただいまから、産業構造審議会第 3 回商品先物取引分科

会を開会させていただきます。委員の皆様方には、ご多忙のところをご参集いただきまして、

まことにありがとうございます。 

 まず、配布資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第にある配布資料をごらんく

ださい。議事次第の次に、資料 1 の委員名簿がございます。資料 2 は岡地委員の提出資料、資

料 3 は高井委員の提出資料、資料 4 は細井委員の提出資料、資料 5 と資料 6 は事務局のほうか

ら出させていただいた資料でございます。 

 配布資料に不備などございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。 

 それでは、以後の議事進行は尾崎分科会長によろしくお願いいたします。 

 

○尾崎分科会長 

 まず、 初に、本日の委員の出欠状況でございます。今回から、主婦連合会の佐野事務局長

に委員として入っていただいております。 

 

○佐野委員 

 佐野でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○尾崎分科会長 

委員は全体で 16 名となっております。今回は 13 名がご出席です。したがいまして、産業構

造審議会令第 9 条の規定により、本分科会は成立しております。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第をごらんいただければと存

じますが、本日の議題であります「商品市場の活性化の方策・健全な発展の方策について」に

関しまして、前回の 後にご提案いたしましたとおり、何名かの委員にプレゼンテーションを

お願いいたしております。まず、今回、プレゼンテーションをお願いいたしました委員からそ

れぞれご説明いただき、その後、ご議論をいただきたいと思います。 

 岡地委員、高井委員、細井委員の順で、それぞれ 10～15 分程度でご説明をお願いいたしま

す。その後、事務局からも資料の説明をしていただき、議論に移りたいと思います。 

 それでは、岡地委員からお願いいたします。 

 

○岡地委員 

 それでは、「商品市場の活性化策について」ということで、先物協会として意見提示をさせ

ていただきたいと思います。 

お手元の資料の 1 ページ、1．商品先物業界に求められる規模の拡大でございます。我々と

しては、市場の活性化ということを考えるには、業界全体のパイの拡大を図っていくことが何

よりも重要であると考えております。こちらの表のように、出来高がピークでございました平

成 15 年と現在とでどの程度、商先業に従事している業界の人口が減少しているかということ

がおわかりになると思います。業者の数では 97 社から 33 社と 3 分の 1、外務員に至っては 1

万 5,000 人弱から直近では 2,500 人弱と、6 分の 1 にまで減少いたしております。 

これをみると、やはり商先業者や外務員の数の減少が市場全体の規模の縮小の も大きな要

因であったということは明らかでございます。せっかく新規商品が上場されても、投資資金が

不足して活性化につながってこなかったという事例をみますと、今後は新規商品の上場ととも

に、投資資金全体のパイを大きくしていくことが必要で、それにはもっと多くの商先業者の新
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規参入や外務員の増加による業界規模の拡大がまず不可欠であると思っております。 

もちろん、これには委託者からの信頼性向上のために業者の財務基盤を強化したり、外務員

の知識をより充実させていくということを同時並行して図っていくことも重要でございます。

そして、新規参入を促すには、まず市場に一定の流動性があるということ、そして規制面で過

度な制約がないこと、また、取引システムなどに要する直接・間接の参入コストが低いといっ

たことが求められます。このように、商品市場が業を行う者にとって魅力のある市場であるこ

との環境整備がまず必要で、このことは総合取引所になった場合の商品市場においても同様で

あるものと考えられます。 

次の 2 ページでございます。こうした環境を整備する上で、我々は流動性の確保と規制の見

直しは重要な課題であると考えております。金融・証券市場でも同様でございますが、ベース

の流動性をつくり出すには、やはり一般投資家による投資資金の参入が不可欠で、金額は小額

であっても、多くの投資家が参入することで市場に厚みができて流動性がもたらされます。ヘ

ッジャーや機関投資家などのプロも、流動性があるから市場を利用するのであって、それがな

ければ産業インフラとしては機能いたしません。 

かつて、1 万 5,000 人の外務員が広範囲にわたって勧誘をしていた時代と、もう既に 2,500

人しかいない外務員が、不招請勧誘禁止によって、商品取引に関してこちらから一般の投資家

への説明や情報発信などもできない現在とでは、全く環境が異なっているということをご理解

いただきたいと思います。現在の状況が続けば、さらに一般投資資金の参入が減少して、流動

性が枯渇をしてしまうのではないかと、我々は懸念しております。商品先物市場の健全な発展

や、また、証券会社などの円滑な参入を促すためにも、行為規制における他市場とのバランス

や規制の見直しなどが求められると思います。 

そして、行為規制における論点整理として、我々としては、不招請勧誘禁止の枠組みのもと

でも、投資への知識、経験、関心が全くない人に対する勧誘と、レバレッジ取引経験者や一定

の関心を示している人に対する勧誘を区別して考えていただきたいということでございます。 

例えば、現在は、不招請勧誘禁止の例外として、自社で既に口座を開設済みの経験者だけに限

定されておりますが、自社以外でも、同様のレバレッジ取引の経験者であれば、既に相当程度

の知識を有していると考えられますし、別の投資対象を模索している可能性もございます。 

 また、現在は投資家が商品取引に関心があっても、相手から明確な勧誘の意思表示がなけれ

ば商先業者からはアプローチできませんが、勧誘につながる一切の行為が勧誘に含まれると定

義をされておりますので、資料請求など一定の関心があっても、こちらからは説明すらできな

いという状態に置かれております。せめてこうした場合には、勧誘と説明の定義を分けて、あ

る程度こちらからも商品取引の内容説明ぐらいはできるようにしていただきたいと思ってお

ります。 

 また、あらゆる場合において、 初に「勧誘をしていいか」という意思確認が義務づけられ

ておりますが、勧誘要請が明確であったり、勧誘目的が明示をされたセミナーに参加した場合

には、そこでまた改めて意思確認をするといった必要もないのではないかと思われます。これ

らいずれの場合においても、勧誘を断れば再勧誘禁止規定が適用されますので、委託者保護が

そこで十分に図られるということは明らかでございます。商品先物市場が資産運用の場として

認められているということならば、商品投資への普及という観点でも、社会通念の範囲内にお

いて、適切でバランスのとれた規制の運用をお願いしたいと思っております。 

 また、このページの 後にありますように、顧客からの注文形態として、スプレッド取引と

して限月や市場の価格差の指示によるものや、金商法では認められているプログラム売買など

の発注の利便性の向上も重要であると考えております。 

 3 ページ、3．自己ディーリングとかプロップ取引の増大についてですが、こうした取引の増

大も市場の流動性の増加には不可欠でございます。しかし、これも今は金に集中しておりまし

て、他の銘柄は流動性が乏しいため、自己やプロップなどが取引しづらく、参加が少ないのが

現状でございます。ただ、石油やゴム市場は国内外の指標価格として、当業者の建玉比率が 50％

以上と高く、こうした市場に一般投資資金に加え、自己ディーリングやプロップなどの参入が

もっとふえれば、当業者のヘッジ取引などと相まって相乗効果も期待できると思われます。実

際、この数字にありますように、平成 15 年度あたりは、金よりも石油の方が出来高が多かっ
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たという時期もございました。 

