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産業構造審議会第５回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年５月２４日（木）１７：３０～１９：３０ 

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５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、また少し遅い時間に開催時間を設定さ

せていただいたにもかかわらずご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回、少し遅い時間になりましたために簡単な軽食をご用意いたしておりますので、途中でご遠

慮なくおとりいただいても結構ですし、またそのままお持ち帰りいただいても結構でございます。 

 それでは、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。配付資料でございますが、座席表がありまして、めくっていただきますと議事次第が

ございます。配付資料は資料１の委員名簿から、資料２、資料３が事務局側の提出資料でございま

す。それから資料４が荒井委員から提出していただいた資料でございます。配付資料に不備等ござ

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からよろしくお願いいたします。 

 

○尾崎分科会長 

 まず最初に委員の出欠状況ですが、委員は全16名、本日のご出席は15名でございます。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いたしております。 

 それでは、早速議事に入ります。本日の議題は前回に引き続きまして、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。前回までは委員の皆様にご議論いただきました。その内容を

踏まえまして次回、報告書案にまとめる具体的な方向について、本日はご議論いただきたいと思っ

ております。 

 先ほど事務局から資料配付のご確認ということでございましたが、今回の議事は前半と後半の２

つに分けたいと考えております。まず前半でございますが、資料２にありますように商品先物市場

の活性化・健全な発展の方策の具体的な方向について、ご議論いただきたいと思います。そして後

半でございますが、これは勧誘規制の扱いについて、別途ご議論いただきたいと思います。後半の

議論におきましては、荒井委員からプレゼンテーションのご用意をいただいておると承っておりま

すので、よろしくお願いしたいと存じます。 

 それでは、前半のご議論となります商品先物市場の活性化・健全な発展の方策について、具体的

な方向についての審議用資料ということにつきまして事務局からご説明いただきたいと思います。 

 それでは、石崎課長、よろしくお願いします。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは、資料２、横長の資料をお願いいたします。 

 ページをめくっていただきますと、最初に目次がございます。１ページ目、資料の項立てとして

は、Ⅰが商品取引の活性化、それからⅡが多様な取引参加者の拡大、Ⅲ番目が商品先物市場の国際

化への対応となっております。以下、ご説明させていただきます。 

 またページをめくっていただきますと、枠囲いに書いてありますとおり今回の分科会の冒頭の２

回、特に第２回の分科会において「総合的な取引所の実現のための制度のあり方について（案）」

として、証券・金融と商品を一体として取り扱う総合的な取引所のあり方について整理を行いまし

たが、そのときに商品市場の利便性及び流動性の向上のためには、単に総合的な取引所が創設され

るだけではなく、商品市場の活性化・健全な発展の方策について検討することが必要であるという

ことで、３回目以降の課題としてヒアリングをさせていただいて、また議論もしてきたことであり

まして、そういったところで、この資料というのは商品市場の活性化・健全な発展の方策となり得

る項目について列挙して議論整理する。そういう整理でございます。 

 それからページをめくっていただきますと、まず商品取引の活性化ということでございます。 
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 まず、商品取引所のサービスの向上ということであります。幾つかの項目がございまして、最初

