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産業構造審議会第４回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年４月１７日（火）１３：３０～１５：３０ 

場所：経済産業省本館１７階西３国際会議室 

議題：商品市場の活性化・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４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、配付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付資料をごらんください。

配付資料は資料１から資料９までございます。資料１は委員名簿であります。資料２から資料４までが

各委員の方々からプレゼンのために提出していただいた資料、資料５以下、資料９までが事務局から配

付させていただいた資料でありまして、不招請勧誘禁止の対象範囲、商品先物（国内市場取引）に関す

る苦情・相談件数の内訳、不招請勧誘禁止に関する議論、資料８が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、資料９が参考として、グローバルな工業品先物市場を実現する10のアクション

プラン。それから、参考といたしまして、金融商品取引法等の一部を改正する法律案新旧対照条文のう

ち、今回、総合取引所の関連する部分を私どものほうで抜粋させていただいたもの、これを席上のみの

配付とさせていただいております。 

 資料６ですけれども、「苦情・商談」は「苦情・相談件数の内訳」でありまして、失礼いたしました。

「商談」と書いてあるのは「相談」の誤りであります。 

 配付資料に不備がございましたら事務局までお申しつけいただければ幸いでございます。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、尾崎分科会長のほうによろしくお願いいたしたいと存じ

ます。 

 

○尾崎分科会長 

 まず最初に、本日の委員の出欠状況ですが、委員は全16名中13名がご出席の予定でございます。おく

れられている方がいらっしゃいますが、ご出席いただけることと承っております。従いまして、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存じます。 

 本日の議題は、お手元の議事次第をごらんいただければと存じますが、商品市場の活性化・健全な発

展の方策についてでございます。前回、ご案内いたしましたとおり、今回は大田委員、江崎委員からの

プレゼンテーション、また、ＯＴＣ関係者といたしまして、ギンガ・ペトロリアムの新村社長にお越し

いただいております。ヒアリングさせていただきたいと存じます。 

 まず、今回のプレゼンテーションをお願いしております大田委員、江崎委員、そして、ギンガの新村

社長の順で、それぞれ10分から15分程度でご説明いただきたいと思います。続いて、事務局から資料５、

６、７についてご説明いただき、議論に移りたいと思います。 

 それでは、大田委員、お願いいたします。 

 

○大田委員 

 弁護士の大田でございます。私の資料に基づいて、私の考えを述べさせていただきたいと思います。 

 この分科会では、商品市場の活性化・健全な発展の方策という中で、不招請勧誘規制の緩和等が議論

されておりますが、やはり忘れてはいけないのは、これまで商品先物取引でどれだけ多くの消費者被害

が発生していたか。そして、その結果として不招請勧誘規制に踏み切らざるを得なかったということを

まず念頭に置いた上で考えなければいけないと思います。 

 まず、不招請勧誘規制導入以前の被害状況について簡単に資料に基づいてご説明をいたします。１ペ

ージをごらんください。 

 被害件数ということですが、これはいろいろなデータを拾えるわけですけれども、日商協のほうで各

業者がディスクロージャーということで年度末における苦情・紛争訴訟件数というのを出しているもの
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がございます。それで、被害の多かった平成13年３月のデータをみますと、77社の業者のうち苦情、訴

訟ともゼロは６社のみで、71社について、合計 902件被害件数がある。それから、2003年のディスクロ

ージャー、これは15年３月現在ですが、この時点でも81社のうちゼロは10社のみで、71社について 942

件の苦情、それから訴訟案件があったということが報告されています。それから、これは2003年と書い

てありますが、2004年の誤りですが、平成16年３月現在でみても82社のうち苦情件数ゼロは８社、残り

74社について、合計 1,320件の苦情並びに訴訟があったということが上げられています。 

 それから、次をめくっていただいて、次は、被害救済に当たっている弁護士からの情報ですけれども、

14年８月末現在で、先物被害救済に携わっていた弁護士、先物取引被害全国研究会という団体があるの

ですが、93名からの回答ということですが、そこの方々からとったデータでもやはり79社のうちゼロが

13社のみで、66社について訴訟200件、示談210件、日商協へ申し立てをした案件が32件で442件。16年９

月現在をみても、84社のうち受任件数ゼロは17社のみで、67社について合計 456件の被害件数が上げら

れています。 

 それから、単発的に全国一斉で先物被害110番というものを毎年やっていたわけなのですけれども、平

成14年にとったデータでみますと、やはり79社のうちゼロは13社のみで、残りについては――これは恐

らく66社でないと数字が合わないと思いますが、360件、それから16年についても85社のうち25社、です

から、これは60社になると思いますが、307件。このデータは、端的にいいますと、一部の業者が問題を

起こしていたということではなくて、業界全体で被害を出していた。業界の営業姿勢に問題があったと

いうことをあらわす資料ではないかと考えられます。 

 それから、具体的な被害状況の分析ということで、３ページをごらんください。これは110番でとった

ときのデータですが、14年、16年ともやはり高齢者の方の被害が４割近くある。それから経験なしの方

も９割近くある。被害額が500万円以上、多額の被害の方がかなりのパーセンテージをいずれも占めてい

る。一番問題なのは、取引のきっかけが業者の勧誘、つまり不招請勧誘に基づいて、こういう被害が出

ている。これが93％、94％という圧倒的な数が不招請勧誘によって行われているというデータを示して

いるものでございます。 

 それから、次をめくっていただいて、４ページ以下は我々が実際に被害救済に当たっていて、被害が

起こるパターンというものをみんないろいろ情報交換する中でまとめてみたものですけれども、大体こ

のパターンで被害に遭っている方がほとんどでございます。 

 まずは不招請勧誘があって、そこから執拗な勧誘を受ける。そして外務員からもうかりますよという

勧誘を受けて、危険性などが十分知らされないまま取引に入っていく。取引の当初利益があった場合で

も、それを次の取引の証拠金に振りかえてどんどん取引が拡大していくというパターン。 

 それから、５ページをめくってください。勧誘されたときと逆のほうに値が動いた場合については、

追い証がかかるということで、両建てを求められたりして、お金を追加し、建て玉がどんどんふえてい

くというパターンになっています。 

 次をめくってください。６ページ。その後の取引の状況をみても、直し売買であるとか途転であると

か、手数料不抜け、日計りといったいわゆる特定売買という取引、それからさっきの両建て等があって、

結果的には当初は少額、100万前後の取引をしたと考えられる人がいつの間にか300万、500万、1,000万

ということになっていく事例がかなりの部分を占めているということです。それから、取引をやめたい

といってもなかなかやめさせてくれないという事例もたくさんあります。 

 それから、７ページをめくってください。このように、商品先物における消費者被害というのは、他

の消費者被害に比べても被害金額が非常に大きくて、生活資金である預貯金を根こそぎ奪われたり、場

合によっては借金をさせられるというような非常に甚大な被害が多数あります。その結果として、そう

いう財産的被害だけではなくて、人間不信であるとか不眠症、自殺に追い込まれるケースもあったり、

あるいは被害者自身が横領という形で犯罪行為を犯してしまう例も少なくございません。 

 具体例として、これは本当にたくさんありますが、14ページ、15ページで２つの裁判例、これは私た

ちがみずから脚色しているわけではなくて、裁判所がこの事実のまま認定しているわけでございます。

まず14ページをみていただきますと、この方は年齢が高齢の方で、しかも、退職して退職後に一時仕事

はされていますが、その後無職になって、67歳の時点でガソリンがもうかるといわれて勧誘されている

事例でございます。結果的には2,500万の損害をこうむっていて、裁判所は全額賠償を命じております。 

 それから、15ページの事例ですが、これも農業に従事していた高齢者の方の事例で、当時は年金生活

になっていた方ですが、トウモロコシが値が上がるという勧誘を受けて、これはいずれも不招請の勧誘



 

 

- 3 - 

ですが、結果的には、この方の場合は特に特徴的でして、売買損益自体は1,500万の利益になっているの

ですが、手数料が１億円以上になって、取引損が9,200万となっている典型的な手数料稼ぎといわれる事

例ですが、これについても9,241万の賠償が命じられた事例がございます。 

 このように、商品先物被害というものについては、先ほど私がご説明したようなことが裁判例でもた

くさん認定されているということでございます。 

 次に、８ページをめくってください。このような被害のもとに勧誘の仕方については厳しく規制され

るに至ったわけですけれども、特に平成16年には勧誘に先立って告知をしなければいけないとか、顧客

にその意思を確認しなければ勧誘してはいけないとか、行わないといった人に再度勧誘してはいけない

とか、かなり厳しい勧誘規制がなされたわけですが、それでも被害がなくならなかった。その結果とし

て、平成18年、これは証券取引法が改正されて、金商法ができたときの国会の審議でございますが、こ

のときにも商品先物を金商法に入れるかどうか、そして不招請勧誘を導入するかどうかが議論になった

わけです。その中では、ここの分科会の委員である池尾先生が、元本を超えて毀損するおそれのある商

品については、個人向けについては不招請をルール化したほうがいいのではないかという意見を述べら

れたりしております。 

 それから、日弁連から参考人として出た山﨑弁護士のほうでも被害の実態のひどさを述べて、次の９

ページ、これは当時与党であった自民党の中川議員も参議院の財政金融委員会の終盤に不招請勧誘を導

入すべきだという意見が高まったということを発言されています。その結果、平成18年６月には、不招

請勧誘はこのときには商品先物には導入されなかったのですけれども、今後トラブルが解消しない場合

には、不招請勧誘の導入を検討するという附帯決議までなされたわけでございます。 

 10ページをめくってください。それで平成21年の国会になったわけですが、この国会の中で現在の不

招請勧誘の導入に至った後、これが二階経産大臣の答弁でございますが、その中をみますと、トラブル

の件数については減少しているけれども、なお相当のトラブルがある。そういったことを踏まえて、一

般個人については特に投資額以上の損失が発生するものについてはまず禁止をするということ。その後

も被害がなくならない場合には、全体に及ぼすことも考えるというような答弁をされていて、被害が解

消しないかどうかについては、限りなくゼロに近づかなければいけないというような答弁をされており、

附帯決議においても再度１年以内に見直すというようなこと、これは先ほどの答弁に基づいて、被害が

限りなくゼロに近づいたかどうかを検証して、その上で、ゼロに近づいていかないのであれば、全体に

及ぼすという意味での附帯決議でございます。 

 11ページをめくってください。日弁連のほうで、今回の見直しの議論を受けて、今月の11日付で意見

書を経産省のほうに出させていただきました。基本的には、ここに書いてある内容が趣旨でございます。 

 まず、苦情件数が減少しているということ自体は、直ちに不招請勧誘を見直す根拠にならないという

のが第１点でございます。これは先ほどご説明したとおり、平成21年の法改正で導入された趣旨は、や

はり件数は減っていても悪質な被害がなお存在する。それを不招請勧誘で撲滅を図るのだという趣旨に

あるわけですから、件数が減少していても、直ちにそれは見直す根拠にならないということでございま

す。 

 ２点目として、取引所取引の透明性、公正性という観点から見直しの議論が出ておりますが、これは

先ほど申し上げた被害事例からみて、ここで問題になっておりますのは、業者自体の悪質な営業姿勢、

営業行為による損害を防ぐために規制を導入したものでありますから、透明性、公正性とは別な観点で

規制が必要だということでありますから、透明・公正性のみで緩和を考えることはできないと考えてい

ます。 

 それから、12ページ。証券・金融デリバティブと商品デリバティブのバランス論、バランスを欠くの

ではないかというご意見がたくさんあるのですけれども、これもやはり先ほどから申し上げているとお

り、商品先物業者の悪質な営業行為がなくなったといえる状況にならない限りは、やはりバランス論だ

けで導入していいということは言えないと思います。 

 ４点目として、市場活性化との兼ね合いですけれども、不招請勧誘規制を行うということが直ちに活

性化を阻害するものかどうかという点につきましては、外国為替証拠金取引の例をみてもわかりますよ

うに、必ずしもそのような因果関係があるわけではございません。ですから、この観点で活性化のため

にはこの規制が邪魔になるのだということはいえないだろうと思います。 

 13ページをお願いします。そして、これが最も重要なことだと思いますが、我々のほうで不招請勧誘

が導入されてからの被害事例がないかということをいろいろ調べてみました。そうしたら、短期間であ
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りますけれども、16ページからありますとおり、５件の被害事例が出てきました。 