 我々も、自己取引の活性化を図りたいと考えておりますが、そのためには、コモディティリ

スク値の計算方法の見直しも必要かと思われます。平成 17 年施行の改正法で、商先業者の純

資産額規制比率におけるコモディティリスク値の考え方が導入されましたけれども、これが多

くの商先業者の負担となって、自己取引減少の要因となりました。さらに、昨今では、約条価

格自体が高騰しておりまして、より過大に自己玉リスクが計算される傾向にございます。これ

では相当純資産額に余裕がないとますます自己のポジションをもちづらくなりますので、自己

取引の促進のためには、コモディティリスク値を軽減するか、金はもともと他の商品と比較し

てリスク値が低くなっておりますが、全商品をせめて金と同様の基準に改定することを求めた

いと思います。 

 それから、定率会費のコストが低いということは、特に日計りなどの高頻度取引の参入には

重要でございます。先物協会としては、こうした会員にヒアリングを行ったところ、コストが

大幅に低ければ、多少流動性が少なくても参入を検討するといった意見もございました。また、

海外勢からは、ファンドの参加基準はおおむね 1 日 1 万枚の出来高のある市場であることとい

うことでございますので、流動性をある意味で買うといったことで、てこ入れすべき市場とか

限月によって機動的に定率会費を調整するのも、一定の効果が期待できるのではないかと考え

られます。 

 4 ページ、4．当業者の利便性です。現在の商品市場は流動性が乏しくて、かつ、夜間も含め

た長時間の立ち会いで当業者にとって少し活用しづらいといった意見も聞かれます。担当者も

ずっと画面をみているわけにもいきませんし、そもそも中小事業者というのはヘッジの専従担

当者がいないというケースも多くございます。したがって、より一層、商品市場を利用したリ

スクヘッジ取引を普及させるためには、特に現在のような市場環境におきましては、個々の注

文指示を仰ぐことなく、当業者のニーズに応じたヘッジ取引を包括的に受託できるようにする

必要があると考えられます。双方の合意に基づいたこうした受注のあり方は、特にヘッジ取引

を行っている事業者からもニーズが高いと思われます。 

5 ページですが、5．海外からの参入の促進にも触れさせていただきたいと思います。商品市

場の海外参加者は、現在では、このデータのように、株式と比べるとまだ参加は低水準にとど

まっております。しかし、指標マーケットになっている日本の独自商品へのファンドへの組み

入れの関心ですとか、アジア地域におけるゴム市場への関心の高さは根強いものがございます。 

また、近年においては、マレーシアで世界 大の商品取引所であります CME との提携で、海

外からの取引が増加をしたという事例もございますし、また、商品先物の出来高が急増してお

ります中国では、現在は国内市場だけの取引に限定されておりますが、指定された外国市場は

取引が解禁されるという方向性が出されたという情報もございます。CME なども頻繁に中国を

訪れているようでございます。やはり日本としても、アジアの中核的商品市場として、世界の

主要取引所との提携の強化ですとか、ゴムなどを FOB にするといった一部商品設計の国際化、

また、今後さらなる経済成長とデリバティブ取引の発展が見込まれるアジアの新興国などを取

り込むために、取引所と事業者が協力をして海外における啓蒙活動に積極的に取り組んでいく

ことが重要であると思われます。 

6 ページですが、 後に、6．商品先物取引の認知度の向上でございます。商品先物取引を身

近に感じてもらうということが大切でございます。しかし、どうしてもいまだに株や為替と比

較して商品の認知度が格段に低いという状況にございます。また、業界全体の規模の縮小や外

務員の数の減少により、商品情報に接する機会が以前よりもより一層少なくなってきておりま

す。ドル円相場ですとか日経平均の高い安いはすぐにピンとくる人は多くても、金や原油など

の商品価格ですとか水準に詳しい人というのはそれほど多くないというのが実情で、それがこ

のようにネット取引の口座数においても、株式デリバティブや FX と仕組みやリスクは同じで

あるにもかかわらず、その普及の度合いに大きな格差のある理由であると考えられます。 

したがって、我々としても、商品取引へのより一層のマスコミへの理解・協力を求めていく

とともに、関係団体と共同で大小さまざまなセミナーを開催したり、商品関連の出版物の発行

やネットによる情報発信を促進すること、また、当業者団体を通じたヘッジ取引への理解促進

や投資顧問を通じた国内商品市場における年金などの運用の可能性を検討すること、また、証
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券との税の一元化の実現など、こうした取り組みを業界一体となってさらに推進していくこと

が必要であると考えております。 

以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、高井委員、お願いします。 

 

○高井委員 

 住友商事の高井でございます。本日、私の方からお話をするのは、どうすれば取引所の出来

高が増えるかとか、技術論とか各論ではありませんでして、あえて中長期的に、我が国の商品

市場が目指すべき方向性──少々総論的なものになるかもしれませんが、グランドデザインの

ようなものをお話ししたいなと思っております。お手元にお配りした A3 横の色刷りの資料で

すが、これは私がイメージしておりますあるべき姿をポンチ絵にしたものでございます。 

 まず、このポンチ絵のど真ん中の楕円でくくったところに、大きな意味でのマーケットを形

成する OTC 市場と、総合取引所──すなわち Exchange があります。どんな商品でも OTC だけ

ではマーケットは機能せず、必ず取引所との間のカバー取引であったり相互売買があって、マ

ーケット全体として流動性が出てきます。 

 アジアの時間帯における代表的な OTC 市場は、シンガポールにおけます原油や石油製品の各

種スワップオプション市場があります。また、金属取引におきましては、貴金属のロコ・ロン

ドン市場、それから LME をベースにいたしました非鉄金属の業者間相対市場などが上げられま

す。 

 基本的な言葉の意味ですが、OTC とは、業者間で相対売買をする手法のことを指しておりま

して、プレーヤーが取引所に一堂に会して売買を行う取引所取引と区別をして議論されており

ます。ここ 10 年くらいは、取引所取引も物理的な場がコンピュータにとってかわられまして、

以前のように場立ちが声を出し合って取引をするような取引所というものは姿を消しており

ます。その意味では、業者間相対市場も取引所取引も電子的なシステムを介して売買が発生す

るということから、その違いはますます小さくなってきているということもいえるかと思いま

す。 

 目を少し下の方に転じていただきますと、楕円の下に、クリアリングハウスと書いてありま

す。ここではあえて総合クリアリングハウスという名称を使いました。その理由は、清算機構

というのが個別の取引所のためだけに清算業務を行うのではなくて、証券先物でも、金利先物

でも、商品先物でも、商品の種別を問わずに清算を行うという意味です。 

日本の清算機構では余り実例はありませんが、海外の有力なクリアリングハウスは、取引所

のみならず、OTC 市場に対しても、セントラルカウンターパーティとしての役割を果たし、当

事者間の与信リスクを清算機構が負うということで、その対価を収益源といたしております。

今後、クリアリングのあるべき論ということを議論していく上で、総合クリアリング機能とい

う切り口で議論をすべきかと思います。 

 楕円のすぐ下に、Derivatives Exchange とあります。これは欧米の CME であったり、

Intercontinental Exchange であったりを意識して書いておりますが、これは今からお話しす

ることを実現していく上で、金融と商品の統合というオールジャパン戦略に加えまして、ジャ

パンオンリーではなくて、欧米の取引所と何らかの提携関係もしくは資本関係をもちながら、

アジアでのグローバル展開を志向すべきだと私は考えております。 

 私は、取引所ビジネスは航空業界と非常に似ていると常日ごろ思っております。世界に多々、

航空会社、エアラインがありますが、今の潮流といたしましては、大まかに 3 つの航空アライ

アンスに集約されてきております。全日空さんはスターアライアンス、日本航空さんはワンワ

ールドに属して、世界の大手エアラインと共同運航をしたり、空港のファシリティをシェアし

たり、事業の効率化とコストの低減、システムの高度化にキャッチアップをしていっておられ

ます。 

 私は、今の先物取引所業界、エクスチェンジインダストリーも同様、大きなグループにこれ

からグローバルに集約化されていくのではないかと感じております。どこのグループにどうい
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う形で属するのがいいのかは、取引所を運営されている皆さんのご判断にお任せをしたいと思

いますが、日本単独ではなく、常に世界の大手のアライアンスに入っておくということが非常

に重要ではないかと思います。 

 次に、下のほうの横長の長方形で囲った部分ですが、ここに我が国の総合コモディティ市場

が目指すべき方向性の具体的な目標を書きました。キーワードは、「アジアのベンチマーク市

場」です。ご案内のとおり、我が国の産業界は高齢化しつつ減少していく人口動態の中で、日

本の国内需要に依存した経済成長が大きな転換期を迎えております。ご多聞に漏れず、取引所

ビジネスにおいても、内需中心から外需に軸足をシフトして、海外からの流動性を取り込んで

いく時代に変わってきていると感じております。 

 海外、とりわけ今後 も成長が予想されますのが中国を含むアジア市場で、総合取引所も、

今後このアジアから元気な流動性を取り込んでいくということが生き残りのカギといえると

思います。 

 ここで、石油や金属などの鉱業品に関して申し上げますと、今、アジアには絶対的なベンチ

マークと呼べる価格手法は存在しません。正確に申し上げますと、存在はするのですが、英語

でいうところの fragmented──すなわち、アジアの各地に散らばって存在するという言い方が

正しいかと思います。 

 例えば、石油について申し上げますと、シンガポールの店頭市場、非鉄金属については LME

のプラットフォームを使った相対取引と上海の商品取引所、貴金属については我が国の東工取

と OTC のロコ・ロンドン市場といった具合です。 

 ここでご提案したいのは、総合取引所がアジアのベンチマークを形成するというコンセプト

です。どうすればそれが実現できるのかは、関係者で十分議論を尽くす必要はありますが、当

業者の視点からは、もし我が国の総合取引所が非鉄金属・貴金属・鉄鉱石・石油・ガス（LNG

を含む）・石炭・電力のような、産業活動にとって不可欠な原材料・コモディティについて価

格指標を提供できるとすれば、我が国はアジア時間帯においてそれら商品の価格形成に主要的

な役割を果たすことができると思っております。 

 今までベンチマークを提供してきた市場は、原油で申し上げますと、米国の WTI 原油や、英

国のブレント原油、金属でいえば非鉄金属や貴金属の欧米の市場、石炭や鉄鉱石などの新規の

商品は欧米の専門誌が発表する OTC市場由来の気配値が日本やアジアの需要家のベンチマーク

として採用されています。もし欧米に頼らないアジア主導のベンチマークが形成できれば、需

要家のニーズをくんだ利便性の高い価格指標にすることができます。 

 次に、目を資料の上の方に向けていただきますと、マーケットに参入しておりますプレーヤ

ーを列記しております。流動性を高めていくことが我が国市場がアジアのベンチマークとして

の必要条件とすれば、これらのプレーヤーが入りやすいマーケットにすることが重要となって

きます。 

 左のほうから、当業者（Hedgers）、投機家（Speculators）、投資家（Investors）、この 3 つ

に分類をいたしました。まず、当業者は、日本の総合商社であるとか、カーギルさん、グレン

コアさんのような外資系の商社、または商品取引を行っておりますゴールドマンサックスとか

モルガン銀行のような投資銀行があります。加えて、商品を消費する側の需要家、商品を生産

する側のプロデューサーと自社の立ち位置によって買い手になったり売り手になったりしな

がら、商取引に起因する価格リスクのヘッジのためにマーケットを利用しておられます。なお、

需要家や生産者は商社や投資銀行を経由して間接的に市場に参入するといったケースも多々

あります。 

 当業者は、商取引が発生したロケーションでの価格リスクをベンチマーク市場でヘッジをか

けます。ロケーションごとの値差というのは、ベンチマークとの間で、ベーシスと我々は呼ん

でおりますけれども、相対で OTC マーケットを通じてヘッジをしているというのが通常です。 

 次に、投機家に移ります。ここで投機と投資をあえて分けたのは、投機は利ざやをねらった

短期的な売買行為で、投資は長期的な利回りをねらった資金運用をイメージしております。短

期売買では、プロップハウスと呼ばれます、秒単位、分単位で売買を繰り返す業者から、もう

少し長いスパンでポジションをとるヘッジファンドとか、CTA と呼ばれる業者まで、さまざま

です。 
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 特に注目すべきは、昨今、欧米の先物市場では HFT（High Frequency Trading）と呼ばれる