にありますのが新規商品の上場であります。右に大体参考資料的なものを載せてありますけれども、

我が国商品取引所の上場商品、それから平成に入ってからの主要商品の新規上場の状況というのが

記載してあります。 

 左のほうをみていただきますと、国内における商品のリスクヘッジですとか、投資ニーズへの対

応を図り、全体としての流動性を高めるために新規商品の上場を検討すべきであると。それは工業

品、農産品を問わず、国内で未上場であるものの、海外の取引所において取引が活発な商品ですと

か、国内に先渡しなどの取引がみられる商品など、潜在的なニーズを掘り起こしていくということ

が必要であると。 

 またリスクヘッジのニーズの観点では最近、電力システム改革の議論というのがございますが、

そういうものも横目でみながら発電用の燃料、さらには電力そのものの上場。これはニーズも含め

て、これから検討していくべきではないかと。 

 また、既存の商品につきましても流動性の増加に向けまして供用品ですとか、受け渡し地の追加

ですとか、そういったフレキシブルな見直しや実施が必要ではないかということが３ページでござ

います。 

 ページをめくっていただきまして４ページ目でございますが、個人投資家に魅力のある新たな商

品の開発でございます。金融商品の分野でＦＸですとか株価指数先物がインターネットによって活

発に取引されておりますけれども、商品先物においても個人投資家に魅力ある商品開発を、これま

でも金ミニとかミニ商品などもやってきたわけでありますけれども、さらに検討すべきではないか

と。 

 またＦＸなどではプログラムによる自動売買をやっているわけですが、これを商品先物について

も可能とするかどうか。また可能とする場合に、どのような規制のあり方が適切かということも検

討すべきではないかと。 

 右のほうには個人投資家に魅力のある新たな商品の開発の例としてオプション取引ですとか、金

の限日取引ですとか、指数取引などを挙げさせていただいています。 

 同じページの下側ですけれども、現物受け渡し制度の柔軟化。これは海外での受け渡しなどの実

現を可能とするため東工取でも、東穀取でも、制度的には受け渡し条件調整制度、もしくは合意早

受け渡し制度などがございますが、対象商品の拡大ですとか、それから受け渡し条件や手続の一層

の柔軟化。右に書いてありますとおり海外の取引所においてもＡＤＰ制度など当事者間の合意に基

づいて、受け渡し取引所の定めた受け渡し条件以外の条件での受け渡しを認める制度が存在すると

いうことでございますので、こういったことを検討していただいてはどうかと。 

 ページをめくっていただきますと、取引時間のさらなる延長とあります。右は東工取の例であり

ますけれども、夜間も含めて取引時間というのをかなり延長しておりますが、最近、特にアメリカ

の商品取引所などでは一層の取引時間延長の議論があると聞いております。我が国においても、取

引時間のさらなる延長について検討すべきではないか。午後の休止時間についてのプラッツ価格な

どとの兼ね合いですとか、あるいは明け方の時間ですとか、私どもが皆様からお話を聞く中でそう

いったご要望もありました。 

 それから外貨建ての取引。これはまた後のところで出てきますので、割愛させていただきます。 

 それから経営の効率化といたしまして取引高や収入をふやすとともにシステム運用力の強化など、

取引システムコストのさらなる低減など中期計画などに置いて定期的な目標を定めて、一層の事業

の効率化に取り組むべきではないか。 

 次に６ページでありますが、クリアリング（清算）機能の強化でございます。 

 右のほうに、これまで清算機関も、特にＪＣＣＨで行われた清算手数料の引き上げですとか、積

立金の積み上げですとか、あるいはＳＰＡＮ証拠金の導入などの実績が書いてございます。 

 その次、右の※に書いてありますとおり、一方、国際的には清算機関のための勧告。これがＢＩ

Ｓ及びＩＯＳＣＯから出ておりまして、またことし４月に「金融市場インフラのための原則」とし

て公表されるなど、リスク管理水準ですとか資産管理水準というのは、また一層求められるものが

高くなっている。 

 こんな中で、左にありますとおり財務資格要件の見直しですとか、リスク管理機能の強化など、

強化するための取り組みを進められたわけでありますけれども、さらに日中におけるリスクの急激
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な変動。いわゆる緊急証拠金など、リスク管理機能の一層の強化にも取り組んでいく必要がないか

と考えております。 

 その次からが多様な取引参加者の拡大ということで、取引参加者の項目ごとに書いてあります。 

 まず、当業者でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり受け渡し条件、手続の柔軟化。

それから検討すべき項目としては、プロの当業者が注文する際に商先業者に対して一定の裁量のも

とでの注文を行う。これを可能とするような制度的な手当てを認めるべきかどうか。それからこれ

までの分科会の議論でもございましたようなリスクヘッジ取引に関する外務員の知識レベルの向上

ですとか、また後で述べますがヘッジ会計のガイドラインの充実などを図るべきではないかと。 

 それから海外の事業者に関しましては、これも後で述べますけれども、右のほうが東工取の海外

売買高比率の上昇度合いであります。平成20年度に10％を少し割るぐらいだったのが、今となって

は３割近くになっているということで海外売買高比率が相当上がっております。そんな中でダイレ

クトマーケットアクセスの実現を含めた海外の有力な商品先物業者、金融業者、機関投資家の誘致。

それから他社清算を行い得るような財務力の高い清算参加者が、ＪＣＣＨなどの商品清算機関に参

入していく。これも必要となってく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次が８ページでございまして、証券・金融市場からの参入拡大