 簡単にご紹介しますと、１の事例は、最初、スマートＣＸを勧めてスマートＣＸを始めた方が、その

後、むしろ通常取引のほうがメリットがあるということで、通常取引に乗りかえさせられてから非常に

大きな損害を出している。２ヵ月間通常取引をやったわけですが、その結果として、非常に規模が拡大

し、損害が大きくなっているという事案でございます。 

 ２つ目の事例、18ページをごらんください。これも不招請勧誘ということですが、まず最初にスマー

トＣＸ、損失限定取引を勧誘して、取引を始めてから17日後にスマートＣＸから通常取引のほうに外務

員が誘導して、その後手数料稼ぎといわれる、従来と同じようなパターンで被害に遭っている事例でご

ざいます。 

 ３つ目、20ページをごらんください。これは最初から不招請勧誘禁止の対象とされているはずの通常

の先物取引が勧誘されている。それにもかかわらず、お客様カードには私が勧誘を招請しましたという

ことを書かせている。不招請勧誘を隠ぺいしようという事例でございます。 

 それから、22ページ、４番目の事例。これも最初から通常取引ですが、スマートＣＸと通常取引両方

の資料をみせているのですけれども、そこの区別も明確に説明しないまま通常取引のほうに誘導して、

その後、金と白金の両建て取引が頻繁になっている事例でございます。 

 最後、25ですが、これはうつ病、パニック障害の方に対しての不招請勧誘の事例で、これについても

この方が判断できないことに乗じて取引を行わせて大きな損害をこうむらせている。手数料の損害額が

大きい典型的な事例でございます。 

 それで戻っていただいて、最後に私の意見として申し上げたいのは、最後の５つの事例はこれだけで

はありません。実はこれ以外に既に３件ぐらい被害事例が別に出てきております。これも細かくはまだ

私のほうで確認はしておりませんが、その１つは、やはりスマートＣＸを最初に勧誘して、そこから通

常の先物取引に移行している事案であります。 

 一番気になるのは、やはり通常先物取引に移行してからの取引の状況、勧誘の状況等をみると、私が

最初に紹介したかつての被害事例と全く同じようなパターンの取引が行われている。ですから、スマー

トＣＸが不招請勧誘の対象外であるかどうか、私たちはまだそれを完全に認めているわけではございま

せんが、仮にそうだったとしても、やはりそういう不招請勧誘規制がかからないところからやはり従来

と同じように通常取引に移行させて被害が出ているということは、業者自体の営業姿勢がいまだに改善

されていないのではないか。ですから、こういう状況のもとに規制緩和に踏み切ることはまた従来と同

じことを繰り返すのではないかということを非常に危惧しております。 

 それから、先ほどご紹介しました先物取引被害全国研究会のほうでも先週研究会がありまして、その

中で、やはり不招請勧誘は維持すべきだということ、これを撤廃すればまた同じような被害がふえてし

まうというような決議を上げておりますことをご紹介して、私のプレゼンを終わります。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。では、続いて。 

 

○江崎委員 

 東京工業品取引所の江崎でございます。 

 日本の商品先物市場の活性化ということでご説明をさせていただきたいと思いますけれども、この問

題を考えるに当たりまして、なぜ日本の商品先物市場は、2003年をピークとして最近に至るまで低迷を

続けてきたか。その分析から始めまして、今後の活性化の方策を考えるというように考えております。 

 資料３に沿って説明したいと思います。まず１枚めくっていただいて２ページでございますが、ここ

に伝統的な日本の商品先物市場の特徴と書いてありまして、伝統的というのは４～５年前までぐらいの

日本の先物市場をイメージしていただいたらいいと思うのですけれども、まず市場参加者の中で個人投

資家の割合が欧米の市場に比べて圧倒的に高い。当時、４～５年前でも私どもの市場でも４割ぐらいの

方が個人でしたが、現在でも２割ぐらいのシェアを占めております。 

 他方、欧米では個人の投資家の割合というのは、いろいろなデータがありますが、５％ぐらいではな

いかといわれております。それから、日本国内の、私ども以外の商品先物取引所においては、個人の割

合がかなり高い。正確な数字はわかりませんが、半分を超えているという状況だったと思います。 
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 ２つ目の矢印に書いてありますことは、産業界による先物市場の有用性に対する認識が低い。これは

やや語弊があることはあるかもしれませんけれども、日本の産業界では多くの業種で販売価格はコスト

に適正利潤を加えたもので自分たちが値決めをして売るのだというマインドが残っておりますので、価

格は市場にゆだねて、そこで多くの方の取引の結果として価格が決まるということは余り好ましくない

という判断が一部の業界では色濃く残っております。ですから、市場などというのはむしろそういう人

たちからみると有害なものだということさえあるわけです。 

 後段の価格変動のリスクヘッジのニーズが乏しいというのは、これも業界によりますけれども、多く

の業界で縦の系列の販売ルートがあるわけですが、それが系列の中で価格変動があった場合に値引きを

するとか、リベートをするとか、そういう形で処理されておりまして、市場を使うというマインドがそ

んなに普及していないのです。こういうことからヘッジのニーズがこれも欧米の先進国に比べると少な

いといえると思います。つまり当業者のニーズが乏しいということにつながります。 

 ３つ目の矢印のところは、年金基金、あるいはその他の資金運用をするファンド類ですが、こういっ

たところも日本は分散投資という観点から、通常は、海外ではコモディティを組み込むというのが通例

なのですけれども、日本の場合、これは極めて少ない。かつては、国による規制というか、指導もあっ

たようですが、現在はそれはなくなっておりますけれども、個別の業界団体の自主規制のような格好で

幾つか残っております。そのせいだと思いますが、例えば企業年金連合の中でコモディティを組み込ん

で運用しているという企業の割合というのは１％にも満たない。極めてわずかでございます。欧米の商

品先物取引はこういう基金だとか信託銀行といったところがメインプレーヤーなのですけれども、それ

とは随分かけ離れた姿になっているということでございます。 

 それから、日本特有の取引ルールと取引インフラというのは網かけの外の一番下のところに書いてあ

りますけれども、従来日本の商品先物市場というのは、板寄仕法ですとか値幅制限がきつい、それから

証拠金も商品ごとのものを単に合計したものというようになっておりましたが、海外の先物市場が日本

に入ろうとすると、非常に違和感のある制度だったということかと思います。 

 次の３ページをめくっていただきまして、2003年をピークに市場が非常に縮小してきたのですが、そ

の理由は何であったかという点は活性化を考えるときに非常に重要だと思います。当時のピーク時に比

べて、現在は国全体の商品先物取引の規模は５分の１くらい。私どもの会社の市場でも３分の１くらい

に減っております。その理由ですが、１つは、個人投資家の参加が非常に少なくなった。その大きな理

由はやはり勧誘規制の強化ということがあると思います。 

 それから、経営環境の悪化により、個人投資家依存の伝統的な商品先物業者が多数退出と書いてあり

ますが、実は日本の伝統的な先物業者、ブローカーは個人に依存する部分が非常に多かったのですが、

それの勧誘規制が厳しくなったということで、従来のブローカーの人たちのビジネスモデルが非常にや

りにくくなったということかと思います。 

 そういう状況の中で、つまり個人の投資家を多く市場に呼び込めなくなったという状況の中で、取引

所、それから先物業者ともにそうしたビジネス環境の変化に対応するビジネスモデルの転換が非常にお

くれたということがいえると思います。例えば、私どもの取引所でいえば、具体的にはもっと当業者を

ふやすとか、もっと機関投資家をふやす、あるいはもっと海外を呼び込む、こういう対応がおくれたと

いうことかと思います。４つ目の矢印に書いてあるのはそういうことです。 

 ５つ目の矢印で流動性の低下が一層の流動性の低下を招いたということです。つまり市場を利用する

ときに流動性の多寡というのは非常に重要でして、自分が少し大量に出すと、それによって値段が上が

ったり下がったりしてしまうというのでは、市場の役に立たないわけでして、そういう現象が最近はみ

られるようになるほど市場が縮んでしまったということかと思います。 

 ６つ目の点は、商品先物市場に従来来ていた資金が他の、例えばＦＸですとか日経 225といった金融

商品のほうにかなり流れたということがあるかと思います。端的にいうと、商品先物市場の競争力が薄

れたということだと思います。これらが市場が非常に縮小した主たる原因でございます。 

 ４ページから７ページまでは簡単に触れるだけにいたしますけれども、要するに商品先物市場のいわ

ば金融デリバティブ市場と比べた場合の宿命のような弱さでございますが、まず４ページに書いてあり

ますことは、商品の現物市場と金融の現物市場はけた違いに規模が違うということでございまして、枠

外に書いてありますが、東京の外為市場の１日当たりの取引の量というのは95億ドル前後、東証の場合

の現物株の売買代金は１日当たり平均すると177億ドルといわれておりますが、日本の原油の日量という

のは６億ドルぐらいとか、世界全体の金の需給が８億ドルということでございますので、いかに現物と
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金融商品の取引の量に差があるかということだと思います。 