超高速売買業者が高性能のコンピュータを駆使しまして、目にもとまらぬスピードで売買を繰

り返し、それら HFT 業者が市場に提供する流動性がマーケット全体の 6～7 割にまで増加し、

彼らが取引所やクリアリングハウスに落としてくれる手数料が収益の柱にまで育ってきてお

ります。 

 それらは海外のプロップハウスですが、我が国にも市場における一大勢力になっているプレ

ーヤー群があります。それは FX の投資家、すなわち欧米のマスコミによってミセス・ワタナ

ベと呼ばれている為替市場における個人短期トレーダーです。FX の証拠金取引が登場したのは

今から 10 年以上前ですが、その間にどんどん大きくなりまして、今では年間に 1,800 兆円を

超えるような規模に成長しております。しかも、驚くべきは、FX の世界では、電話勧誘は全く

行われず、すべて参加者の自由意思で市場に参入して市場が成長しているという点です。 

 ちなみに、FX 証拠金取引の規模を金の先物取引に換算をいたしますと、1 日で 200 万枚もの

売買枚数に相当し、これは今の東工取の出来高の約 20 倍に相当します。このわずか 1 割の流

動性でも商品市場に引き込むことに成功すれば、商品市場は間違いなく活性化します。そのた

めには、個人投資家にわかりやすい商品の選定と、毎日、テレビや新聞で相場がチェックでき

るような建て値の表示等が望ましいと思われます。 

 例えばですけれども、今は金はグラム当たりの円建てということで表示されていますが、海

外ではこれはオンス当たりのドル建てです。よくテレビでも 1,700 ドルを切ったとか割ったと

かいっていますが、例えばそういう表示に変える。原油に関しましても、今はキロリットル当

たりの円建てですが、これはバレル当たりのドル建てというのが一般的には知られております。

例えば、ブレント原油であれば 125 ドルであるとか。こういう形に一般の人がわかりやすい建

て値表示に変えていくことによって、FX の業者が、投資家さんがマーケットに入りやすくでき

るのではないかと感じます。 

 次に、投資家の方に目を転じていただきますと、ここには、個人・法人を問わず、株式市場

で将来有望な企業の株を買い持ちをすることで運用益をねらう中長期の投資家層がいます。彼

らは、大手の金融機関であったり、年金の資金を運用委託されたアセットマネジメント会社で

あったり、ヘッジファンドであったり、その形態はさまざまですが、共通していえることは、

視点が長期で、基本はロングから入る、買い持ちから入るということです。 

 これらの保守的な運用者が商品先物市場では個別商品を売買するという行為は余り一般的

ではありませんが、彼らは株や債券などの伝統的な金融資産と相関が低いコモディティに投資

をするということに非常に興味をもっております。その意味からも、今回の金融と商品の融合

というのを通じまして、中長期の運用をなりわいとする投資家が入りやすい形にコモディティ

を商品化すれば、流動性を向上させる大きなプラスになるのではないかと思います。 

 今までのところを整理しますと、今後、ターゲットとすべき流動性提供者といたしまして、

まず、FX の投資家、それからプロップハウス、CTA を中心としたファンド、そして指数や投信

を通じて間接参入する機関投資家など、まだまだ開拓していく余地はたくさんあろうかと思わ

れます。 

 これらの流動性提供者が常時マーケットに入ってベースロードになるような流動性を確保

できれば、当業者は頼まれなくても自然と市場に参入するようになってきます。そこで重要な

点は、当業者が売買をしてくれるには、取引されている商品が現物取引契約の基準となるよう

なベンチマークであるという点であります。 

 後になりますが、今後の対応策として、資料の右下に幾つか思いつくままに列挙してあり

ます。まずは、アジアのベンチマークを目指す上では、円建てのみならず、ドル建てで取引が

できるというシステムを導入すべきと考えております。その昔は、金属取引も英国ポンド建て

が主流でした。ですが、今ではだれもポンド建てで国際商品である銅とか貴金属を売買する人

はおりません。今や世界の標準価格はドル建てで取引されて、為替のリスクはプレーヤー各自

が独自でヘッジをしております。 

 次に、金融と商品を 1 つの口座で売買できるようにするべきだと考えております。また、規

制体系や売買システムなども統合いたしまして、外国人参加者にもわかりやすく、かつ、売買

コストもできるだけ安くするということが重要かと思います。 
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 後に、投資にかかる税金ですが、制度を簡素化するとともに、現物取引にかかわる先物ヘ

ッジ取引や、金融資産のヘッジで行う商品先物取引等は、損益通算ができるようにして利用者

の利便性を向上させるべきだと考えております。 

 本日、私がここで述べさせていただいたことは、若干、理想論かもしれませんが、商品取引

も含めて、大きな意味でのフィナンシャルセンターを総合取引所が目指していくとすれば、各

論を議論するのと並行して、グランドデザインのところで関係者全員の総意を形成しておくこ

とが重要かと考えます。 

 私からは以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、引き続きまして、細井委員、よろしくお願いします。 

 

○細井委員 

 JX 日鉱日石エネルギーの細井でございます。私どもの方からは、お手元の資料 4 にございま

すように、「石油当業者による商品先物の活用について」ということでご説明をさせていただ

きます。 

 まず、冒頭、申し上げたいのは、私ども石油会社といたしましては、この商品先物はあくま

で現物取引があって、その現物取引、いわゆる石油の精製販売というものを円滑に行っていく、

または安定的に行っていくために商品先物は必要であるという立場から、このプレゼンを行い

たいと考えております。 

そういう意味からいたしましても、1 ページのところは、石油のサプライチェーンというこ

とで、私どもの現物の石油の取引がどのように行われているかということを簡単にご説明した

いと思っております。左のほうから、海外市場というところがございます。私ども精製元売、

JX 日鉱日石エネルギーのような精製会社は、原油を輸入いたしまして、それを精製することに

よって販売業者に卸売を行って、その販売業者が 終的に消費者に売っていくという形になり

ます。例えば、販売業者といいますのは、ガソリンスタンドを運営している方々、もしくはホ

ームセンターで灯油を売っておられる方々、こういう方々がそれに該当するということでござ

います。石油精製の仕組みについてですけれども、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、

通常の製造業と違いまして、通常の製造業はいろいろな部品などを組み立てることによって 1

つの製品をつくるというのが極めて一般的だと思いますけれども、石油の場合は、原油という

混合物を持ち込みまして、製油所といわれます工場でそれらを蒸留することによって、右の青

で書かれているところですが、例えば、LPG、ガソリンや石灰用に使われますナフサ、灯油、

軽油、重油に分解して商品を生産するという、通常の製造業とは逆の形になっております。し

たがって、原油そのもののコストが一番大きな影響がございまして、それを各商品ごとのマー

ケットで売っていくという、通常のところとはちょっと違う形になっているのかなと思われま

す。 

それから、販売業者が 終的に消費者に販売していくわけですが、精製元売が原油を輸入し

て販売するだけでなく、現在は、石油製品の輸入という形で国内に製品がもたらされておりま

す。これが下にあります輸入業者ということで、海外市場から石油製品を輸入して、これを販

売業者に販売し、それが 終的に消費者に販売されるという、こういうラインが 1 つはござい

ます。 

それから、国内市場の真ん中のところにスポット市場と書いてありますが、これは精製元売、

それから輸入業者がスポット市場を通じて販売業者に販売されるという内容でございます。こ

の精製元売と輸入業者から販売業者に直接卸売と書かれていますのは、系列取引といわれるも

ので、私ども JX 日鉱日石エネルギーの場合は ENEOS というブランドで販売している、いわゆ

る系列販売といわれるものですけれども、先ほど申しましたように、石油精製というものは、

ある原油からいろいろな製品をつくってそれを販売するということで、各会社によってそれぞ

れ過不足が出る、もしくは販売力の差と精製能力の差によって過不足が出るということで、そ

の需給調整をこのスポット市場で行うことがあるというのが実態でございます。 

輸入業者も、自社の系列だけで販売できないものはスポット市場、もしくは精製元売の需給
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調整的なものから出てくる商品が、このスポット市場を通じて販売業者に販売され、 終的に