について記載してございます。これまでの議論でも証券・金融市場からの参入拡大は非常に期待さ

れるということを述べてきましたけれども、一方、現実には一部のネット系証券が商品先物市場か

ら撤退するなど、むしろ厳しい現実もございます。こういった中で証券会社などの金商業者が商品

先物市場への参入を拡大するために提出書類の簡素化など、商先法においても負担軽減のあり方を

検討すべきではないかと。 

 それから右に事例を示してありますけれども、ＥＴＦ、投資信託。多少取り組みが進んではまい

りましたけれども、まだ金額的には少額なところもございますので、この働きかけも強化すべきで

はないかということであります。 

 さらにページをめくっていただきますと９ページ目ですが、これが個人投資家のところでござい

ます。個人投資家に関しましては、市場の活性化の大前提としてトラブルの防止ですとか、過去の

トラブルに起因する商品先物のマイナスイメージを払拭していくということで、法令遵守の徹底、

法令解釈の明確化ですとか、監督の徹底など適正な市場運営の確保が不可欠でありますが、一方、

②にありますとおり商品先物事業者。右のほうの参考数値でみていただいてもわかりますように、

事業者数も減少しております。 

 一方で金商業との兼業ですとか、海外進出ですとか、経営内容が複層化、多様化しているという

中で、リスクヘッジなどの先物市場の社会的な重要な役割を一層果たし得る。そういった投資家の

信頼性を向上させるためには、やはり営業力、財務力というのをこれから強化させていく。そのよ

うな方向に向かっていくということが重要ではないかと。 

 ３番目に、これも分科会の議論でも多少ありましたけれども個人の委託者に接する外務員。委託

者保護の法令遵守に加えて商品市況ですとか、資産運用ですとか、そういった相談に的確に対応し

得るような資質の向上も図るべきではないかと。 

 それから機関投資家につきましては右のほうに年金基金の例が、企業年金連合会の中の商品構成

比率が書いてございますが、まだ非常に小さな数字であるということでありまして、株式や債券と

は異なる値動きをする商品先物での運用。これはＥＴＦなども含めてということでございますが、

分散投資として有用であることを適切に説明していくべきではないかと。それからプロップやファ

ンドについても運用拡大を働きかけていくべきではないかと。 

 10ページでございますが、税制・口座の一元化でございます。これは皆さんご承知のとおりでご

ざいますので、具体的な説明は省略させていただきます。 

 それからヘッジ会計制度でございます。ヘッジ取引については今、公認会計士の協会などでガイ

ドラインが出ておりますけれども、商品先物取引の具体例の記載が乏しいなど実務上、保守的な運

用をするとなかなか認められがたいような実態もあるという話も聞いておりますので、こういった

ところを改善するような働きかけを行っていくべきではないかと。 

 ３番目は、商品先物市場の正しい理解の拡大ということで報道番組ですとか、メディアで取り上

げられるような活動ですとか、入門書の刊行、あるいは大学での講座の拡大。それから新社会人な

どに、これまでほとんど認識したことのない人々に対する制度の理解に加えて、トラブルに遭わな
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いための留意点などを、わかりやすく丁寧に説明する必要があるのではないかということでありま