 ５ページにまいりまして、金融の先物と商品の先物とを比較した場合ですが、今の現物市場の比較と

同じようにさらに差が開くぐらいでして、下の枠外のところをごらんいただきますと、世界の金融商品

の年間の取引高ですが、220億枚ぐらい。世界の商品先物取引のほうは１年間で25億枚くらいということ

で、９分の１とか10分の１というぐらいの比率でございますし、その下の個別の市場のユーロドルの規

模とＮＹＭＥＸのＷＴＩの原油の規模も枚数で３対１くらいでしょうか。金額では、30分の１ぐらいと

いっていいと思います。要するにけた違いに先物市場も金融に比べて商品のほうが少ないといえると思

います。それは、いずれも現物取引の規模に制約されるものですから、こういう結果を来しているのだ

ろうと思います。 

 ６ページに行きまして、そういう環境のもとで取引所というのは運営しているわけですけれども、金

融商品の場合には非常に規模が大きいものですから、つまり規模の利益を生かして手数料をかなり下げ

られるわけです。それに対して商品のほうは、どうしても通常でやると手数料が高くなってしまうわけ

ですが、つまりコストに見合うだけ手数料をいただこうとすると高くなってしまうのですが、同じデリ

バティブということで競争上どうしても手数料をある程度下げざるを得ない。そうすると、非常に経営

を圧迫して苦しくなるという宿命を負っているということかと思います。 

 その結果だと思いますが、６ページの枠外に書いてあることですが、この20年ぐらいの間に大半の商

品取引所、商品に特化していた取引所が何らかの形で統廃合で消えていったという歴史だと思います。

幾つか例がここに書いてございます。日本の場合でも一番下に出ていますが、今から20年ぐらい前には

16ヵ所日本に存在していましたが、現在は３ヵ所までになっているという状況でございます。 

 ７ページでございますが、そういう状況の中でもコモディティに特化しながらもうまく経営している

という取引所が世界には幾つかございまして、成功しているところをみると、当業者のヘッジ・ニーズ、

それから機関投資家とかプロップ・ハウスの投資といいますか、投機ニーズの両方をうまく呼び込んで

いる、それに成功しているということだと思います。 

 もう１つは、ＯＴＣ取引との相乗効果によりまして、取引所取引の数量をふやしているということだ

けではなくて、いわば一種の周辺ビジネスだと思いますが、ＯＴＣクリアリングといったような、そう

いうもので収益をかなり上げるようになってきているということが見受けられます。枠外に幾つか例が

出ておりますけれども、アイス・フューチャーズの例ですとか、あるいはロンドンのＬＭＥの例が書い

てございます。 

 こういうことを前提にして、今後の取引所の目指す姿を考えなければいけないということですが、こ

こには私どもの理想の姿を書いてありまして、将来の姿をこういうものを目指して日ごろの努力をして

いるということなのです。 

 まず、結果として、アジアの中核的な取引所になることをぜひ目指したい。現在、ボリュームの点で

は、中国の取引所ですとかインドの取引所にちょっと先を越されていますけれども、将来はまたさらに

こういう地位を回復したいということです。 

 それから、中身としては、当業者のニーズにこたえるということのほかに、先ほど世界の例で申し上

げましたが、ＯＴＣクリアリングのような関連サービスも行えるということで、収益の源を少し広げた

いということでございます。 

 市場の参加者としては一番下に書いてございますように、個人投資家ですとか、機関投資家、プロッ

プ・ハウス、さまざまな投資家の参加が得られるようなインフラの整備をしていきたいということでご

ざいます。 

 ９ページ以下に具体的な取り組みが書いてございまして、９ページは項目だけでございますので、10

ページをごらんいただきたいと思いますが、10ページにこれまでの取り組みを少し紹介してあります。 

 １つは、取引基盤の環境整備。ここに書いてございます幾つかのことはほぼ完了しておりますけれど

も、世界からの参入を想定してやったことですが、コンピュータのシステムの性能が従来、世界のレベ

ルと比べると少し劣後しておりましたので、2009年５月に当時としては世界最新鋭のものを導入して、

処理時間等を極めて短いものにしたということです。 

 それから、取引時間を延長いたしまして、現在ですと、夕方５時から次の日の明け方の４時まで夜間

取引を始めました。これも世界からの参入をにらんでということでございます。世界でさまざまな先物

市場に影響を与える事件、あるいは経済的なニュースの発表がありますが、そういうものに即対応でき

るような体制にするということでございます。 
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 取引ルールのグローバルスタンダード化は、先ほどご紹介した日本の板寄取引ですとか、その他いろ

いろ固有な制度がございましたが、こういうものを世界の標準に近いものに直していったということで

ございます。 

 最後のプロキシミティサービスは、高頻度取引の人たちをにらんで使いやすくするというようなこと

でございまして、こういう制度的な手当て、あるいはシステム的な手当てはかなりの程度完了しており

ます。 

 真ん中の上場商品の点ですが、これはミニ取引、金とか白金、標準取引よりもうんと取引単位の小さ

いもので、個人の投資家にも使いやすいようにするということで想定したものでございます。 

 次の投資信託とかＥＴＦの組成ですが、これは従来、あまり商品が組み込まれていなかったのですけ

れども、それを組み込んだこういうものを発売していただいて、個人が直接難しい商品取引にタッチし

なくても、専門のプロの組成した投資信託というものを通して、間接的に商品に入っていただく。従来

こういう方々というのは金融商品をやっているわけですが、そうした資金が入ってくると、市場の規模

を大きくするのに非常に寄与するのではないかということでございます。 

 直接的な市場参入のための働きかけですけれども、個人投資家向けにいろいろなイベントですとかセ

ミナーを開く、あるいはネット取引の利便性の向上を図るためのいろいろな措置を講じております。 

 市場仲介者、これは実はまだあまり成功していないのですけれども、日本で先ほどニーズが小さいと

いいました当業者、機関投資家、あるいは海外、こうした新しい市場参入者を想定して、こうした人た

ちの注文を仲介できる、つまり力のある証券会社などを私どもの市場の仲介者になってもらおうという

働きかけをしています。 

 プロップ・ハウス、これもまだ数社しか入ってきておりませんけれども、流動性の提供者としてかな

りの影響を行使していただいております。 

 イメージの刷新に向けた活動ということで、先ほど大田委員からもございましたが、従来かなり問題

のある取引を商品取引業者がしていたわけですけれども、今それがかなり払拭されてきておりまして、

そういった実態をご理解いただくための活動をしておりますし、それから最近はＦＸがそうですが、コ

ンピュータを使った取引をしておられまして、そういう方々を対象にいろいろな広報活動をしておりま

す。 

 11ページが今後残された私どもにとっての課題でございますが、市場仲介機能の強化は、先ほどまだ

十分いっていないといいましたが、新しく、つまり海外とか国内の当業者、それから国内のファンド類、

こういったところの方を仲介できる力のある仲介業者に私どもの会員になってもらおうということでご

ざいます。 

 クリアリング機能の強化は、特に海外から指摘を受けておりますが、日本の私どもの市場はクリアリ

ング機能が弱い、これをもっと強化してもらいたいという話がございます。一朝一夕にはなかなか難し

いのですけれども、非常に大きな課題かと思っております。 

 取引所、ＯＴＣ取引との連携は、後ほど新村さんからもお話がありますが、そういうところと連携す

ることによって、私どもの周辺ビジネスとしてふやしていきたいということでございます。 

 金融取との連携のより一層の強化は、先ほどご紹介したＥＴＦとか投資信託にコモディティを組み込

んでもらうというので、もう幾つか発売されておりますが、これをもっともっとふやしていこうという

ことでございます。 

 国内外の他の取引所との連携は、このごろ時々新聞に出るようになっておりますが、私どもの経営基

盤の強化のための有力な選択肢だと思っておりますが、いろいろな提案がございまして、それらについ

てのメリット、デメリットをよく吟味した上でないと、危なくて乗れないというのもありますので、今

後、いろいろな提案を私ども時間をかけてゆっくり吟味をしていきたいと思います。 

 それから、イメージの刷新のための啓発活動です。 

 最後に、農産物の上場の検討と書いてありますが、これは先月、東京穀物取引所から市場の移管につ

いて申し入れを受けました。私ども、それを受けまして現在検討しておりますが、私どもの視点はあく

までも市場の移管を受けた場合に、私どもの企業価値の向上につながるかどうかという点で検討してお

りまして、商品ごとにそれぞれこれからさらに商品の取引が回復する見込みがあるのかどうか、それが

私どものリーチの範囲の回復手段があるかどうか、こういったことを十分検討しまして、取締役会、あ

るいは株主に説明できるというものがあればそれは引き受けるという方向で考えたいと思っております

が、そこのところの見極めを今つけているところでございます。 
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 12ページ以降は、今ご説明したことの繰り返しです。13ページに、できれば政府にもお願いしたいと

思っている点がございまして、特に当業者などから要請されている点ですが、ヘッジ取引にかかわる会

計制度とか税制、これは手当てはされているといわれておりますが、非常に要件が厳しいとか使いにく

いといわれております。実は私も余り詳しくないのですけれども、そういう点がもしあるとすれば、こ

れをぜひご検討いただきたいと思います。 

 それから、これは先ほどの不招請勧誘に関連しますけれども、直ちに法律上の規制を緩めるというこ

とはなかなか難しいかもしれませんが、運用に際してどこまでやってよくて、どういうことはやっては

いけないかということを明確にしてほしいという話を商品取引業者からよく聞きます。そういうことが

もし余地があるのであればしていただけるとありがたいと思います。 

 あとは、ファンド類がコモディティを組み込んでいない、それが非常に少ないと申し上げましたが、

私どもも折に触れてはそういうところに直接接触したりしておりますけれども、政府におかれても、そ

のようなことをお手伝いしていただければ大変ありがたいと思う次第でございます。 

 以上、少し長くなりましたが、私の話とします。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。大田委員、そして江崎委員からのプレゼンテーションが終わりまし

て、これからギンガ・ペトロリアム、新村社長から資料のご説明をいただきたいと思います。では、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○新村社長 

 ギンガ・ペトロリアムの新村です。 

 きょうご出席の皆さん方には、ギンガをご存じの方も多いかと思いますが、初めての方もいらっしゃ

いますので、ギンガのビジネス内容をちょっと簡単にご説明しますと、ギンガ・ペトロリアムはシンガ

ポールを本社としますＯＴＣのコモディティブローカーです。扱っている商品はＯＴＣ市場の石油、石

炭を中心としたエネルギー商品のＳｗａｐｓ、あるいはＦｏｒｗａｒｄといわれるデリバティブ商品、

それからフィジカルといいますか、現物の商品をカバーしている会社です。 

 日本にも支社がありまして、日本ではメインは石油の製品市場の現物の仲介をしております。そのほ

かに商品先物取引仲介業、俗にＩＢといわれていますが、その資格をもって、ＴＯＣＯＭの石油市場も

カバーしております。 

 最初に、ＯＴＣ市場が取引所取引の流動性を阻害するという意見が時々出てきます。それについてち

ょっと意見を述べさせていただきます。端的にいいますと、これは全然阻害するものではなく、今の江

崎委員からのご説明にもありましたとおりＯＴＣ市場と取引所取引というものは、お互いに補完関係、

あるいはシナジー効果のあるマーケットだと思っています。 

 例えば、ＴＯＣＯＭ Ｓｗａｐｓという商品があります。これはＴＯＣＯＭの終値をインデックスに

した商品ですが、今のところこれは日本のマーケットにはありません。そのかわりにＲＩＭ情報開発と

いうところが日本の国内の石油市場の価格を毎日出しているわけですけれども、その価格をインデック

スとしたＲＩＭ Ｓｗａｐｓという商品があります。これもそれほど活発ではなく、一部ヘッジに使わ

れたり、あるいはＴＯＣＯＭとの裁定取引などに使われておりますが、今のところはそういう状態です。

我々は、このＲＩＭ Ｓｗａｐｓがもっともっと取引が活発になれば、ＴＯＣＯＭとの裁定取引をする

プレーヤーがもっと増加してくるのではないかと考えております。 

 簡単な例でいきますと、小規模な会社、あるいは元売りと特約店契約を結んでいるところは、何かヘ

ッジをしたいとしたとしても、ＴＯＣＯＭで買ったり、あるいは売ったりして、それをずっともってい

る。あるいはポジションをずっともっているということができないわけです。なぜかというと、先物市

場で買ったものは必ず現物に変わります。そういうことができないということがよくあります。そうい

う会社はＲＩＭ Ｓｗａｐｓを買っていくとヘッジができる。そうすると、ＴＯＣＯＭの流動性を阻害

するということになってしまうのですけれども、そのＲＩＭ Ｓｗａｐｓを買うときに相手になった取

引者は必ず何かの取引をしていく。そういうときは、必ずＴＯＣＯＭで買ったり売ったりしていくとい

うようにどんどんつながっていくわけです。 

 逆に、そういう小さい業者でも、ＴＯＣＯＭを買った後にＥＦＳという先物とＳｗａｐｓを交換して

いくマーケットもあります。もちろんそういうＳｗａｐｓのマーケットが流動性が高ければ、そういう
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交換もしていけるということで、もっとＴＯＣＯＭを買ってヘッジをしていくこともできるかもしれな