消費者に販売される。こういったところが石油のサプライチェーンの概括でございます。 

次の 3 ページですが、それでは、商品先物のヘッジ機能ということで、私どもがどういうリ

スクを抱えているのかということをここで簡単にご説明したいと思います。 

先ほどの絵と見比べていただければ非常にわかりやすいと思いますが、まず 1 点目に、マー

ジン変動のリスクというものを記載しております。これは精製元売のところをみていただきま

すと、私どもは原油を輸入して、国内の製品市況で販売するという、ここで 1 つ、原油のマー

ケットと国内の製品マーケットという、違うマーケットのものが存在するわけですから、ここ

でリスクが生じます。 

それから、先ほど説明を忘れましたけれども、石油精製のほうは、国内で販売できない部分

を石油製品の輸出という形で、例えば重油や軽油を現在輸出しております。ですから、原油を

輸入して、製品を海外市場に輸出するという、こういう物の流れもございまして、これも原油

マーケットと製品マーケットの違いから、私どもはマージンのリスクをもっているということ

がいえようかと思います。 

それから、マージン変動リスクの 2 つ目ですが、輸入業者をみていただきますと、一番下の

ところですけれども、海外市場から製品を輸入して、国内で製品を売るという、また違った市

場でのリスクをもっているということで、マージン変動のリスクが非常に大きなものがあると

いうのが 1 つのリスクでございます。 

2．時差によるリスクですが、原油を輸入して、石油製品を販売するわけですけれども、こ

の中で時差が発生いたします。まず、原油は主として中東、 近はアフリカからも輸入してい

るわけですが、もってくるだけで 20～25 日ぐらいかかる、それから国内での在庫、そこから

国内転送を行って、 終的に販売業者に販売する中で、ここで時差が発生いたします。この時

差が今のマーケットの変動ということで、時差のリスクが発生しているということが 1 つござ

います。 

3．在庫リスクですが、これも同じような時差のリスクですけれども、現在、石油は 70 日分

の備蓄義務を法律上負っております。したがって、多大なる在庫があるわけですけれども、こ

の在庫が期末の評価によって非常に大きく私どもの損益に影響するということがございます。

したがって、ここにありますように、マージンの変動リスク、時差によるリスク、在庫のリス

ク、こういう大きなリスクを抱えてのビジネスを行っているということから、ヘッジによって

上記のリスクの軽減のニーズというものが私ども当業者にとっては存在しているということ

を、まずご理解いただきたいと思います。 

次の 4 ページでございます。商品先物の 1 つの機能といたしまして、価格発見機能があると

いうことは皆様よくご存じだと思います。これは第 1回のところでも私は申し上げたのですが、

私ども石油精製会社が原油を輸入して石油製品を販売業者に販売していく卸売価格というも

のが、かつては原油コスト連動というもので販売を行っておりました。 

月決めといわれるもので、原油の価格が産油国からは月の平均値で決まっているということ

から、月決めでの卸売価格というものを基本においていたわけでございますけれども、2000

年度の原油高騰で原油が 150 ドルまで上がった状況の中、また、原油の価格のボラティリティ

が非常に拡大している、さらには、製品の輸出入が増加することによって、マーケットの変動

が非常に激しくなってきたという、こういう背景をもって、2008 年 10 月からは、卸売価格を

国内の製品市場連動価格、週決めというものに変更いたしました。 

よりスポット価格に近い形もしくは海外の石油製品または原油の価格、これらを総合的に勘

案した形での市場連動価格というものに変更したわけでございますけれども、こういった背景

の中では、海外市況、国内需給を反映した透明・公正な指標のニーズというものが我々には非

常に重要なものになってきていると考えているところでございます。 

こういう議論の中で、私ども東工取の原油もしくはガソリン、灯油、軽油の必要性をこれま

でもいろいろと議論してきたわけでございますが、残念ながら、取引が拡大してきていない、

むしろ減ってきているというのは、今までもご説明が縷々あったと思いますけれども、私ども

がこれらを活性化していくための課題として、5 ページに 4 点を記載させていただきました。 

まずは、何よりも流動性の拡大というものが重要であろうかと思っております。ただし、こ
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の流動性というのも、今、東工取の石油取引は 6 カ月ございますが、期近のところの取引と期

先のところの取引は、明らかに性格を異にしているのかなと考えております。期近のところで

は、当業者中心のマーケットになるということでありますから、私ども自身も業界内でもいろ

いろ意見交換していく中で、どのように活性化できるのかと。これまでも東工取さんともお話

し合いはさせていただいているわけですけれども、なかなか進んでおりませんので、こういう

ものに対しても我々はもう少し取り組んでいきたいと考えております。 

それから、期先のところでございますけれども、今の高井さんのご説明にもありましたが、

広範なプレーヤーの獲得というものが必要であろうと。とりわけ石油という世界的な商品とい

うことであるとするならば、海外からの呼び込み、そのためにも魅力あるような商品設計とい

うものが必要であろうと考えております。 

それから、海外市場との裁定取引可能な設計ということを申し上げたいと思います。これは

先ほど現物取引のサプライチェーンのところでも申しましたように、我々のニーズというもの

は、原油を輸入して、もしくは石油製品を輸入して、それら国内市場で売っていく、もしくは

精製した製品を国際市場へ輸出していく。そういう取引が中心でございます。したがって、海

外市場というものとは切っても切り離せないような産業でございますので、そういう意味から

も、海外市場との連動性強化や、シンガポールを中心に OTC が非常に盛んでございます。これ

らと連携できるようなシステムをつくっていく必要があるのかなと考えております。 

3 番目は、軽油取引の拡大でございます。これはテクニカルな話になりますけれども、現在、

石油の取引は、原油、ガソリン、灯油、軽油とございます。その中で、軽油は、軽油取引税と

いう地方税があることによって、非常に窮屈な取引になっております。税金の問題は、石油業

界はこれまでも縷々申し上げていますが、過重にかかっているのは、ここでは趣旨を外れるわ

けですけれども、石油の税金──例えば、揮発油税、関税、石油石炭税、そして今度は環境促

進税など、いろいろな税金がかかっていますが、それぞれが違った仕組みでかかっていること

によって、取引できる業者が非常に限られております。 

軽油取引につきましては、地方税ということもあって、所管が総務省であるということなど、

行政的な制約もあって、これがネックになって取引が停滞しているということは明らかであろ

うと思っておりますので、これらにつきましては、ぜひとも行政の方でも前向きに対応してい

ただきたいと思っております。 

後に、ヘッジ会計基準の明確化ということを書かせていただきましたけれども、私ども JX

日鉱日石エネルギーは、現在、ヘッジ会計のことで税務当局と係争中でございます。我々がヘ

ッジとして取引を行ったものが、これはヘッジではないと税務当局から認定されているわけで

ございますけれども、この基準が私どもの立場から申し上げますと、ヘッジ会計基準が非常に

不明確であると。明確であったならば、その基準に基づいて私どもは取引を行うわけですが、

思いもかけないところで課税対象となっている状況でございます。 

細かいところは割愛させていただきますが、そういうヘッジ会計基準の明確化というものも、

これはまた行政等にかかわる話かと思いますけれども、こういうヘッジ会計として認定されな

いということが、私ども先物取引に対する取り組みというものに二の足を踏ませるという形に

もつながっていると考えますので、これらについても前向きに対応していただきたいと思って

おります。 

以上、私からのプレゼンとさせていただきます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、石崎課長の方から説明をお願

いします。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは、私の方からは、資料 5「アジア各国の商品先物市場をめぐる 近の動向」という

ペーパーについてご説明します。なお、資料 6 のほうは、プレゼンテーションに関する意見交

換の後にまた説明させていただきたいと思います。 

 資料 5 は、韓国、シンガポール、中国のアジアの取引所の現状でございます。1 ページです
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が、韓国における総合取引所の現状です。これは初回にも少しご説明いたしましたけれども、

2005 年に韓国の証券取引所と先物取引所を統合して、店頭株式部門がソウルに、そして本社と

先物部門を釜山に設置したということです。ご案内のとおり、株価指数の出来高が大幅に増加

いたしております。一方、商品先物のほうは、金と豚肉が上場されているということでありま

すが、いずれも出来高のほうはわずかなまま伸び悩んでいます。 

 それから、韓国の政府の中でお聞きしましたところ、金の現物取引所を設立すべく準備中で

ありまして、これは本年を目途と聞いております。それから、金のほか、原油などを加えた取

引所の設立なども検討していると聞いております。 

 2 ページは、シンガポールにおける総合取引所、そして店頭デリバティブ取引の動向であり

ます。まず、シンガポール取引の SGX の方でありますが、SGX はシンガポール政府の金融セン

ター化構想ということで、1999 年 12 月に証券取引所と国際金融取引所が合併し、2008 年に商

品取引所の SICOM を買収して、ゴムやコーヒーを SGX の商品先物部門に移管しました。そうい

う意味では、今のところは金融と商品を扱う総合的な取引所になっているということでありま

す。出来高の動向といたしましては、株価指数先物の出来高は上昇している一方で、商品先物

の出来高のほうは伸び悩んでいます。流動性が少ないですとか、幾つかの問題がありまして、

それで、後ほど述べますが、店頭取引のほうは、シンガポールは先ほどプレゼンテーションで

ご説明もありましたようにかなり活発なのですが、取引所の取引の方では、2002 年には中東産

原油を上場したけれども、1 年程度で上場廃止ということで、取引所としての先物取引という

のは余りうまくいっていないやに聞いております。 

 一方、先ほどご説明がありましたとおり、店頭取引の方はかなり商品現物のトレーディング

を振興してきたということで、2010 年現在で、石油会社やトレーディング会社、投資銀行など

が 300 以上ありまして、特に石油白物といわれているところだと思いますが、そこの取引が活

発に行われているということです。また、石油の現物先渡し取引の価格報告機関による公表価

格が、店頭デリバティブ取引においても広く参照価格として利用されているということで、現

実には、シンガポールの中でアジアの石油の価格の参照価格というのは決まっているというこ

とです。 

 3 ページは、中国でございます。中国につきましては、初回に世界の取引所のベストテンの

中で 3 カ所入っているということをご説明いたしましたが、2011 年のランキングでは出来高は

大きく減少しているということであります。（2）にありますとおり、政府による一連の金融引

締策などによって、上海、鄭州、大連ともに大幅に減っています。綿花は増加しているものの、

ほかの商品が大幅に減っているということです。ただ、一方で、国際化に向けた動きというの

は、先ほどご説明がありましたとおり、随分動きがございまして、今のところは人民元の厳格

な資本規制により、事実上、海外からの取引に開放されておりませんが、昨年の 9 月に海外先

物取り次ぎ業務に向けての準備を進めるよう通知が出たほか、原油先物の上海先物取引所にお

ける上場ですとか、そういったことも検討されているということでありまして、国際化に向け

た動きというのはこれからも注目されると思っております。 

 資料の説明は以上であります。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、ただいまから意見交換、質疑応答ということに