す。 

 それから11ページが、商品先物市場の国際化への対応でございます。右側にありますのが、初回

に出した資料の中にもございましたけれども世界の主な取引所の再編。これは証券も商品も一国内

にとどまらず、国境を越えた取引所間の統合ですとか連携。システムの共通化ですとか、クリアリ

ングの統合ですとか、商品の共同上場ですとか、出資ですとか、いろいろな面で進展いたしており

ます。 

 次の※に書いておりますとおり、金融デリバティブの分野においてもかなり共通の上場ですとか、

それから海外との取引なども随分ふえております。 

 そんな中で、左側にございますとおりアジアのメインマーケットを目指すという意味では、海外

取引所などとの関係強化が重要であって、商品の共同上場、クリアリング機能強化に向けた国際的

な連携を、資本関係を含めて模索・追求すべきではないかと。 

 一方、我が国における総合的な取引所の推進をしていく上で、その足かせにならないような留意

も必要なのではないかと記述してあります。 

 次のページでございますが、これが先ほど述べましたダイレクトマーケットアクセスでございま

す。取引所でも幾つかの国に申請中、それから申請準備中ということでありますが、早期実現、拡

大を図るべきではないかと。 

 それから外貨建て取引でございますが、右にありますとおり主要な取引所でも外貨建て、特にド

ル建ての取引というのが行われております。一方、銀行システムの問題などがありまして、送金と

入金の時間的なタイムラグが出てくると。これを清算機関ですとか取引参加者が負うことになると

いうことで、システムの整備などの対応を銀行に求めるとともに、財務力の高い取引参加者の拡大

などを図っていく必要があるのではないかということであります。 

 次に13ページでありますが、市場監視の充実であります。これは右にありますとおり証券監督者

国際機構（ＩＯＳＣＯ）の勧告に基づきまして市場監視、それから監督の改善、市場の透明性の向

上に今度とも努めていくべきではないかということでございます。 

 次が14ページ、店頭取引の拡大でございます。前回プレゼンいただいたように取引所の取引と店

頭取引の相互補完。店頭取引のすそ野を拡大するとともに、取引量が多く規格化し得る商品を取引

所において上場するなどの連携強化が重要ではないかと。 

 ２番目に国際的な対応といたしまして右の※にありますとおり、Ｇ20などでは金融システミック

リスクの緩和を目的として清算集中制度や、取引情報蓄積機関の整備などの取り組みが求められて

おります。これについて私どもで今、店頭取引を具体的、定量的に調査いたしているところであり

ますが、今回の審議会では余り検討してこなかったので、いずれ別途の場での検討事項かと考えて

おります。 

 それから最後に店頭取引のクリアリングでございますが、我が国の店頭取引においても海外の清

算機関の自主的な利用というのが増加しております。国内清算機関における財務基盤の一層の強化

を図って、国内の清算機関で店頭取引のクリアリングを行う。これも検討すべきではないかと考え

ております。 

 少し時間をオーバーして恐縮でございますが、大体以上の内容が最終的な報告書をつくっていく

上で、ご検討いただきたい事項でございます。私からの説明は以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局からのご説明を踏まえて商品市場の活性化・健全な発展の方策の具体的方向性

について、ただいまから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、ご発言を希望す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ご発言の

希望があれば、同様にネームプレートを縦に置いてください。 

 それでは、ご意見、ご質問等ある方からご発言願います。――では佐藤委員、どうぞ。 

 

○佐藤委員 
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 資料を読ませていただいて、非常に多岐にわたって網羅されていると思いますし、どれ１つとっ