いということです。ＴＯＣＯＭとＲＩＭ Ｓｗａｐｓは、もちろん石油のマーケットだけですけれども、

お互いに補完関係にあって、シナジー効果がみられるものだと思っております。 

 基本的に米国の代表原油であるＷＴＩとかヨーロッパの代表原油であるＢＲＥＮＴとか、こういう先

物マーケットに対して、先物のインデックスを使ったＳｗａｐｓ商品はあります。でも、だからといっ

て、これが取引所取引の流動性を阻害しているということは聞いたことがありません。むしろ、例えば

中東原油の代表原油であるドバイ原油のＳｗａｐｓ市場は非常に大きなものがあると思います。このド

バイのＳｗａｐｓの取引と、それから取引所取引、要するにＷＴＩやＢＲＥＮＴ、こういう取引との裁

定取引というものをやっている人が非常に多い、プレーヤーが多いということはいえると思います。要

するに、現物のマーケットとフューチャー、先物のマーケット、それからＯＴＣのデリバティブマーケ

ットというものが３つそろって初めて成熟したマーケットができ上がるのではないかと私は考えており

ます。 

 ２番目に、取引所取引を活性化する方策というほどではないのですが、少しその検討をしてみますと、

まずプレーヤー、我々のお客さんでいえばトレーダーということになるのですけれども、別に取引所を

みて取引はしていない。ＴＯＣＯＭだから、ＣＭＥだから、ＩＣＥだからといって商品を取引している

わけではなくて、そこにある商品が使い勝手がいい、あるいは使う必要があるから取引に参加している

ということを考えていただきたいのです。 

 要するに、魅力ある商品、皆さんが参加できる商品をもっているような取引所は成功するわけです。

魅力ある商品は一体何だろうかということを考えたときに、ちょっと失敗例をお話ししますと、私ども

が中国の南にあります広州のファンプーというところをベースにした、業界言葉で申しわけないのです

けれども、Ｃ＆Ｆファンプーの重油のマーケット、Ｆｏｒｗａｒｄマーケットをつくったことがありま

す。そのときはそこの取引に参加しているトレーダー、あるいは中国の輸入業者がみんなそういうもの

をつくってくれというお願いが来て、それではということで、一生懸命いろいろな契約書などを整備し

てスタートさせました。でも、半年、何も取引がされなかった。要するに、間違いなくそれは皆さんの

要望を聞いてつくったマーケットですから、絶対魅力のある商品であったことは間違いないのですけれ

ども、だからといって必ずしも成功するとは限らないわけです。 

 要するに、ここでいえるのは、先物取引、あるいはデリバティブ取引が成功するかしないかという方

程式というものはない、あるいはみつかっていないということが現実だと思っています。 

 そうすると、何を考えなければいけないかというと、そういう対象になる商品というのは、日本経済

新聞の商品欄をごらんになったことがあると思いますけれども、あそこに出てきている商品はみんな可

能性のある商品だと。要するに何百とあるわけです。ですから、とりあえず、もちろんリサーチとか何

かをする必要はあると思いますけれども、１回上場してみる。それで試験をしてみる。何が当たるか本

当のところわからないからどんどんやってみる。このようなことができるのだったら、そのようにして

いくべきではないかと思っています。 

 ただし、現状では、ＴＯＣＯＭで上場していくとなると、コストと時間、特に時間に２年も３年もか

けてやっていたら、今いいと思っていたのが２年後にはどうなっているかわからないし、そんなに時間

をかけていられない。せいぜい半年、数ヵ月で上場していくということも考えていかなければいけない

のではないかと私は考えております。 

 そのかわり、これは会社の話になってしまうのですけれども、ＯＴＣベースでのスクリーン、インタ

ーネットの取引というものが幾つかあります。私どものギンガも Dojima Exchangeと呼んでいる関西地

方のスポット石油市場のスクリーンをもっていますし、あるいはシンガポールでは、石炭の現物とＳｗ

ａｐｓのスクリーンももっています。あと、J-OIL Exchange、ご存じないかと思いますけれども、これ

は国内の石油スポット市場の現物とＳｗａｐｓのマーケットをカバーしているスクリーンもあります。 

 こういうものは非常に短い期間でコストが安くつくれる。先ほど江崎委員もおっしゃっていましたけ

れども、ＯＴＣ市場との連携というのはこういうところに出てくるのではないかと。要するに、ＯＴＣ

市場で試験上場というか、試しのマーケットをつくって、その中からいいものをＴＯＣＯＭ市場、ある

いは先物市場のところに持ち込んでいくというような展開が図れれば非常にいいのではないかと考えて

います。 

 ただし、ＯＴＣ取引を活発化させていくときの一番のポイントは、江崎委員のところから出ていまし

たけれども、クリアリングハウスです。このクリアリングハウスがしっかりしていない限りはＯＴＣ市
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場というのはなかなか活発にならないと思います。先ほども出ていましたけれども、現状、世界的には

ＣＭＥ、  Chicago Mercantile Exchangeから、ＩＣＥ、  Intercontinental Exchange、ＳＧＸ、

Singapore Exchange、ＬＣＨ、 London Clearing Houseですが、こういうところがＯＴＣ市場のクリア

リングを行っています。ＳＧＸはそれほど成功はしていないかと思いますけれども、ほかのところはそ

こで非常に活発にＯＴＣのクリアリングを行っています。 

 ちなみに、先ほど話が出ましたＲＩＭ Ｓｗａｐｓについては、ＣＭＥが４月30日からクリアリング

を開始すると発表しております。という形で、日本のほうにこういうクリアリングハウスがマーケット

として非常に魅力を感じて入ってこようということを考えているわけです。 

 日本でＯＴＣクリアリングをしていくということを考えたときには、やはりＪＣＣＨ、日本商品清算

機構も使ってビジネスを伸ばしていきたいと考えます。ただし、このＪＣＣＨにはいろいろと問題点が

あります。一番の問題点は資本の問題だろうと思います。現在では、クリアリングハウスとお客さんの

間をつなぐクリアリングブローカーというのがいます。クリアリングメンバーですけれども、そのクリ

アリングメンバーから与信がもらえないという状態があります。こういう状態のところで２年前の2010

年の産構審のときにもクリアリングハウスの強化ということがうたってありますけれども、現実には経

済事情もあり、何もできていないという状態だろうと思います。そういう状況にあることを考えて、日

本で資金が調達できないのだったら、海外資本を入れてもいいのではないか。私は法律上の問題とか、

そういう問題はよく把握しておりませんが、海外資本を入れてＪＣＣＨの強化を図る。これも１つの考

えではないかと思っております。 

 私がシンガポールにいるということもありまして、ＳＧＸなどと話をすることもありますけれども、

彼らはそれなりには興味があると信じております。ＴＯＣＯＭの市場活性化のためにいろいろ営業努力

をすることも必要だと思いますが、先ほど話しましたＯＴＣブローカーとの連携で、安いコストで新し

い情報をどんどんつくっていっていただきたいと思っております。 

 ３番目に、先物市場の一般化というか、大衆化という言い方がいいのかもしれませんが、確かに一部

のプロのプレーヤー以外から悪者視されているということはよく存じ上げています。私ごとではありま

すが、私の父も88歳のときに引き込まれまして、損は出さなかったのですけれども、私が先物業者と話

をしました。向こうは物すごく態度が悪いわけです。そういう経験をしているので、そういうところは

よくわかるのですが、何が一番いいたいかといいますと、先物市場が悪いのではなくて、先物市場で今

までやっていた取引が問題なわけです。だから、こういう例は余りよくないかもしれませんけれども、

例えば車での事故、先日もありましたが、車の事故が起きて車を悪いという人はほとんどいないと思い

ます。やはり運転手の問題だと。そういうことと同じで、先物市場というのは必要なマーケットだと思

っています。そこで、先物市場で働いている人たちをどうにかするべきであって、先物市場を悪いもの

だと決めつけていくということがないようなことを考えてほしいと私は思っています。 

 例えば、ヘッジでデリバティブを売ったり買ったりしました。決算でデリバティブの部分のところに

は赤が出ました。当然ながらその反対側では、現物の部分では黒字が出るわけです。それがヘッジです

から。だけれども、例えば新聞などをみると、デリバティブで大きな損失と、こういうことが書かれる

のです。要するにデリバティブのマーケットが悪いような形で物事が書かれていくという風潮を何か変

えていかなければいけないという意味で、マスコミ対策も必要だと思いますし、企業の方々への教育も

必要だろうと思っております。 

 それとともに、ＦＸ市場にミセスワタナベという話がよく出てきます。先物市場にもやはりこういう

ミセスワタナベみたいなものをつくっていけることも考えていかなければいけないということで、次の

ページ、１つの例なのですけれども、非常に簡単な表がかいてありますが、これをちょっと説明させて

いただきます。 

 商品としか書いていませんけれども、これは何でもいいのです。コメでも石油でも何でもいいかと思

いますけれども、例えばコメだとします。まず真ん中にいる店頭取引者、これはだれでもいいのですけ

れども、それが東工取のコメのマーケットの値動きに合わせて、売りの値段、買いの値段、もちろんそ

こにはコストとかマージンとかを全部乗せていくわけですが、そういうものを発表していきます。それ

を消費者、一般プレーヤーが携帯とかネットでもとにかくみて、買い値段、売り値段が出てきたと。な

かなかいい値段だと思ったら一般の消費者が買う。ロットは１キロとかと書いてありますけれども、10

キロでも20キロでもよろしいですが、そのぐらいで買える。ただし、一般のプレーヤーは売るところか

らは入ってはだめだと。入れない。なぜかというと、売りはリスクが無限大。買いはリスクが限定され
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ていますから、買いからしか入れない。ただし、買ったものを売ることはできる。そのような簡単なル