させていただきます。 

 岡地委員、高井委員、細井委員からのご説明及び事務局からの説明を踏まえまして、本日の

議題であります商品市場の活性化、健全な発展の方策といったことにつきまして、ご議論いた

だきたいと思います。 

 なお、議事を円滑に進めるため、ご発言を希望される委員の方は、お手元のネームプレート

を縦にしてその旨をお示しください。こちらから指名させていただきます。オブザーバーの方

も発言をご希望であれば、同様に、ネームプレートを縦に置いてください。 

 それでは、佐藤委員から、どうぞ。 

 

○佐藤委員 
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 カーギルジャパンの佐藤です。私の方からは、農産物市場に参加する当業者の立場として、

6 点ほど意見を申し上げたいと思います。ただ、今までに非常に充実したプレゼンをしていた

だいたので、かなり重複する部分はあるかと思いますが、私ども農産物としての立場でも意見

を申し上げたいと考えております。 

 初の問題ですが、皆さんは十分にご理解いただいていると思いますけれども、根本的な問

題として、商品先物市場の必要性を確認したいと思います。商品先物市場は、いうまでもなく

重要な経済インフラであり、その健全な発展と正しい活用が日本経済の成長に欠かせないもの

と考えています。 

 経済において、国際的な競争は日々激しくなっています。先物市場の機能を生かすことによ

って、輸入品であればよりよい条件や価格での取引、国産であれば生産者・物流業者・消費者

などにとって事業上の有効な選択肢となります。今後、TPP、EPA などの国際取引自由化の流れ

を前提にすると、外国産の農産物との競争は不可避であり、そのための備えが必要だと思いま

す。もし先物市場が衰退し、消滅してしまうようなことがあれば、国益を大きく損なうことに

なると考えております。したがって、どうしても市場の存続はもちろん、市場の活性化を実現

しなくてはならないことを、ここで再度、認識をしていただきたいと思います。 

2 点目は、農産物にとって非常に重要な問題になっています商品移管問題であります。残念

なことに、農産物市場は、具体的な市場活性化の議論をする前に片づけなければならない重大

な問題であります。東京穀物商品取引所の商品移管問題であります。報道によれば、東穀は、

コメを関西に、残る商品を東工取に移管したいとの希望を表明しました。それを受けて、先日

の記者会見で、東京工業品取引所の江崎社長は、中長期的な採算を考慮して受け入れの可否を

判断するとおっしゃいました。経営者として当然といえば当然過ぎるお話であります。しかし

ながら、無理を承知で、一刻も早く東工取さんに受け入れをお決めいただきたいと希望してお

ります。 

 農産物の取引所が消滅し、そこに上場している商品がどこに行くのかわからない状態で農産

物取引の活性化策を論じても、全く意味がありません。このような状態が 1 日でも延びれば、

その分、資金の流出を招きます。東穀がお願いしたものを勝手に白紙撤回をしておいて今さら

何をしたいのかと思われることも、農産物市場の都合でどうしてせかされなければいけないの

かとのご不満も、百も承知ですが、 初に申し上げたとおり、農産物市場の必要性と国益を考

慮して、早期のご判断をお願いしたいと思っております。 

 また、多くの株主でもある取引員の皆さんも、当事者としての責任の自覚を促したいと思い

ます。将来の採算見通しについては、東工取移管を希望した取引員が担保せずして、だれが担

保できるのでしょうか。業界挙げての決意がなければ、この問題の解決は不可能だと思ってお

ります。 

３番目に、不招請勧誘の禁止についてであります。これより先は商品移管問題で解決される

ことを前提に具体的な意見を申し上げます。経産・農水両省にお願いしたいことですが、不招

請勧誘の禁止が導入された経緯も含めて、その目的や結果について総括していただきたいと考

えております。現在、本来の趣旨に基づいた運用が正しくなされているのか、市場の正しい発

展を阻害していないか。健康になるためにダイエットをしたつもりが、し過ぎて栄養失調にな

ってしまっては意味がありません。完全白紙化を求めているわけではありません。目的に合致

した運用のあり方を再考すべく、不招請勧誘の意味や定義を明確にしていただき、何ができな

いというより、何ができるのかというような、ガイドラインのようなものをつくることが営業

活動に役立つのではないでしょうか。 

 ４番目は、商品設計の検討についてです。1 つは、取引単位の見直しです。小口参加者の増

加を期待して取引単位を小さくした現在、小口参加数が期待に反しているものは、取引単位を

大きくすることを検討してもよいのではないかと考えております。具体的にいえば、一般大豆

です。 

2 つ目は､受け渡し制度の見直しです。トウモロコシの受け渡し供用品の追加を検討してもよ

いのではないかと考えております。現状、米国産トウモロコシが標準品で、その他の産地は認

められていませんが、近年、欧州産、南米産のトウモロコシの輸入が増加しております。受け

渡し場所の変更、追加などの検討の余地があると思います。 
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5 番目に、新規商品上場の検討についてであります。まずは、既存商品に関連するものとし

て、大豆関連商品が上げられます。国産・輸入ともに受け渡し可能な大豆ミールと植物油の上

場です。シカゴでは大豆三品として取引されており、ボードマージン取引などの現物市場のヘ

ッジの場として活用されております。日本でも、ミール、油ともに輸入物が国内市場に以前よ

り大きく影響を与えており、そのヘッジニーズ等は高まっております。また、将来の自由化に

備えて、小麦、輸入米などのさらなる研究が必要と思われます。 

後の 6 番目ですが、当局の情報発信について申し上げます。情報伝達の手段が格段に発達

した今日、正確で有益な情報がタイムリーに提供されることが市場参加者の希望だと思います。

所管省庁当局からの正しい情報は健全な経済活動を助けるものとして必要です。 

米国の農務省は、農産物については、毎週、輸出成約高、輸出検証高、毎月の需給発表、四

半期ごとの全米在庫などを定期的かつ継続的に情報を発信しております。 

正確な情報によって経済活動に資することを目的としていると思いますが、結果としては、

状況変化のきっかけとして、取引の活性化に役立っています。そのような意味でも、特にコメ

の取引については、農水省はアメリカの農務省のような機能をもつべきではないかと思います。 

後に、繰り返しになりますけれども、今まで申し上げたことは、すべて商品移管問題が早

期に解決されなければ全く意味がありません。商品業界の総意として、全力で取り組んでいた

だきたいということを申し上げて、私の発言を終わりにしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、池尾委員、どうぞ。 

 

○池尾委員 

 極めて限られた短時間であるにもかかわらず、非常に充実した内容のプレゼンテーションを

していただきまして、まことにありがとうございました。 

商品先物市場という形で一くくりにして活性化策を考えた方がいい問題も確かに多くある

と思うのですが、今の段階で本当に商品先物市場の発展・活性化ということを考える際には、

一くくりにするだけではなくて、商品ごとにもう少しブレークダウンして、その特性を考えな

がら振興策を検討するという、きめ細かく、ブレークダウンが必要ではないかということを申

し上げたいと思います。 

それは勧誘規制との関係で関心の高い商品先物市場と個人投資家との関係を考える際も、商

品先物市場一般と個人投資家の関係ということで考えると、問題設定を間違うところがあるの

ではないかと思います。 

高井さんのプレゼンテーションで、グランドデザインの図は私も基本的に賛成なのですが、

例えば、FX の投資家というリスクテーカーが日本にはいるじゃないかと。それを取り込むこと

を考えたらいいんじゃないかということですけれども、これは金についてはいいと思うのです。

為替レートに関しては、為替レートを動かす要因が余りにも多数に及ぶので、個人投資家とプ

ロといわれるような人の間の情報格差が結果的に余りないという状況が FX の世界にはあると

思うのです。金はそこまでいかないにしても、個人投資家とそれ以外の投資家、あるいは企業

の間の情報格差というのは大きくないと思うのですが、きょうお話があった、例えば石油関係

などを考えた場合に、タンカーがどこを航行しているかとか、製油所の状況がどうなっている

かというのをリアルタイムでつかんでいる人と個人とが同じ市場で取引をするということは、

余りに情報格差が多き過ぎる取引にならざるを得ないところがあって、私個人は全然適切だと

思わないんです。 

 それから、佐藤さんがおっしゃった農産物市場をどうするのかという問題があるので、少な

くとも金に関しては、総合取引所にして、FX 投資家等も取り込むような形で将来図を考えてい

くことは十分あり得ると思うのですけれども、それと同じような形で石油関係の市場の活性化

を展望するということはなかなかできないし、適切でもないと思いますので、金をどうするか、

石油をどうするか、農産物をどうするかくらいは、 低、商品ごとに振興策を考えるというこ

とでないと、一くくりの商品先物市場についてこうすればいいのだという議論で済む段階では
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もうないと思いますので、そのあたりのブレークダウンした議論が必要ではないかということ

だけ申し上げたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、高井委員。 

 