ても重要なことかなというように感じました。 

 ただ、優先順位があるかと思いますので、すべて一斉に始められるとは思いませんが、一つ一つ

のことについて着実に実行していけるような体制をとっていただければと思います。その中で私と

しては４点ばかし、重要かなと思うところをお話ししたいと思います。 

 順番からいいますと、１つは新規商品の上場ということで、これをぜひ積極的に進めていただき

たいということであります。過去の経緯にとらわれないで、仮に上場していたとしても、再上場と

いうことも含めて検討できるという体制をお願いしたいなと。 

 また、私は農産物を扱う当業者としての立場で申し上げるわけですが、ＴＰＰやＦＴＡなどの可

能性も踏まえて、今現在できなくても前広に準備を始めるということが大事かなと思っています。

これも当業者として、具体的な商品をこれから提案させていただこうと考えています。 

 ２番目が受け渡し制度の柔軟化ですが、これも非常にありがたい方向性として受けとめさせてい

ただきました。既存の現物受け渡しによる建玉の清算ルールをさらに柔軟化していくというか、使

いやすいような形にしていくというのは大賛成であります。これはもう規制当局が後押ししていた

だければすぐにでも実現可能だと考えていますので、非常に現実的な提案になるかなと思います。

具体的に合意受け渡しというような形だけではなくて、制度自体を変えるということを幅広く受け

入れていただきたい。具体的に供用品の拡大や、受け渡し方法や、場所の選択肢を広げるというこ

とで、特に日本の仕向け地市場として、だからこそ可能なユニークな工夫の推進を受け入れていた

だきたいと。これも今後、具体的に提案をさせていただきたいと思っております。 

 ３番目は商品先物取引のメカニズム、特性、機能などの理解推進も資料の中に入っておりました。

非常に大事であると思います。我々現物を扱う当業者にとってヘッジニーズというものと、それか

らリスクテーカーである投資家が健全に取引に参加することによって、この先物取引というのは成

立します。 

 ただ、残念なことに日本における商品先物市場の理解度が余りにも、イメージの悪さのために高

まらなかったという現状が問題であると思います。それを何とか正しい理解に結びつけていく努力

を、今後していただきたい。また、していってもらいたいと思います。 

 ただ、それ以上に大事なのは取引員そのものの資質の向上が最優先ではないかと思います。特に

若手の取引トレーダー、またアナリストという方たちの育成に力を注ぐことが最優先ではないかな

と思います。説明する方が理解できていなければ、どうやっても商いにつながっていかない。正し

い取引につながっていかないと考えるということです。そのためには１つ、セミナーというような

一方的なものだけではなくて、例えば市場分析などを披露し合うコンテストのようなもので若い人

たちがやる気を出して勉強をする、研さんをするというような、そういう資質向上がしやすい環境

をお願いしたいなと思っています。 

 最後、４点目ですが、ここには触れられておりませんが情報発信という問題です。これは何回か

お話ししてきましたが、いわゆる現物市場における物流や消費などのデータ情報を監督官庁が収集

し、発信することが重要ではないかなと思われます。供給である生産量や、需要である消費などは、

現在の状況を分析して将来のエスティメートを出すと。要するに今後の予測をするということは、

例えばアメリカであれば農務省が既にやっております。こういう情報を出すことによって、特に国

産の農産物というのは天候とか、また競合商品の価格変動によって需給が変化すると。その需給が

変化するということの判断材料を、ぜひ提供していただきたいと思っています。適正な情報によっ

て生産者や流通業者、加工業者、また消費者などが市場変化を理解しやすいと。理解することの助

けになるようにしていただきたいなと。それによって結果、スムーズな価格変動が需給調整を促し、

健全な経済の発展に資することになる。それが国益にもつながると考えます。 

 ここで注意しておくことは、エスティメートというのは市場環境によって日々刻々変わるという

ことですので、一度出したらそれっきりというわけではなく定期的に、少なくともマンスリーなど

のように定期的な更新をしていただければと思います。それが市場における取引の適正化とか、活

性化とかにつながって、流動性を高めることに寄与するのではないかなと。そのように考えていま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では江崎委員、どうぞ。 

 