ールをつくって取引ができるようにする。一般の人は、買ったものをもちろん売ることもできるけれど

も、取引の月が過ぎたら、スーパーマーケットに行って、その現物を引き取れるということをする。全

体の取引の清算にはスーパーマーケットとかそういうところは必ずクレジットカードを出していると思

いますけれども、そのクレジットカードを決済に使う。あるいは現物の引き渡しにもそれをみせれば現

物が引き取れるというようなことにする。 

 普通だと、こういう先物取引をするときには保証金というものが必要になると思いますけれども、ク

レジットカードには初めから与信というか、限度額みたいなものがついています。これももちろん全部

使うわけではないですけれども、それの何分の１かは保証金扱いにするというような形で、取引をした

後、当然ながらここは売ったら店頭取引者は何か買わなければいけないですが、それを卸売業者とブロ

ック取引をする。それで取引所に報告していく。要するに取引所でどんどん取引がされていくような形

にする。それで現物は大手のスーパーマーケットで引き渡しをしていく。このような仕組み、これはコ

メだけでなくいろいろなマーケットで考えられると思うのですけれども、このようなことを考えて、少

し思い切ったことを考えて一般消費者にどうやって先物を理解していただくかというような方策を考え

ていくということも一考ではないかと私は考えております。 

 結論としては、一番最後に書いてありますけれども、ＯＴＣ市場は取引所取引との補完関係にありま

す。取引所取引を活性化させるために魅力ある商品開発にＯＴＣ市場を利用する。ＯＴＣ取引の安定化

のためにＪＣＣＨが必要である。ＪＣＣＨの強力化のためには外資の導入も検討してほしい。先物市場

活性化のために一般の人に身近に感じてもらえる施策を何か考えていったらどうでしょうか。 

 こういうところが私のきょうの全体の意見でございます。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。当初、ここで事務局からの資料のご説明ということだったのですが、

各委員の方からのご説明、また、ギンガの新村社長からのご説明、大変充実したものであったかと思い

ますので、ここでむしろそれぞれご意見を賜ったほうがよろしいのではないかということで少し方針を

変えます。 

 それでは、ただいまから、各委員及び新村社長からのご説明を踏まえて本日のテーマであります商品

市場の活性化・健全な発展の方策についてご議論いただきたいと考えております。 

 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希望されれば同

様にネームプレートを縦に置いてください。 

 それでは、ご意見、ご質問等ある方からご発言を願います。では、佐野委員、どうぞ。 

 

○佐野委員 

 今、ご説明があったように、この分科会では、商品先物市場の活性化・健全な発展に向けた方策を検

討するということで、市場の活性化は健全化と一体であるということを重視すべきであると私は思って

います。一般的に健全化といいますと、１つは事業者、業界団体の自主基準、もう１つは法的規制、そ

して３つ目は、それのベストミックス、両方合わせたものであると思っています。ただ、この分科会は

先物取引でありますから、その特性を踏まえた適正な措置を考えなければならないと思います。 

 先物取引の場合は、極めてリスクが高い、ハイリスクの取引であることに加えて、先ほど大田委員か

らご紹介がありましたけれども、取引を繰り返すことによって、事業者が入手する手数料の額が余りに

も高額、私もこの額の高さには非常に驚かされていますが、このような悪質な行為は、自主基準だけで

是正できるのだろうかと疑問に思いまして、やはりそこは法的規制が必要ではないかと考えています。 

 また、大田委員のご説明の中では、さまざまな業種の方々がいらっしゃいまして、いわゆるだまされ

たということなのですけれども、さまざまな分野の方々ということは、だれにでも起こり得るというこ

とがあるという極めて深刻なものだと思っています。消費者も相談をしたり、また、訴訟を起こしたり、

いろいろしているわけですけれども、昨年の国民生活センターの国民動向調査では、ＰＩＯ―ＮＥＴ１

件の相談の裏には、28件の被害があるといわれています。いわゆる相談をもちかける方は、たった４～

５％にすぎないということであります。 

 それから、平成20年度版の国民生活白書によりますと、特に先物の場合は、不招請な勧誘で被害を受
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けたのに、事業者から自己責任を強要される場合が多く、被害者本人も自分が悪かったのだと、自分の

責任であると考えてしまって、相談をしない高齢者が多いということも明らかになっています。つまり

被害は表面化している件数よりはるかに大きいと思っています。もちろん不招請勧誘禁止を導入したか

らすべてがうまくいくということを考えているわけではありませんが、少なくともその入り口において、

本来は被害を受けなくてもいい人の被害防止を図る措置として、不招請勧誘の禁止は必要不可欠な措置

だと思っています。 

 大田委員の資料にありますように、不招請勧誘規制が導入された後もまだ続いているということもあ

りますので、不招請勧誘の禁止はぜひ続けていくべきだと考えています。これは市場の健全化のために

もぜひ必要なことだと思いますし、健全化をすることによって、さらに活性化につながるのではないか

と思います。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかにご意見ございますでしょうか。では、多々良委員、どうぞ。 

 

○多々良委員 

 意見を述べさせてもらいたいと思います。前回の産構審の答申では、商品取引所の取引は不招請勧誘

禁止の適用除外にされるということを非常に期待していたのですけれども、法案審議の過程でそれが導

入されたということは私ども非常に驚いた次第でございます。 

 お願いと申しますのは、金融商品取引法では、取引所取引は周知性のある商品であることと透明性が

ある等により、不招請勧誘の禁止の対象外となっています。これと同様に商品先物取引についても、前

回の回答の内容にぜひとも戻していただきたいと思います。早急に改善措置がとれないということであ

れば、金融商品取引法上のデリバティブ取引の経験者については、取引所取引及び店頭取引の別なく不

招請勧誘の禁止の対象外とする緩和措置をとっていただきたい。ぜひお願いしたいと思います。 

 セミナーについてですが、例えばセミナーに来訪された方々への勧誘についても改めて勧誘してよい

かというような確認をしてからすべきであるという話でありますが、私はこれは余りにも過剰な規制で

あると思っております。セミナーはさまざまな分野で行われておりますが、そのセミナーの場で改めて

勧誘してよいかと確認する必要があるかという事例は余り聞いたことがありません。むしろ率直にいい

まして、セミナーに来られた方に失礼なことではないかと思っております。 

 それから、ご存じのように商品先物取引業界においては、商品先物取引の契約をめぐるトラブル防止

について関係団体を挙げて取り組み、取引業者、会社の経営方針の中にトラブルゼロを当然のこととし

て位置づけております。もちろんこのような方針が存在するからといって、トラブルがなくなるわけで

はありませんが、トラブルは相手が存在し、その相手との関係で発生するものでありますから、近年、

その相手方との関係が従来と大きく変わってきていると思います。特に委託者にかかわる自己責任の認

識については、私ども契約前に十分確認しているのでありますが、自己責任を放棄して、責任を業者に

押しつける傾向はないとはいえません。 

 当社の例で具体的に申し上げますと、まず当社は適合性原則に照らして、不適格である者を営業の対

象から外すことは当然のこととして、例えば専業主婦の方とか高齢者の方といった社会的に弱い立場に

あられる方についても十分配慮すべきであると考えております。具体的に申しますと、女性の方とか高

齢者については、経営者であるとか、それに準ずるような方以外は条件を非常に強く付加しております。

さらに、女性の場合では、当社の部長職以上が、また、高齢者の方にはコンプライアンスの担当者が契

約に先立って面談を行い、お客様の属性やお取引の意思の確認をしております。これによって、当社に

おいては、例えば年金生活者が老後の蓄えを失ったというようなトラブルは全く起きておりません。 

 ２つ目は、新たに取引をしていただくお客様には当社のコンプライアンス担当者が契約に先立って電

話を入れて本人に確認をしております。これは取引の仕組みとか、リスクについて十分理解をいただい

ていることを確認しているということです。書面だけではなく、直接お客様に確認することによって、

リスク等について誤解されている方や、不十分な理解にとどまっていられる方の排除に努めております。

また、資産状況やお取引の意思の確認も行っておりますので、資産状況の間違った申告をされていたと

いうような方については、場合によってはお取引を辞退してもらっております。 

 以上、いろいろなことを申し上げましたが、私は商品先物取引の現状をみますに不招請勧誘の禁止措

置を含めた商品先物取引における勧誘のあり方について、トラブルの実態などを分析、検証していただ
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いた上、早急に具体的な緩和措置を整理して、できるものから順次実施してほしいということを強く希

望するものでございます。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、荒井委員。 

 

○荒井委員 

 先ほどの大田委員のご指摘を初めとして、商品先物取引についてのトラブルが数が多かっただけでは

なくてひどい状況であった、あるいは商品先物取引に携わる業者の営業姿勢が大変問題があった。なお

かつ不招請勧誘禁止の規定の導入後も決して改善されていないではないかという趣旨のご指摘がありま

した。自主規制団体として、トラブル減らしに努力をしている立場としましては、大変つらいというと

同時に少し違うのではないかという印象ももちますので、その点から二、三申し上げたいと思います。 

 大田委員のご指摘の過去にこういうことがあったということは、裁判例も引用しておられて、そうい

う事実があったということは受けとめなければならないと思います。新しい、法改正後の幾つかの事例

が紹介されておりましたけれども、これについては、ひとつ皆さんのほうでご留意いただきたいと思い

ますのは、やはりトラブルというのは相手の言い分も聞いた上でないと実態がなかなかわからない。こ

れは裁判はもちろんでございますけれども、ＡＤＲ機関での紛争解決に当たりましても、双方の言い分

というのがやはり前提になければならない。こういう事実はあったのだろうということを否定はなかな

かしにくいとは思うのですが、何分ご紹介のありました事例というのはいわゆる被害者という方々の申

し出の事実だけなのです。ですから、その辺は一方的といいますか、一面的なご指摘なのだということ

はお聞きになった皆様のほうでひとつご留意を願いたいということでございます。 

 全くよくなっていないかというとそうではないというのが、きょう後ほどご説明があるのかもしれま

せんが、主務省でご用意になった資料６―１でＰＩＯ―ＮＥＴの数字を用いて、苦情・相談が大変減っ

てきているという数値が出てございます。我々日商協で解決してほしいという形で申し出のある苦情、

あるいは解決のあっせんをしてほしいという、それが日商協でいうところのトラブルということになる

わけですが、例えば2002年、平成14年にそれを両方合わせたものの数字が 500件を超えておりました。

近年といいますか、平成22年、23年では、それが50～60件に減ってきているということもあわせて申し

上げておきたいと思います。 

 商先業者の経営姿勢、営業姿勢の問題について一言申し上げますと、先ほど大田委員もご指摘のあり

ました平成17年５月施行の法改正、再勧誘の禁止、迷惑勧誘の禁止とか、勧誘規制でかなり厳しい規定

が盛り込まれました。その規制の強化にあわせて、主務省におかれましても勧誘規制の厳しい状況のも

とでの検査を行い、その検査結果を踏まえてかなり厳しい行政処分が続きました。そういう法律の手当

て、あるいは主務省の監督強化という経過を踏まえて、いわゆる外務員をたくさん抱えて、電話勧誘で

軒並み誘い込むというようなタイプの仕事の仕方をする業者というのは平成22年、今回の法改正の施行

の前までに撤退をしていったという経過がございます。適合性問題が問題になるような、適合性の原則

を守らないタイプの業者というのは、いなくなったという事実の経過が１つございます。 

 現在、国内を中心に商品先物取引をやっておられる業者の営業の仕方ですけれども、資料請求、ある

いはセミナーを通じて、あるいは既存の委託者に紹介をしてもらうというような形を通して、商品先物

取引に関心のある人たちを選別して勧誘していくという姿勢になっております。あるいは登録外務員の

勧誘を伴わない、いわゆるネット取引を中心に取引を展開している。ビジネスモデルがかなり変わって

きているのだということをひとつご報告しておきたいと思うのです。 

 その営業のやり方が変わってきている点について、数字から指摘をしておきたいのですが、１社当た

りの外務員の登録状況がどのように変化したか。平成16年３月末、これはトラブルの大変多い時期でご

ざいましたが、97社ありまして、抱えていた外務員が１万 4,894人、これは１社当たりの平均にいたし

ますと 153人ということであります。少し時間がたって、法改正直前ということになりますが、平成21

年３月末、49社で 4,801人、これは平均１社98人ということになります。ところが、平成24年、ことし

の３月末をみてみますと、国内でやっているのが33社で外務員が 2,405名、１社当たり72.9人の外務員

ということであります。平成16年３月末と比べますと、1社当たりの外務員は半減しているということで

ありまして、さらにいえば、勧誘規制を守るために一度誘いをかけて断られた人には電話の場合には再

度電話はできないように発信の規制装置をそれぞれの社で導入しているというような動きも、具体的な
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取り組みとして出てきております。 