○高井委員 

 基本的には、池尾先生のおっしゃるとおりだと私も思っています。そもそもイメージしてい

たのが、私は、金と原油でした。石油製品ということになると、先ほど細井委員からもありま

したが、かなり産業に根差したところがあって、情報というのが一般の投資家と共有されてい

ない部分が多いと思います。 

ただ、原油ということになると、もう国際的に、例えば 11 時のテレビで、東京 12 チャンネ

ルなどでも必ず、ＷＴＩ原油は幾ら幾ら、金相場は幾ら幾らという報道が、金・原油というこ

とがパッケージでされますので、一般的な認知度はかなり高いのではないかなと。そこの情報

格差というのは、もはや原油に関してはなくなりつつあるかなという印象はあります。 

 それから、原油というのは、金もそういうところはあるのですが、経済活動に非常に敏感に

反応する商品なので、例えば、株式の投資をしている人、FX の投資をしている人が、原油でも

ってそれをヘッジするというニーズは潜在的にあると思うのです。ですから、その辺は、必ず

しも FX と相性が悪いわけではなくて、金同様、FX と原油というのはそこそこ相性的にはいい

のではないかなとは感じます。 

 

○尾崎分科会長 

 何かありますか。 

 

○池尾委員 

 いいえ。そういうレベルの議論をした方がいいのではないかという話です。 

 

○尾崎分科会長 ほかにございますでしょうか。多々良委員、どうぞ。 

 

○多々良委員 

 今、高井委員がおっしゃったように、金とか石油とかというのは 24 時間とおっしゃいます

けれども、ちゃんとみるということをすれば、大豆でもトウモロコシでも、24 時間、夜中でも

ずっと、もう刻々と報道されておりますので、その辺のところは僕は情報格差は余りないと逆

に考えております。ですから、金だけは別のところで、農産物とは違うのだとか、ほかのもの

とは違うのだとされると、金だけもっていかれるような気がして、非常に心配でございます。 

 それから、岡地委員の資料の 2 ページのところですが、為替の取引とか株の取引とか、要す

るに、先物取引を大衆の皆さんが非常に積極的になさっております。ただ、残念ながら、私ど

もは、もう 5 分の 1 か 6 分の 1 になった外務員が、わずかなのに、営業チャンスがそういうと

ころで全くないというのは、過当な規制だと思っております。ですから、重ねて、その辺の勧

誘規制の見直しをぜひ進めてほしいと思います。 

 それから、3 ページにありますように、自己のディーリング等について、するなというぐら

いの非常に高い自己規制資本比率とかをやって、18％ぐらいとられております。18％というの

は､先物の市場ではないよう気がします。せめてその辺のところは、3～4％、レバレッジで 25

倍ぐらいのところでしてもらうべきだと私は思っております。 

 以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかにご意見はございますでしょうか。では、佐野委員、どうぞ。 

 

○佐野委員 
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 今までのお話の中で消費者が一番気になるところは不招請勧誘の部分です。資料 2 の 2 ペー

ジの市場の環境整備の下のところに、規制の見直しをしてほしいということが書かれています。

「投資への知識や関心が全くない人に対する勧誘と、レバレッジ取引や損失リスクを認識して

いる経験者や……勧誘とは区別して考えるべきである」とあります、投資への知識や関心が全

くない人に対するきっかけづくりがセミナー参加であるのではないかと思っていまして、セミ

ナーに参加しただけで一定の関心を示しているということはいいがたいので、その意思確認は、

省略ではなく、きちんとするべきだと思っています。 

 そして、そのセミナーの場所は、勧誘の場所であってはならないと思っています。「ここの

セミナーに行ったから、もう大丈夫なんだ。取引をしたいんだ」ではないはずであって、きち

んと再確認をしていただきたいと思います。 

 ですから、やはり不招請勧誘は今までどおり禁止すべきというか、さらに広げていくべきで

はないかと思います。現在では、訪問販売でさえも、不招請勧誘をするべきではないのではな

いかという議論が始まっている時代です。先物商品取引では、やはりきちんと今のとおり、ま

たはさらに強化するべきではないかなと思っています。 

 それから、1 ページに戻らせていただきますが、外務員の増加が必要と。確かに 6 分の 1 と

いうのは随分減ってしまったなという気はするのですが、数の問題はそうかもしれませんが、

私たちにしてみると、外務員の方の質の向上というのが重要であると思います。ここにも書い

てありますが、知識の充実というのはきちんと図っていただきたい。時間がかかるでしょうけ

れども、まず中身を充実していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では、大田委員。 

 

○大田委員 

 不招請勧誘に関して、先ほどの岡地委員のページの 2．のところについて、少し意見を申し

上げます。 

 詳細は、次回に機会を与えられておりますので、そのときに申し上げますが、投資の知識や

関心がない人に対する勧誘はだめで、それ以外はいいということは、確かにごもっともなので

すが、実際に私たちが、例えば、裁判などでやっている事例でみますと、裁判所の認定で 終

的には「この人はそんな知識はない」と認定された人が、形式的な手続では「理解している」

といった扱いを受けて、それで業者の社内規制を通過した上で取引をしているにもかかわらず、

終的に裁判所の認定では、「この人はとても理解しているとは思えない」といった判断が下

された事例がものすごくたくさんあるわけです。 

 ですから、本当にこういう区別がきちっと今までできてきたかということを、少なくとも私

たちが裁判事例からみる限り、これまでの業者の方々がやってきたコンプライアンスの関係か

らすると、それがほとんどやられてきていない。その実態を踏まえて、平成 17 年ごろから主

務省のほうでもガイドラインなどをつくられて、もっともっと細かいいろいろな裏づけを求め

たりとかしているのは、形式的には、そういうことを満たしていない人について、要するに、

紙の上では理解しているとか、経験してよくわかっているとかとされている人たちがあまりに

も多かったということなんです。 

 ですから、ここの見直しの議論をする際にも、果たしてこれまでの実態から本当にそういう

形で明確な区別をすることができるのかどうかを考えていただきたい。実質的な意味で、本当

に知識があって、それで取引に関心のある人が参加することについては、私たちも何も文句は

いわないわけですが、少なくともこれまでみる限りは、そういうふうになされてきていない。 

 例えば、高齢者で、過去に経験のない人でも、「取引についてはよくわかっています」とい

うペーパーが裁判所には出てきているわけです。ところが、結局、裁判では、その人は「理解

できていない」という判断のもとに損害賠償が命じられた例があまりにもたくさんあるんです。

その辺は、今後、不招請勧誘の見直しを考えるについては、そういう実態があったということ

を──本来、高井委員が説明されたような理想的な、自発的な方が参加する分については、私
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たちも何も文句はいわないのですけれども、これまではどちらかというと、そういう人を装っ

た形でそうではない人がたくさん参入してきたという実態があるものですから、その辺が 終

的に、今、不招請勧誘禁止が導入されたという経緯で、これはまた次回にご説明しますが、そ

ういう背景があることだけちょっと申し上げたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 では、岡地委員、どうぞ。 

 

○岡地委員 

 今、大田委員のいわれたことは、我々としてもごもっともであると理解するところでござい

ます。私もここで、今、全面的に不招請勧誘の見直しをして、以前のように不特定多数の人に

無差別に勧誘をするというような状態に戻せといっているつもりは毛頭ございません。現状は、

ご説明したように、規模もやり方も全く違っているわけです。 

それが振り子が一方に振られ過ぎているという部分において、少なくとも商品先物市場が資

産運用の場として認知をされているということであるならば、そういう一定の関心を示してい

るような方とか経験者に対しては、今は 初からもう「勧誘していいですか」というストレー

トな質問をして、明確に「はい、そうです」といわれなければ、こちらから説明すらできない

という状況でございますので、普通の日本語のやりとりで、「勧誘していいか」といわれて、「は

い、結構です」、もしくは「私を勧誘してください」というようなケースは余りないと思うの

です。ただ、そういうことが運用で義務づけられているということと、勧誘と説明の定義とい

うのが非常にあいまいなんです。 

したがって、現場では、実態としてよくわからないことはもう一切やらないということで、

「あつものに懲りてなますを吹く」という状況になっております。普通はこういった取引とい

うのは、例えばセミナーに参加をして、「ああ、なるほど」ということで、説明を受けて、だ

んだん理解が深まって、「じゃあ、やろうか」というステップが一般的なのですが、頭から「勧

誘を受ける意思があるか」ということをまず聞けということで、普通はもうここで引いてしま

うということでございます。そのあたりを社会通念に照らし合わせて、それを逸脱しない範囲

内で、商品取引も個人の資産運用として認知するという前提であれば、バランスをもった運用

を考えていただきたいと、こういうことを申し上げているわけでございます。 

 

○尾崎分科会長 

 では、三次委員、どうぞ。 

 