○江崎委員 

 今ご説明いただいた資料については、基本的に私どもがもう既に取り組もうとしていること、あ

るいは現に取り組みつつあるものがほとんどでございまして、書いてあることに違和感は全くない

わけでございますが、日ごろから市場参加者と接している立場で若干現実と違うといいますか、現

実を踏まえなければいけないという感じがありまして、そこら辺をちょっと簡単にコメントしたい

と思うのです。 

 まず、１番目の新規商品上場の問題なのですけれども、これは私どもが日ごろから常に新しい商

品上場の可能性について、いつも注意深く検討しておりまして、取引が見込める可能性があれば、

もちろん積極的に取り組みたい気持ちでおります。 

 ただ、先ほど申し上げたことに関連しますけれども、かつてに比べると今非常に市場自身が縮小

してしまっておりまして、それぞれの市場が一部のものを除いて厚みが薄くなってしまっているわ

けです。そういう中で新しい商品を上場すると、それが分散してしまって、それぞれの市場でみる

とますます流動性が減るという心配があるものですから、そういうことを考えながらやらなければ

いけないと思います。 

 かつては市場に参加していただているブローカーの方々にも非常に経営体力がありまして、ニー

ズが少なくても盛り上げるという力があったと思うのですけれども、今余りそういうことが制度的

にもできにくくなっておりますし、それから経営の余裕という点でもやりにくいということもあっ

て、どんどん積極的に取り組むというのは理想なのですが、やって市場全体が薄くなってしまうと。

あるいはやろうとしてもできないという面もあることを、少し念頭に置いておく必要があるかなと

思っております。 

 それから４ページの受け渡し制度の柔軟化。これは全くごもっともで、我々も当事者同士で合意

できるようなものについては、それを極力柔軟化するという方針で今後も取り組んでいきたいと思

います。 

 ５ページに取引時間の延長、外貨建てのことを触れておりますが、時間の延長というのは、我々

もなるべく24時間化という方向で過去数年対応してきまして、現在は東工取の例ですと朝９時から

３時半までの日中取引、それから次の日の区分になりますけれども夕方５時から次の日の明け方４

時までということで、昼間と夜間にやっているわけです。実は取引体力という問題にも関係するの

ですけれども、ずっとやっていられると絶えずみていなければいけなくて、もう疲れるんだよとい

う話とか（笑声）、特に午後なんかはそうなのでけれども、当業者によっては、だらだら一日じゅ

うやっておられてはかなわないと、特定の時間に限ってやってもらったほうがいいよというような

ご意見もあります。 

 もう１つはコンピューターの問題でして、今、明け方４時から９時まで休んでいるのですけれど

も、この間に何かトラブルがあった場合に対応できる時間が確保できるのです。これをアメリカの

シカゴのようにずっとやってしまうと、トラブルが起こったときに対応できない。それをできるよ

うにするには、今度システム全体を変えなければいけないことになるわけでして、簡単に今のシス

テムでどんどん時間を延ばしていけばいいというようには対応できないのです。だからそういうコ

ンピューター上の制約があります。 

 もう１つは費用の問題で、当社自身もそういうシステムを、時間を延長するとなるとお金がかか

りますし、市場に参加している方々の側の対応するシステムも変えなければいけないということで、

お金の面でもなかなか思うようにはできないという面もあるのです。だから、それもちょっと頭に

置いておく必要があるということがございます。 

 さっきの時間延長の問題で市場参加者の点は、参加者のカテゴリーによって多少意見が違うとい

うか、利害が違うことがあるということです。実はそういう問題が非常に多くて、この問題だけで

はなくて最近のように市場参加者が非常に多様になってまいりますと、必ずしも参加者の意見が一

致しないということはたくさんございます。 

 それから外貨建て取引の問題。これはやれればやりたいですが、１つは銀行側の対応力の問題も

ありまして、翌日の昼までに外貨で全部決済を済ませるということが銀行上、ちょっと難しい面が
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あるというように聞いております。もう１つは、ブローカーですぐ外貨を簡単に調達できるか。そ

れもちょっと問題があるような気がしまして、なかなか難しい点があるということも念頭に置いて

おく必要があるかなと思います。 

 10ページの税制・口座の一元化。これはもうまことにありがたい話で、こういう報告書の中で、

このように取り上げていただくというのは私も大変心強いと思っておりまして、ぜひ国の税制改正

要綱の中で実現していただけるとありがたいなと思いますし、口座の一元化というのも総合取引所

構想の問題、規制の一元化と関係するかもしれませんが、こういうことも実現できれば実質的に非

常に意味のあるものだと思います。 

 14ページの店頭取引の問題。これは前回、ギンガさんからプレゼンテーションがございましたけ

れども、私どもも取引所取引と店頭取引というのは、店頭取引がふえればヘッジの場として先物市

場が活発になるという関係にありますので、まさに車の両輪といいますか、補完関係にあると思い

ますので、ぜひこれがふえていけばいいなと思っております。 

 それから (3)に書いてありますクリアリングの問題ですが、これも前回、私が申し上げましたが

取引所の収益構造の多様化という点で、このクリアリングというのは非常に、外国の例をみますと

大いに活用されているわけでして、私どもも高橋さんのところと相談しながら、積極的に取り組ん

でいきたいなと思っているところでございます。 

 とりあえずアトランダムですが、幾つかちょっと気になった点といいますか、思いついた点を申

し上げました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では細井委員、どうぞ。 

 