 もう１つ申し上げておきたいのが、昨年、23年１月、商先法の施行の後に勧誘行為が行われて、さら

に勧誘の結果取引に至ったケースで、勧誘に関して日商協に苦情の申し立てがあったのが33件ございま

した。その内訳でありますけれども、33件のうち不招請勧誘を受けたという申し出がどうも含まれてい

るものに関して、これは受け付けた職員がかなり広目に不招請勧誘に関係しそうだなと思えば不招請勧

誘絡みとカウントして、それが33件中12件ございました。12件の内訳として７件は当初からの通常取引

の勧誘があり、それが不招請だという不満が含まれている事案、それから12件のうちの５件が先ほど来

話題になっていますスマートＣＸから通常取引に切りかえるという段階で不招請の不満が示されている

というケースでございます。そういうやり方にかかわった勧誘数を一つ一つ確かめてみましたところ、

確認できた範囲では６社ということでありまして、今33社が国内商先にかかわっているのですけれども、

33社中の６社だけがそういうかなり広く拾い上げた場合の不招請勧誘絡みの苦情にかかわっているとい

うことでありまして、全体の業界、あるいは商先業者の姿勢としてちっとも変わっていないというご指

摘は少し厳し過ぎるのではないだろうかと考えております。 

 自主規制団体としましては、いずれにしましても、不招請勧誘禁止の遵守を初めとしての勧誘規制は

きちんと守っていかなければいけない。適正な勧誘行為を確保するということがやはり一番大事な課題

であると位置づけをしております。苦情にかかわったということがわかりましたら、その会員の商先業

者１社ごとに営業の仕方がどうなのだ、実態がどうなのだ、苦情の内容もそれぞれ分析して個別指導を

やっているということでありますので、少しイメージチェンジをしていただけるのではないだろうかと

思います。 

 いずれにしましても、第１回目に私、申し上げたのですが、不招請勧誘をめぐっていろいろなご意見

がございますけれども、今のトラブルの実態、あるいは商先業者の経営姿勢も考えていただくとします

と、やはり一律規制よりは全体としていえば、個別の事後規制の方向に踏み出していただければ、実態

に合うのではないだろうかという意見でございます。よろしくお願いします。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、川村委員。 

 

○川村委員 

 大田委員と荒井委員、ご両者に簡単に伺えればと思うのですが、大田委員の資料の16ページ以降に過

去事例報告書が５ケース出ています。これはいずれも不招請勧誘が禁止されてからのものと理解してい

ますが、これでみると、この５つのケースすべてが不招請勧誘が禁止されてもその禁止の禁を犯してい

るというケースになります。つまり、表現は難しいですが、非常に悪質、要するに禁止してもそれを踏

み越えている悪質な業者の例ばかりである。要するに、受けとめ方によっては２通りの受けとめ方があ

って、これらのケースというのは何を禁止してもそれを無視する、違反するような悪質な業者のケース

であって、逆にいうと、そうでない業者の人たちというのは不招請勧誘の禁止なりルールというものは

効いていたのだというように解釈すべきなのか。ただ、逆のトーンとして、これは私の受けとめ方なの

かもしれませんが、先ほどの大田委員からのお話を伺うと、実はたまたまこの５ケースにすぎないので、

現在の商先業者の相当部分というか、ほとんどはこのような禁止をしてもいうことを聞かないような悪

質な業者たちであるということなのか、正反対のご意見というか、感触を私は伺っているような印象を

受けているものですから、どうなのでしょうか。ほとんどが悪質業者とみて、私どもはこの問題を考え

るべきなのでしょうか。そうではなくて、相当程度効果があってディシプリンがある業者のほうがむし

ろ常態であるとみるのとは全然違うのです。言い方を変えると、悪者を相手に議論をするのか、善良な

業者を相手にルールを考えるのか、正反対に受け取るので、私はどっちなのかというのは伺いたいと思

うところです。 

 

○尾崎分科会長 

 では、大田委員、どうぞ。 

 

○大田委員 

 もちろん今回出てきた５件というのは、私のほうである程度いろいろな方にお願いして集めた事例で
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すので、全部の業者についていろいろ調べたとか、そういうことではございませんが、規制以前の状態

を先ほどご説明しましたけれども、あの中ではほとんどの業者が同じような問題を起こしていたという

ものがあって、その中で、今現在残っている業者の中からこういう被害が出てきたということです。で

すから、それが全部の業者なのかどうか、それはもちろん検証しなければいけないとは思いますが、従

来の業界の営業姿勢がほぼ業者全体に及んでいたことを考えると、直ちにこれがごく一部かどうか。む

しろ今まで全体が問題であったとして、一部の業者が規制後もまた出てきたということになると、ほか

の業者も本当によくなったのかどうかは厳しくチェックをしないと結論を出せない。ですから、今の段

階でいえばやはりほかの業者について問題はなかったというように簡単にいえる状況ではないと私は考

えています。 

 

○川村委員 

 結構です。 

 

○尾崎分科会長 

 よろしいですか。では、ほかにご意見ございますか。では、三次委員、どうぞ。 

 

○三次委員 

 まず初めに、今、川村委員からご質問があったことについて、私がご質問を受けたわけではないので

すけれども、業界の中で実際に営業を10年以上経験してきた人間として申し上げます。少なくとも私が

おりました部署は、法的に照らして恥じるような営業を行ったことは一度もないですし、逆に、私は後

半はインターネットの部門におりましたが、お客様から取引をしたいというような申し出があった場合

も、適合性の原則に照らして、この方は遠慮させていただいたほうがよろしいというように判断された

場合には、実際にお断りすることも数多くございましたので、業界全員がそのような悪質な方ばかりで

営業されているわけではないと申し上げることができるのではないかと思います。 

 ただ一方で、業界の中でよくいわれていたのは、同じ会社の中でも営業マンの間では、お客様が 

1,000万円のお金を投資資金としてもってくれば 1,000万円の手数料が落ちるといわれていたことも事実

でございました。必ずしも全員が全員そのような考え方に基づいて営業しているわけではなかったと思

いますけれども、同じ会社の中でもやはり部署とか上司の考え方によって、そのような営業をせざるを

得なかったような人もいただろうということはいえると思います。 

 以上が私からの感想です。次に、商品先物市場の活性化についてということで、私の考えを述べさせ

ていただきたいと思います。 

 市場活性化のために必要なことは何かということを考えますと、これまでも何回もご指摘がありまし

たように、やはり流動性を高め、どのように回復させるかということが一番大切なのではないかと思い

ます。今までも何度もお話にありました海外の当業者、ファンド、プロップ、それから国内の大手の商

社等は、流動性が高まればおのずと入ってきてくださるのではないかと推測しております。つまり、今

の負のスパイラルを断ち切るためには、まずはこういった当業者の方とか、ファンドとか、大手の商社

に頼らずに流動性をどうやったら回復させていくかということを考えて、そのための政策、戦略が必要

なのではないかと思っております。 

 私が考えますものが、柱として３つあります。まず１つ目の柱が個人投資家への啓蒙。これは何度も

お話ししましたが、投資する金融商品がふえていく中で、あえて商品先物市場を投資先、投機先として

選択させるための動機づけが必要だと思います。これはやはり至急やっていただかないとほかの金融商

品に投資家の方は目が行ってしまうと思います。 

 ２つありまして、１つが、ご指摘もありましたが、証券と商品税制の一元化、２つ目が証券と商品に

おける取引口座の一元化、やはりこの２つがあれば、商品先物市場を選ぶメリットが出てくると考えま

す。 

 ３つ目が、各社が開催するセミナーにおいて取引所も説明に参加すること。これは東金取のＦＸの普

及活動が参考になるのではないかと思いますけれども、ＦＸの説明会を行うときに、東金取が第１部で

説明されることが多いように感じておりますので、そういったこともやっていただいたほうがいいので

はないか。ただ、いろいろホームページを拝見しますと、既に関西商品取引所はそういうことを行って

いらっしゃるようですので、人的とかコスト的に厳しいかもしれないのですけれども、そういうことは
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ぜひやっていただいたほうが、先ほど大田委員からご指摘のあったようなリスクを知らない人が入って