○三次委員 

 三次でございます。これまでの皆様のお話でわかることは、1 つは、市場は当業者の方だけ

では成立し得ないということではないかと思います。となると、先ほど池尾先生のほうから、

各商品ごとに落とし込んで話をした方がいいのではないかというお話だったのですが、私とし

ては、それ以前に、個人の投資家の方々をどうやって呼び込んで、まず流動性を回復させるか

ということのほうを先に考えていった方がいいのではないかなと、若干ですが、思っている部

分があります。 

流動性が回復してくれば、先ほど高井委員もおっしゃったように、当業者の方々も自然と参

加してくるし、多分、海外とかヘッジファンドなども、出来高ができてくれば参入するという、

そういういいスパイラルができてくると思うのですが、現状のようにどんどん出来高が減って

いく中では、皆さん、出ていかざるを得ないという逆のスパイラルが今働いているので、それ

をどうやって回復するか、どうやって個人の方を呼び込むかということがあると思うのですけ

れども、何人かの方からお話があったように、FX の個人投資家を呼び込むという考え方自体は

非常にいいと思うのですが、商品先物取引が FX と大きく違う部分はどこかといいますと、一

般人に対するもともとあったイメージ、ここが私は大きく違うのではないかと思います。 

 実際に営業をした経験から申し上げますと、商品先物取引を個人の投資家の方に勧めるのは

非常に難しかったのですが、FX というのはほとんど同じような仕組みであるにもかかわらず、
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ドルとかユーロとか、そういう非常に親しみやすいもので、外貨預金のような何となくイメー

ジがあるものを勧めるのとでは、実は全く相手方の反応が違っておりました。ここはものすご

く大きな違いだと思います。仕組みはほとんど似通っているけれども、イメージが全く違う。 

 ということを考えますと、 初にやるべきは、まず商品先物取引に対する一般の方のイメー

ジをいかに払拭していくか、ここを業界全体としてもっと詰めていくべきではないかと思って

おります。例えば、広告を打つにしても、イメージ広告を打っているような段階ではなくて、

投資としての使い方であるとかヘッジとしての使い方をきちんと伝えるような形のものを地

道にやっていかなければいけない。 

 世の中のもつ悪いイメージを払拭するというところだけに焦点を絞りますと、今まで皆さん

がおっしゃったような不招請勧誘の禁止というのは、その禁止を解くということについては私

は非常に慎重に考えたほうがいいのではないかなと思っております。不招請勧誘の禁止を緩和

するとしても、電話とか訪問による従来あったような無差別的な勧誘は今後も避けたほうが、

業界のイメージアップのためにはいいと思います。 

 というのは、初回、この会合でお話ししましたように、商品先物の業界にいるというと、大

概の方は、「うちにはトウモロコシは要らないからね」とか、「うちに電話してこないでね」と、

この業界にいる方というのは、知り合いに先物の業界ですというといわれると思うのです。会

社をやっているとか、会社員の方でも、大概の人は電話で勧誘がかかってきている経験がある。

そういうことを考えますと、イメージを払拭するという 1 点だけを考えるならば、やはり不招

請勧誘の禁止というのは継続したほうがきっといいのではないか。 

 もう一つ、これは営業をやっていた私からの感覚的な話なのですが、離職率がどのくらい高

いかわかりませんけれども、商品先物取引の営業に携わっている人というのは非常にきつい労

働なんです。1 週間、朝 8 時ぐらいから夜の 10 時ぐらいまでずっと電話をかけまくって、なか

なか話を聞いてもらえないどころが、罵詈雑言をずっと浴びせられ続ける。そういうのをずっ

とやって、やっとお客様を獲得できるという状態ですので、やめていく方も非常に多い。 

さらに社会的な地位も、同じような大学を卒業して就職した人と比べると悪いし、一般的に

は普通の仕事だと思ってもらえないという見方がありますので、働いていくというのは難しい

というのもありますから、そういう方々が実際に仕事を経験されて、大量にやめていく。そう

いうことがイメージの悪さに拍車をかけるようなところもあるのではないかなと。営業を経験

してやめていって、「先物の会社ってよかったよ」といってくれる方というのは多分余りいら

っしゃらないんじゃないかなと思いますので、そういうところも私は気になるところで、不招

請勧誘禁止の緩和については慎重にしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 ただ、一方で、先日、営業の現場のほうに行って確認してみたのですが、お客様が仮に金に

興味をもって、「金、どうなの」といったところで、「大変申しわけないのですが、勧誘承諾確

認書に署名捺印していただかないと説明できません」といわれると、ちょっと関心をもっただ

けなのに、そこまでするほど聞きたいわけじゃない、というのが一般的なところだと思います。

先ほどどなたかもおっしゃっていましたけれども、興味をもっている人が参入しやすい仕組み、

ここの部分は改善したほうがよいのではないかと思います。 

 それから、個人投資家の方々がどうやってイメージを払拭するかとか、商品先物取引につい

て、勧誘規制がかかっているので、個人の方に知らしめる機会がないというのが現状だと思う

のですが、例えば、商品先物取引の出版物ということになりますと、去年、商品先物取引法が

導入されまして、ルールとか仕組みも大きく変わったわけですが、個人投資家向けに商品先物

取引の新しい仕組み、ルールを紹介する本というのは、1 年以上たった現在でもまだ出版され

ていないというのが現状です。 

 そういった状況の中で、個人の方をどう呼び込むかというのは難しいのではないかなと思い

ます。一方で、先ほど例えで出ました FX 取引については、書店に行けば本が山積みになって

いますし、毎年、薄いものから厚いものまでたくさんの FX の本が出ておりますし、マネー雑

誌にも必ずといっていいほど取り上げられているという状況で、情報が全く違うということは

あると思います。 

 個人だけではなくて、例えば、中小企業向けのリスクヘッジにしてみても、商品先物取引を、

これだけ商品価格が乱高下しておりますので、リスクヘッジとして使いたいと例えばどこかの
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経営者が思ったとしても、どう利用していいかがわからない。ヘッジ会計についてもよくわか

らない。外務員に聞きにいっても、それを説明できる外務員がいるかというと、もしかしたら

どこかの会社にはいらっしゃるかもしれませんが、私が今まで受けてきた研修の中では、ヘッ

ジ会計について詳しく教えてもらった記憶はありません。今はやっているかもしれませんけれ

ども、外務員のほうにもそういう知識もあまりないと思います。 

私は、 近、ヘッジ会計について書かれた本を読んでおりますけれども、ヘッジ会計の本を

みても、その中で商品先物取引に言及して、かつ、商品ならではの特性といいますか、普通の

金融商品と違う部分がありますので、そこにまで言及し切れているヘッジ会計の本というのは、

私が今までみている中ではないというのが現状ですから、そういったものの情報をきちんと一

般の人に届くような形で出していく努力が必要ではないかと思います。 

 ちなみに、東穀取のサイトにヘッジ会計についての資料はあるのですが、私の記憶が間違っ

ていなければ、2006 年時点のもので、法改正前のものですから、仕組み、ルールが新しくなっ

たと思った方が、考え直しながらこの本を読んでいくというのは非常につらい作業だと思いま

すので、そういったものを変えていく努力が業界に必要なのではないかと思います。 

 1 つ、可能かどうかわかりませんけれども、おもしろい試みとしては、せっかくここに当業

者の方、商社の方、業界の方、皆さん集っていらっしゃいますので、それぞれの立場から、商

品先物取引をどう利用するのかという具体的なことを書いた本を 1冊出してみるのもおもしろ

いんじゃないかなと。これだけの人材が集まっていますので、そういうこともありではないか

なということをご提案して、私の話を終わりにさせていただきます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、唯根委員、どうぞ。 

 

○唯根委員 

 今、もう三次委員がほとんどおっしゃっていただいたとおりで、佐野委員、大田委員の意見

とも一緒なのですが、前回この法改正で、消費者相談のところに商品先物取引被害というか、

相談のお声が出てこなくなって、私たちは、これでようやく商品先物取引の市場というのは健

全化されるのだなと思っているところです。ですから、今回のこの委員会で、皆さん業界の方

が不招請勧誘禁止を見直してとおっしゃるのが、逆にもったいないと思います。今、市場の規

模が小さいのは、先ほど伺ったように、海外の市場でも流動性がなくて市場が小さくなってい

るという理由等であって、不招請勧誘禁止をしたがためではないと思います。 

 きょうの資料を拝見していても、平成 15 年度の市場が大きかったのは、残念ながら被害が

非常に多くて、先物取引をしたことのない高齢者の方などが老後のなけなしのお金をもってい

かれてしまって、それこそ「だまされた」という意識の方が多かった時代で、それが今、逆に

小さいけれども、とても透明性が高いというか、金融商品などよりも、投資に関してはいい市

場に生まれ変わる時期なのではないかと思います。 

そういうことで、きょうの資料等を拝見していても、失礼ですが業界の方々の営業努力が足

りないと感じます。簡単にいうと、もし商品先物市場に一般の投資家を参加させたいのなら、

この市場は私たちの消費生活にどれだけ役立つのだろうかということをもっとわかりやすく、

それから、FX などよりも、リスクは同じかもっとあるかもしれないけれども、私たちの消費生

活にかかわる商品を扱うことで身近であることをわかりやすく説明して知っていただく、そう

いう努力が足りないのではないかと思います。 

そうすれば、イメージ払拭とさっきどなたかがおっしゃったのですが、イメージアップの一

番いい時期なのではないかと思います。そして、無理な勧誘はせず、興味を持った方に、いろ

いろな勉強会やセミナー、あとは新しい商品を紹介したりすることで、小口でも、ミセス・ワ

タナベにはなれないですが、主婦層でもへそくりを安定的に運用したいと思う投資家にも興味

を持ってもらえるのではないでしょうか。私たちの生活に身近なものを手に入れるための仕組

みなのだと、参加ができるような気持にさせていただける、そういう商品設計などもしていた

だくことで、消費者の意識も変われるんじゃないかと、私の希望的観測かもしれませんがそう

思います。 終的には、希望しない方、不招請勧誘禁止については慎重に対処していただきた
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いという点は変わりませんが、以上です。失礼しました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、岡本さん、どうぞ。 

 