くるということも少なくなる、削減できるのではないか。それにあわせて、今、大田委員のお話をいろ

いろお聞きしていて考えましたのが、ちょっとコスト的には難しいかもしれないのですけれども、取引

開始時、もしくはスマートＣＸから通常取引への移行時に、私の感覚では大概の会社は管理部とかコン

プライアンス部門の方が、営業とは別の方がお客様に面談するなり電話するなりしてリスク等の説明を

されていると思います。やはり同じ会社の中ですと、どうしても利益を追求するというのが会社の原則

でございますので、断る方向にもっていくというのはなかなか難しいし、同じ社内でも営業との関係も

ありますので、難しい部分はあると思います。例えば振興協会とか先物協会の方が第三者としてリスク

説明に行かれるとか電話をされるというような工夫はあってもよろしいのではないかと思います。それ

によってリスクがきちんと説明されて、わかっているということになれば、スマートＣＸから例えば通

常取引に移行したときに知らないうちにこうなってしまったということも少なくなるでしょうし、投資

家の方もそういったときに相談する先として、一度話したことがある方にどうすればいいのだろうとい

うような相談をしやすいということもあるのではないかと思います。 

 ２つ目の柱が当業者への啓蒙です。これはリスクヘッジの必要性認識のための啓蒙で、先ほど江崎委

員からも当業者、中小企業では特にリスクヘッジの必要性が認識されていないというご指摘がありまし

た。これもやはり銀行等が販売する店頭の商品デリバティブというのを買っていらっしゃる中小業者と

いうのも以前よりはふえてきているように感じておりますので、あえてその中で店頭ではなく取引所取

引を選んでいただくための動機づけや啓蒙が必要だと思います。 

 それで幾つか考えたのですけれども、全部で６つほど考えました。 

１つ目が、先ほど江崎委員からもご指摘がありましたように、商品の季節性とか地域需給差を考慮し

たヘッジ会計に改正していただくこと。 

 ２つ目が、外務員のリスクヘッジとかヘッジ会計に関する知識を向上していただくこと。今はどうい

う状況なのか私はわかりませんけれども、私が外務員をやっていたときには、リスクヘッジとか特にヘ

ッジ会計についてはあまり勉強する機会もなく、勉強したいと思っても、今はあるのかもしれないので

すが、資料があまりないような状態でございました。 

 やはり営業としてはヘッジ玉というのは、あまり手数料が落ちないものでございますので、例えば中

小企業のオーナーの方がヘッジしたいというような形で店頭におみえになったとしても、そんなヘッジ

などと生ぬるいことをいっていないで、先物をどんどんやったほうがもっともうかりますというように

誘導してしまいがちだと思います。それは会社の方針もあるかもしれないですけれども、やはり知識が

ないことによって、そのようにせざるを得ないということもあるのではないかと思いますので、そうい

ったヘッジ会計とか、ヘッジについての知識を外務員の方がもっとつけられるような機会とか場所を提

供したほうがよろしいのではないか。 

 ３つ目が、関連する業界団体への啓蒙活動。これは既に振興協会でなさっていると思うのですけれど

も、もう少しこれを強化したほうがよろしいのではないか。 

 ４つ目が、会計士、税理士に対するリスクヘッジについての啓蒙活動。これは１回目のときにお話し

したように、会計士、税理士自体が商品を使ったリスクヘッジというものに関する知識がないために、

もしくは先物に対するイメージが悪いということが理由で、本来であればリスクヘッジの先として使っ

たほうがいい中小企業に対しても、会計士、税理士が提言をできない、もしくはしないというような現

状がありますので、そこの啓蒙活動を強くやっていったほうがいいのではないか。 

 ５番目が、農業高校、大学の経営学部、経済農学部等における寄附講座を、現在、東工取が幾つか大

学でやっていらっしゃると思うのですけれども、これをもう少し拡大してやっていかれたらどうか。 

 ６番目が、銀行において商品先物取引、取引所取引を取り扱うことができるようにしたらどうかとい

うことです。銀行の一部では、店頭の商品取引デリバティブを売っていらっしゃるところがあると思う

のですけれども、これを店頭ではなく取引所取引を扱えるようになれば、銀行はやはり中小企業のオー

ナーとかとのつき合いも深いですし、銀行の方の商品のリスクヘッジについての知識が深まってくれば、

ご自分が担当なさっている会社がリスクヘッジが本来は必要なのかどうかということも判断しやすいの

で、銀行でも取り扱えるようになるといいなと思っております。 

 ３番目の柱が、商品先物市場のイメージアップと情報提供です。これはポイントが３つありまして、

１つ目が書籍です。前回もお話ししたように、法改正以降、最新の情報をもとにした商品先物取引の個

人投資家向け、中小企業向けの冊子というものは全く出版されていないと感じております。必要な本と
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いうのは主に３つありまして、商品先物市場の仕組みについての解説本、それから各銘柄について解説

したものとかデータ集、３番目が、商品先物市場を利用したリスクヘッジやヘッジ会計について、これ

は商品特有の部分にも言及したものという意味なのですけれども、ヘッジ会計について解説した本、こ

の３つはやはりあったほうがよろしいのではないかと思います。 

 ２つ目が、クロスメディアによる一般消費者と投資家の啓蒙です。例えば書籍といってもいろいろな

ものがあるのですけれども、今挙げた３点以外に商品市場を舞台とか題材にした物語というのもつくれ

るのではないかと思います。こういった書籍をインターネット、テレビ広告、可能であればドラマとか

映画などのメディアをクロスさせる戦略によってイメージアップを図ることは検討できないだろうかと

思っています。 

 例えば、イメージとしては最近ヒットした本というと、『もしドラ』とか、最近出ている書籍としては

『コレキヨの恋文』といったきちんとした物語がありながらも、著者がいいたいこと、メッセージがき

ちんと伝わってくるものというのがありますので、そういったものをつくって、一般の方に対する商品

先物取引の正しい利用の仕方とか、市場の機能を伝えていくというようなこともやってもいいのではな

いかと思います。 

 国内で商品先物市場を舞台もしくは題材にした小説とか漫画などでは、やはり商品先物イコール悪で

あるというようなイメージを抱かせるものが非常に多いと感じています。一方で、アメリカでは、例え

ばちょっと古いのですけれども、「大逆転」というエディ・マーフィが主演した映画がありまして、これ

では商品先物市場イコール悪というイメージにはなっていないのです。国内ですとちょっと古いもので

昭和30年代にある程度人気化された『赤いダイヤ』という小説がありまして、私は話で聞いているだけ

で実際にはそのときおりませんのでわからないのですが、小豆相場を扱ったものです。これはＴＢＳで

ドラマ化されて、その後、藤田まこと、三田佳子主演で映画化されて、この人気を背景に、商品先物市

場の一般大衆化が進んだと聞いております。『赤いダイヤ』の復刻というわけではないですけれども、現

在はやっている、そういった物語に合わせたような形で、こういったクロスメディアを使って、一般消

費者を啓蒙していくことはできないだろうかと思います。 

 その際は、やはり各社が単体で広告を打ったり、書籍を出していくことも必要なのですけれども、現

状ではコスト的なこともありますので、取引所、振興協会、先物協会、業界各社全体がイメージアップ

戦略を描いて、それに基づいてやっていったほうが費用対効果がよろしいのではないかと思います。 

 長くなって済みません。３つ目としては、外務員資格の一般開放と商品仲介業者の活用促進、外務員

資格の一般開放、士業化です。証券外務員というのは二種については資格が一般に開放されておりまし

て、そのことによって、例えば知識欲が旺盛な方は学校に通われて、外務員二種をとられたりというよ

うな宣伝知識副効果というのもありますので、今は外務員資格というのは会社に附属するものであって、

例えば会社をやめた場合は資格自体がなくなってしまうような状況なのですけれども、そういう形では

なくて、外務員資格を会社とは若干切り離して、証券外務員のように一般に開放するというようなこと

も考えてもよろしいのではないか。 

 あわせて、商品仲介業もあまり活用されていないようですので、そういったものを例えば会計士、税

理士の方がとられるような、何かしらの啓蒙策を考えてみてはいかがかなと思います。 

 ちょっと長くなりまして済みませんが、以上、私が考えましたことでございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。荒井委員、どうぞ。 

 

○荒井委員 

 三次委員からかなりたくさんのお話をいただいて、ちょっと話をさかのぼらせて申しわけないのです

けれども、先ほどの川村委員のご指摘と、それに関連しての三次委員のご意見について一言申し上げた

いと思います。商先業者全体がいいのか悪いのかという話ですけれども、私が申し上げたいのは、全体

を性悪説のような前提で一律に規制をかけていくのはやはり現状の実態からいうと問題ではないだろう

か。事後規制のほうに動いていただきたいと申し上げたのは、一律性悪説に立った対応というのは現状

では問題ではないだろうかということを申し上げたかったわけでございます。 

 それから、三次委員がそれに関連して、会社の中で会社としては問題ないけれども、部署によっては

と申しますか、あるいは外務員によってはそうでもないみたいなご発言がちょっとありましたので、そ
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れは恐らくかなり前の時代の話であろうと私は推測いたしました。現在のコンプライアンス問題の一番

のかなめはやはり会社の体制として、適切な勧誘が行われるように体制を組まなければいけない。今回

の法改正後の主務省の監督指針などをみましても、個別の外務員の教育、レベルアップ、コンプライア

ンスの徹底ということはもちろんでありますけれども、会社として全体の法令遵守体制をどう構築して

いくかということにかなり目が向けられております。私どもとしても外務員一人一人の教育はもちろん

でございますが、会社の体制がどうかということに目を向けて指導もし、各会員にそれを守っていただ

こうという姿勢でありますので、その点をご理解いただきたいと思います。 

 三次委員がスマートＣＸから通常取引への移行のときにどういう確認を、あるいは説明をするかとい

う幾つかのご指摘、お知恵をいただきました。現状では、少なくとも招請の意思があるということを確

認し、なおかつそれを証拠に残すという努力を各社ともやっているのです。それが先ほど大田委員のご

指摘の中に形が整っても実はそれは誘導的に署名させたにすぎない、そういう問題があることは十分承

知しておりますけれども、私どもとしても、あるいは業界としてもきちんとした説明をし、招請の意思

を確認し、なおかつそれを後で問題が起こったときに確認ができる証拠を残すということに力を入れて

おりますので、そのことをご理解いただければと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 先ほど多々良委員からご説明があった、ああいう感じが大体今のスタンダードというか、そういう会

社ではやっているという理解でよろしいですか。 

 

○多々良委員 

 当社ではやっています。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかの会社でも大体そんな感じですか。 

 

○多々良委員 

 そう思います。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかにございますでしょうか。唯根委員。 

 

○唯根委員 

 唯根でございます。 

 今まで委員の方々のお話を伺っていて、まず私が感じましたのは、やはり被害については声を出され

ているのはＰＩＯ―ＮＥＴで４～５％と先ほど佐野委員からのご意見であったのですが、声が出せる方

がその程度なのです。最初の発表のギンガの新村社長の親御さんのように、ご高齢者で家族がいなけれ

ば声が出せないような方がまだまだたくさんいらっしゃるということも踏まえまして、さらに、荒井委

員からありました33社のうちの６社まだあるというようなお話を伺いますと、数は減ったとしても具体

的にゼロではない。逆にいうと業界団体がもっとしっかりして、この法改正の効果をゼロだといってい

ただけるぐらい頑張ってほしいと思います。不招請勧誘禁止が導入されて、まだ１年と３ヵ月ですから、

ＰＩＯ―ＮＥＴの去年の結果はまだ集計されておりませんし、それをもっと細かく分析すれば不招請勧

誘禁止に関しましても、手段等が電話勧誘や何かに変わってきている可能性を私は結構感じております。 

 ですから、それが商品先物だけということではないかもしれませんが、効果についてはもう少ししっ

かり時間をかけてみていただきたいと思いますし、金融業界のトラブル連絡会に参加させていただいて

いますと、各業界団体それぞれが本当に消費者被害をゼロにしようと自分たちの取り組みをディスクロ

ージャーなどでしっかり細かく分析して公開しています。 

 そういう取り組みなども含めて、商品先物市場が本当に活性化していくためには、もっと業界団体が

自主基準で頑張られるのであれば、その辺の効果についても消費者にわかりやすいように情報提供する

方法も考えていただきたいです。 

 活性化については、三次委員のいろいろな具体的な提案を受けて感じたのは、一般の消費者の方にと
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っては専門用語や商品が難しく分からないことです。私もここへ最初に伺ったときに、専門用語が全部

わからなくて、今でも自分が本当に理解しているのが正しいのかどうかちょっと不安を抱えているとこ

ろもございます。そういう意味で、一般消費者に商品を勧めるについては、本当にイメージアップだけ

ではなくて、商品説明をしっかりしていただく体制が必要ではないかと思います。 

 長くなりましたが、手数料については、前回の改正のときにも実態として手数料稼ぎの被害が非常に

多いと述べました。手数料については見直しをしていただきたいと私も申し上げた記憶がまだございま

す。一般消費者が入っていくためには、もう少し具体的に問題点をみていただく必要があるのかなと思

いました。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 では、岡地委員、どうぞ。 

 