○岡本理事長（オブザーバー） 

 関西商品取引の岡本でございます。今ほどお話がありました先物取引のイメージアップとい

うのは、本当に必要なことだとも思っております。その辺がうまく現実にはできていない。ま

た、ある意味ではきちっとご説明ができていないというのも、おっしゃるとおりだと思います。

ただ、デリバティブの発祥が日本であるということ、こういうことをきちっとお伝えをしてい

くと、まさに日本人の誇りとさえ思っていただけますので、このことはこれからも、おっしゃ

るように、ぜひ進めていかなければならないと思っております。 

 それから、岡地委員からありましたように、現実に 97 社が 33 社とか、外務員が 1 万 5,000

人が 2,500人とか、これをふやさなければというよりは、むしろ質の問題とおっしゃいました。

当然のことながらですが、今残っている取引というレベルはそれなりのハードルを越えた中で、

財務要件もかなり満たしていますし、いろいろな意味での営業姿勢も、いわゆるハードルを越

えたという意味で理解をいただければと思いますし、外務員の皆さんにおいても、むしろ本気

でこの仕事をやりたいという優秀な人材が今 2,500人いるとお考えいただいて結構だと思って

おります。 

 それから、不招請勧誘につきましても、今すぐ不招請勧誘を何とか外せとか、外してくださ

いと、こういうお話ではなくて、不招請勧誘禁止のおかげで、本当の意味ですてきな業者とす

てきな社員が残ったといってもいいのかもしれません。ただ、これから総合取引所になってい

く中で、もちろん税制の問題や口座の一元化とかいろいろありましたが、FX の呼び込みという

お話がありましたけれども、証券のお客様をいかに市場に呼び込んでいけるか。ただし、現株

の方は多分ある意味では対象外だとは思いますが、証券の中でも、信用取引やデリバティブを

やっておられる方はかなりいらっしゃいます。そういう 1 つのハードルを越えた方には、少な

くても証券会社がきちっと勧誘しても、それは不招請にならないというような、そういう流れ

をぜひ総合取引所の中でつくっていくことの中で、改めてお客様の利便性や業者間の流動性が

高められるという前提でご議論いただければと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。何かご意見はございますでしょうか。 

どうぞ、佐野委員。 

 

○佐野委員 

 今の皆さんのお話の中でも、理解はするのですけれども、今、せっかくこれだけ被害者が出

ない、それから苦情が少ないというこのままの市場を続けていくべきであって、広げ方はほか

の広げ方にしていただいて、一般消費者、要するにわからない人たちをどんどん招いていく不

招請勧誘はやめていただいきたい。 

これで不招請勧誘禁止の条項をもし緩和して、この後、本当に被害者がたくさん出たり、ま

た、苦情が多くなったとき、さらに信頼を取り戻すということを考えたら、相当な苦労がまた

必要だと思いますので、そのあたりも考えながら、今、目先がうまくいけばいいのではなくて、

その先まで考えて、不招請勧誘はどうするべきか、消費者にしてみたらやはり禁止は続けてい

ただきたいと、その辺も検討していただきたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

 皆さんのご意見を伺っていますと、ともかく流動性を高めるというためにはどういう手法が

必要なのかとか、イメージが悪いというご指摘もあったかと思いますが、そのときに、個人の

マネーをどのように取り込むのか。これはずっと議論が続いてきた問題だろうと思います。そ
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れが不招請勧誘という形で、不招請の勧誘は禁止されているわけですが、では、勧誘とは何か

とか、こういう定義の問題はご説明がありましたけれども、セミナーというものが果たしてど

うなのかという問題提起が今回あったわけで、佐野委員からは、セミナーは勧誘の場であって

はいけないというご意見がありましたし、セミナーという形で興味を示された方に対する勧誘

のものがあっていいのかどうかと、こういう問題提起もあったかと思います。次回、またそう

いう議論があろうかと思いますので、また議論させていただこうと思います。 

 また、高井委員のほうからあったように、まさにベンチマークとして必要なものが上場され

ているかどうかという問題提起も実はあったわけでございまして、日本のマーケットが世界に

伍していくためには、ベンチマークとなるような上場商品をこれから考えていく必要があると

いう、これも忘れてはいけない問題提起だろうと私は聞かせていただきました。 

 それでは、まだまだご意見があろうかと思いますが、次に、先ほど石崎課長からお話があり

ました資料 6 の説明をいただきたいと思います。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは、資料 6 のご説明を簡単にしたいと思います。時間が限られておりますので、少し

省略しながら説明したいと思います。「商品先物市場の活性化・健全な発展に向けた方策につ

いて」ですが、これまでにいただいた議論を踏まえた検討用のメモでございます。 

 1 ページでございますが、商品先物市場の活性化・健全な発展に向けた方策の検討の方向で

す。これは、初回に議論用のメモということで出させていただいたものの内容のエッセンスを

書いております。今、ご議論いただきましたとおり、リスクヘッジや価格形成の場としての重

要性ですとか、（2）では、健全性が向上している一方での出来高の下落の問題、（3）では、そ

ういった中での商品市場の活性化・健全な発展の方策についてさらに検討を行って、商品市場

の利便性及び流動性の向上を図っていくべきと考えられる。 

 2 ページ目は、その具体策の検討ということで、4 つほど、取引所の活性化、市場参加者が

使いやすい多様な市場環境の整備、それから当業者、海外事業者、証券会社などの参入促進に

よる多様な取引参加者の拡大、こういう形で少し分類をさせていただいております。 

 3 ページですが、具体的メニューの検討に当たってとありますが、1 回目、2 回目の議論、そ

して、今回、プレゼンされるということでいただいていた資料なども踏まえまして、それから

国内・海外における商品先物需要、市場をめぐる動向なども踏まえまして列記をしております。

これは今後の議論に向けたたたき台のようなものでありまして、今回、そしてまた次回でもヒ

アリング、プレゼンテーションをいただくということで、そういったものを追加または加筆も

していきたいと思っております。 

ページをめくっていただきまして、4 ページ目が商品市場の活性化・健全な発展の方策の具

体例として列記しております。 

 まずは取引所の関係でございますが、経営の効率化ということで、取引ルールや取引条件な

どの目標の決定、それから事業の効率化、経営形態についても必要な変革に取り組むべきでは

ないかと。2 つ目は、先ほどのご議論にもありましたが、新たな商品の上場等。非鉄金属、石

油、石炭、電力、あるいはオプション取引ですとか、先ほどご議論がありました外貨建ての取

引の導入。3 つ目は、海外取引所との連携ということで、世界的なレベルでの取引所の合従連

衡、システムの共通化などを踏まえたところの商品の総合上場ですとか、システムの共有、資

本の提携など。 

 次の 5 ページですが、市場環境の整備ということで、1 つは、次回にも OTC のプレゼンもい

ただこうと思っておりますが、OTC も含めたところの先物市場全体の活性化、商品市場全体と

してベストミックスを構成すべきではないか。2 つ目は、清算関係であります。JCCH の機能の

強化ということで、違約対策財源の充実など、引き続き、実現のために努力をしていくべきで

はないか。 

 ６ページですが、多様な取引参加者の拡大ということで、先物取引業者の競争力の強化、財

務体質の強化、委託者保護ルールはもとより、商品の市況ですとか、資産運用に関する相談に

応じられるような資質の向上を図るべきではないか。2 つ目は、当業者や海外事業者の参入。

現物受け渡しの条件ですとか、手続の柔軟化というのが可能ではないか。それから、証券会社
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などの参入ということで、取引所が積極的な営業活動を、商品先物市場に関する証券などの金

商業者の参入を円滑にするために、取引が積極的な営業活動を行うとともに、財務面からの監

督の簡素化が考えられないか。4 つ目は、年金などによる商品先物での資産運用の促進。5 つ

目は、これもご議論にもございました口座や税制の一元化。 

 7 ページは、その他といたしまして、法理の解釈の明確化。法令の解釈について関係者から

の問い合わせに対してきめ細かく答えていく活動を行うべきではないか。それから、商品先物

の理解の向上ということで、商品先物市場についての理解の促進やイメージの向上に資するた

め、広報などに注力すべきではないか。 

 今までいただいた意見なども踏まえて、こういったメモ的なものを作成いたしておりますが、

これにつきましてはまた次回以降も含めてのご議論をしていただければと思っております。 

 

○尾崎分科会長 

 今、ご説明がありましたように、検討用のメモという形で事務局のほうで用意されています

が、何かご質問やご意見はございますか。そういう形でご利用いただいて、次回以降のご議論

に供したいというご趣旨だと理解いたしますが、よろしゅうございましょうか。 

 それでは、さまざまご意見がまだあろうかと思いますが、時間の限りがございますので、本

日はこの辺にさせていただきたいと存じます。 

 それでは、本日の議事はこれで終了いたします。 

 次回でございますが、次回も本日と同じように、委員の方々からプレゼンテーションを行っ

ていただく予定にしております。江崎委員、大田委員、そして先ほど事務局の方からもご説明

がありました OTC 取引の関係の方からのヒアリングを予定いたしております。 

 日程でございますが、現時点では、4 月 17 日、火曜日、13 時 30 分から 15 時 30 分の 2 時間

で行いたいということでございます。正式な連絡とか出欠のご確認は、後日、事務局のほうか

らさせていただきます。 

 本日は、ご多忙の中、長時間にわたり熱心にご議論いただき、まことにありがとうございま

した。以上をもちまして、産業構造審議会第 3 回商品先物取引分科会を閉会いたします。どう

もありがとうございました。 

 

──了── 

 