○岡地委員 

 先ほどから過去の営業姿勢も含めて、非常に厳しいご意見とか批判がございましたけれども、業界と

いたしましてはもう既に何年にもわたって健全化ですとか信頼性の向上に積極的に取り組んできており

まして、その結果が近年の苦情トラブルの件数の大幅な減少につながったということでございますので、

不招請勧誘禁止が導入されたから減ったということではなくして、それ以前から自主規制機能の強化、

健全化への取り組みの成果によって大幅に減ったのだということはご理解いただきたいと思います。 

 現在でも、問題のある事案が発生したり、特定の会社に苦情が集中したりというような場合には、自

主規制機関であります日商協で適切かつ厳格な対応をされておりますので、業界といたしましては、今

後とも規制環境のいかんにかかわらず、こうした自主規制の強化ですとか、健全化への取り組みの姿勢

が変わるということは全くございません。確かに商品先物取引はレバレッジ取引ですから、時としては

相場の予期せぬ変動などで大きな損得が短期間で発生するということはございますけれども、こうした

価格変動に対する大きな運用のリスク、リターンという点では他のレバレッジ取引の株式先物やＦＸと

全く同じということでございます。 

 したがって、我々としてはこうした種類の取引に興味、関心とか経験のある投資家の方々には、ほか

のレバレッジ取引と商品先物をぜひ同じ土俵で選択肢の１つとして考えていただきたいということでご

ざいます。今後とも世界的には多分コモディティでの運用、投資という割合はふえていくことが予想さ

れます。どうしても日本においてはコモディティに対する一般の認知度、あるいは情報が少ないという

ことで、先ほど用語もよくわからないというようなご発言がございましたが、それだけに余計に、取引

をするにはより丁寧な説明ですとか時間をかけた理解というのが必要であると思っております。 

 それが現在では、他の業種ではごく普通で当たり前の説明、接触が、商品先物ではできないというこ

とでございますので、我々としては、今後とも商品先物市場を通じたコモディティにおける資産運用を

健全に普及啓蒙できますようにぜひ性悪説に基づいた一律規制ということではなくして、バランスのと

れた規制のあり方を求めたいということでございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。まだご意見ございますか。手短にお願いします。 

 

○佐藤委員 

 前回、2008年か2009年のときの産構審以来、あのときもかなり危機感をもって流動性向上という議論

をしたと思うのですが、惨たんたる結果になっている。果ては取引所自体がなくなってしまうという状

況があるということをよく認識して、活性化を本気になってやっていかなければいけないというのが今

感じているところであります。 

 先物市場の理解度が足りないというのは、日本の１つの大きな特徴であって、そのメカニズムや特性、

また機能というものがなかなか理解されていない。世界ではそれを使って幅広くビジネスが行われてい

るということを考えると、やはりこれは国際競争力という観点からして、日本の経済力というか、ビジ

ネス力を上げていかなければいけないと考えなければいけないのではないか。そういう意味では、幅広

く理解を求めるための説明会、情報交換会、勉強会をもつべきではないかと思います。 
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 唯根委員からももう少し消費者にわかりやすくという話がありました。先物のメカニズムはなかなか

簡単にはわかりづらいかもしれませんが、我々の業界、いわゆる取引となると、勧誘されると思って警

戒するかもしれませんので、そういう意味では、現物を扱っている我々当業者も協力をして、説明なり

理解をいただけるような場があると協力することはやぶさかではないと思っております。 

 また、農産物が工業品に比べて非常に厳しい状況にあるので、そういう意味からしますと、農林水産

省の積極的な取り組みをお願いしたいということであります。東工取はまだ検討中であるということで

すけれども、移管されると期待している農産物、これがもし移管されれば、東京工業品取引所でトウモ

ロコシ、大豆、小豆等が取引される。工業品取引所の農産物ということになるわけで、それだけでも新

規に商いができるとはなかなか容易に思えません。そういうことを考えると、やはり農水省がしっかり

バックアップをしていくという姿勢を明確に示していただきたいと思っております。 

 また、コメについては、さらに特別な扱いをしていただきたい。業界の要請を受けて認可しただけと

いうようなイメージをどうしてももってしまう部分がありますので、そういうことのないように、後押

しをお願いしたい。試験上場期間中ですから、この後どうなるのだというようになればあまり力が入ら

ないです。だから、それはしっかりバックアップするというようにいっていただきたいと思います。 

以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 

○三次委員 

 ちょっと先ほどの発言の訂正というか、追加なのですけれども、一部の部署、外務員でという話をさ

せていただきましたが、荒井委員からご指摘がありましたように、今の話ではなくて、数年前のことで

すので、ちょっと誤解があったようで、済みませんでした。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。この問題は意見がいろいろとあろうかと思いますが、時間の限りも

ございますので、一応資料がどんなものが事務局から提供されているかについて、しばらくお時間いた

だいてご説明いただくということでお願いしたいと思います。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 時間も限られておりますので、数分で資料の見方だけご説明したいと思います。またご質問等あれば

事務局のほうまでお願いします。 

 まず、資料５でございますけれども、これは不招請勧誘の禁止の対象範囲についてであります。先ほ

どご議論ありましたとおり、平成23年１月禁止が導入された、その21年法改正の国会審議のときの附帯

決議において、施行後１年以内を目途にここに書いてあるような事柄を踏まえて、政令指定の対象を見

直す。必要に応じて対象範囲を拡大するということが決まっておりまして、その検証のためのデータを

提供しているということであります。 

 ページをめくっていただきますと、不招請勧誘の禁止の対象範囲について (2)とありまして、この表

は商品先物取引にかかる被害の発生件数及びその原因の推移を不招請勧誘の禁止が具体的に施行されま

した平成23年１月以降、下に注記がありますとおり、商品先物取引業者から日商協に提出される報告書

及び同協会を経由して主務省に提出される報告書、これに損失補てん事案というのがございますので、

それから被害というのを推定しております。 

 上段にあるのが具体的な法律の違反行為です。それから、事務処理ミス、システムトラブルが 245件。

上段のうち、再勧誘、迷惑勧誘、いろいろな被害の原因がございますが、この申し立ての中には、枠囲

いに書いてありますとおり、不招請勧誘そのものが申し立てられているのは、平成23年においてはない

と。 

 ２つ目に、表に赤で２つ丸がありますけれども、これがいわゆるスマートＣＸの案件でありまして、

行の一番下にありますとおり、被害の原因は説明義務違反ということになっています。 

 したがいまして、枠囲いにありますとおり、現在、不招請勧誘の禁止の対象となっていない損失限定

取引については、被害の発生件数は２件、ただし、いずれも不招請勧誘の禁止とは異なる理由によるも
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のであるということになっております。 

 次の不招請勧誘の禁止については省略させていただきます。 

 その次は、資料の６―１と資料６―２とございます。これが商品先物（国内市場取引）に関する苦情

・相談件数の内訳をＰＩＯ―ＮＥＴから当省のほうで独自に集計したものであります。 

 ページをおめくりいただきまして、資料６―２というのがございます。上段のほうが苦情・相談件数

全体の推移、青が全体、それからピンクになっておりますのが国内商品市場取引であります。ちなみに、

下のほうが商品先物市場の出来高であります。上段のほうをみますと、平成16年をピークに随分下がっ

ております。平成16年でいいますと、国内市場取引は 5,000件ほどありますが、平成19年ぐらいに 

1,000件程度になりまして、23年には 200～ 300件に減っております。 

 資料６―１に戻りますと、この中の平成19年から先のところを、これはＰＩＯ―ＮＥＴで相談録がご

ざいますので、これを個票にさかのぼりまして、当課のほうで少し手分けをいたしまして分類をいたし

たものであります。これはもちろん相談でございますから、不分明な点は残っておりますし、それから

やはり被害者からの言い分でございますので、全体の事実関係を確認したものではございませんけれど

も、これでみますと、商品先物市場取引、国内市場の合計が平成19年 1,088件、平成20年で 718件、平

成21年 346となっております。それを左の勧誘に関するものと、ずっと右のほうにあります勧誘に関す

るもの以外に分けております。ちなみに勧誘に関するもの以外でいいますと、平成23年には返金詐欺と

いう事案が非常にふえているわけであります。 

 見方といたしましては、①から⑦、これが迷惑勧誘から再勧誘、その他の勧誘についての違法類型で

ございます。ただし、重複計上がありますために注に書いてありますとおり合計は勧誘に関するものと

一致はいたしません。 

 それから、これは行為があった時点ではなくて、苦情・相談の申し出があった時点で分類しています。

これは作業の都合上そうさせていただきました。ただ、平成23年の訪問または電話勧誘によるもののう

ち要請があったと判定できないもの、平成23年の下段に※４と書いてありますが、この76件のうち、平

成23年１月１日以降に実際に勧誘があったと思われるものが少なくとも22件ある。少なくとも22件とい

うのは、22件は明示的に確認されたわけでありますけれども、時期が確認されないものもありますもの

ですから、こういった書き方をさせていただきました。 

 資料７のほうに行きまして、不招請勧誘禁止に関するこれまでのご議論を大体ご発言にのっとった形

で書かせていただきました。１ページ、２ページ、緩和すべき、定義の明確化、一部見直し、２ページ

のほうが継続・強化すべき、 (4)がその他という形で分けております。 

 資料８が、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、これは前回も同様の資料をお

配りしております。前回のご議論を踏まえて少し追加記述しております。例えばページをめくって６ペ

ージ、一番下でございますが、ヘッジ会計についての記述がございます。７ページ目でございますけれ

ども、プログラム売買等の利便性の向上を図るべきではないか。こういった点を少し追記させていただ

いております。 

 それから、資料９、参考と最後にございますけれども、これは経済産業省のほうで2010年にグローバ

ルな工業品先物市場を実現する10のアクションをまとめたものであります。１から10までございまして、

個別にご紹介する時間がないものですから、見方だけ申し上げますと、例えば１の (1)でいいますと、

これまでの取り組み、例えばＥＴＦにつきましていいますと、それぞれ具体的にどれだけ達成されたか、

それから課題という形で整理しています。 

 ２ページでみますと、24時間化という点を当時いたしましたけれども、今ご案内のとおり夜間も含め

て随分延長し、ただ、午後３時半から午後５時までの休場時間の短縮などという課題があるということ

でございます。 

 時間の都合上、個別の説明は省略させていただきますので、ご一読いただければと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 事務局が用意された資料のご説明は以上でございます。何かご意見等があれば事務局のほうにお寄せ

いただいて対応させていただきたいと存じます。本日は予定の時間を少し過ぎておりますが、本日の議

事はこれにて終了したいと存じます。 

 次回は、事務局から商品先物取引分科会としてのとりまとめの骨子案を提示していただいて、ご議論
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していただきたいと考えております。 

 なお、日程に関しましては、現在、事務局に調整していただいているところでございます。日程が決

まりましたら、事務局から各委員にご連絡を差し上げたいと存じます。 

 本日はご多忙のところ、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４回商品先物取引分科会を閉会いたします。 

 

                                 ――了―― 

 

 