○細井委員 

 当業者の立場から若干、意見を述べさせていただきたいと思います。この資料に書かれてあるの

はおおむね、我々としてもこの方向でやっていただきたいと考えているわけです。 

 新規上場の話ですけれども、これまで東工さんともいろいろお話をさせていただいているのです

けれども、今後、エネルギーという立場でいうならばエネルギー間の垣根が低くなる。例えば電気

と天然ガス、ＬＰＧ、石炭、石油。こういうものが分散化電源という形、もしくは電力用の燃料と

いう観点から非常に垣根が低くなってきて、それらが総体的に、相互的に関連していくという状況

が非常に強くかかわってくるような状況の中では、ぜひこういう新規上場の中で、１つの市場の中

でいろいろなエネルギーに関連する商品を取引できるということはエネルギー業界にとって、ひい

ては日本のエネルギーセキュリティにとっても非常にプラスであると考えておりますので、ぜひこ

ういうことも進めていっていただきたいと思っております。 

 それからエネルギーのことでいうならば、エネルギーの多くは日本の輸入で対応しているわけで

すけれども、そういった意味からすると大部分の取引がドル建てでなされているというのが事実で

す。 

 したがいまして、今、東工取の取引では国内商品のガソリン、灯油、軽油は円で非常に違和感は

ないわけですけれども、例えば原油が円建てで取引されるというのは私どもも違和感があるし、特

に海外投資家にしてみると円で取引というのは非常に考えにくい。他の国での取引。例えばヨーロ

ッパで、もしくはドバイでも取引がありますけれども、こういうところも当然ドルでやっているわ

けですので、この外貨建ての取引というのは非常に自然な方向であります。今、江崎委員から銀行

の問題等もいろいろあるということをお伺いしましたけれども、ぜひこの辺は全体で解決をしてい

っていただきたいなと考えております。 

 それから取引拡大のためのいろいろな施策の中で、私どもが今回ちょっと申し上げたいのは取引

業者の方々の企業体質の強化、またレベルアップというところでございます。現在、石油の受け渡

しのことでございますけれども、ガソリンや灯油というものは現物受け渡しの制度があるわけです

が、取引業者さんがだんだん少なくなってきている状況。取引そのものも縮小しているということ

もあるのですけれども、現物受け渡しをアレンジできる取引業者さんが非常に少なくなってきてい

るというのも事実でございます。 

 この前の説明の中で取引業者さんが97社から32社に減少したということがございましたけれども、
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逆に少数の中で非常に企業体質の強い、また取引も集中して行えるようなところがあったほうが我

々当業者としては、例えば現物の受け渡し、もしくはさまざまな要望とか、そういうものを聞いて

いただけるのかなと考えておりますので、ぜひ各社さんは企業体質の強化に向けて提携をされるな

り、そういうことをご検討されてはどうなのかなということも感じております。 

 それから外務員のレベルアップということも記載されておりましたけれども、今の取引はエネル

ギーだけではなく、もちろん穀物、それからゴム等いろいろありますが、取引そのものが非常に複

雑化しておりますし、ヘッジの仕組みも非常に難しいものになっています。こういうものを的確に

アドバイスできるようなレベルアップが必要だろうと考えておりますし、と同時に消費者の前面に

立っておられるわけですからコンプライアンスの教育、ビジネス倫理の教育とか、こういうものが

両輪になっていく必要があるのかなと思っています。これはぜひ取引業者の方々に、さらなるレベ

ルアップというものをどういう形でやっていくのかいろいろあると思いますけれども、お願いした

いなと思っています。 

 最後にヘッジ会計について一言、申し上げさせていただきたいのですけれども、ここにも記載さ

れておりますが、ヘッジ会計のルールがまだ十分明確になっていないということなのです。 

 私どもの会社でいいますと、原油のヘッジ取引に関して東京国税局から更正処分を受けまして控

訴していたわけですけれども、５月９日に控訴が棄却されまして、プレスリリースをしていますが

５月22日に上告する運びになっております。 

 私どもとしては、単に税務当局との見解の相違だけではなくて、企業会計上の問題というように

とらえておりまして、我々のやっていることが非常に違法であるというような認識は全くございま

せんで、極めて適切な処理をしていると考えております。それを会計士も認証していたわけですけ

れども、ここら辺が今のところ非常に不明確になっております。これも行政、経済産業省さんだけ

ではなくて全体のところで明確な方針を出していただいて、我々が公明正大に自信をもってやって

いけるような体制をぜひとっていただければなと思っています。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。岡地さん、どうぞ。 

 

○岡地委員 

 商品取引の活性化のために、常にさまざまなニーズや魅力のある新規商品の上場を検討していく

ということは大変重要なテーマであると思いますが、ただ同時に今の業界の現状。特に投資資金の

パイを考えた場合には、先ほど江崎委員がいわれたような懸念というのは、実際日々現場に接して

いる人間として感じる部分は正直ございます。 

 いずれにしても、既存の商品においても非常にニーズがあって魅力のある商品というのはいっぱ

いあるわけでございますので、まずはそのてこ入れというのは大変重要だと思っております。その

ために必要であれば商品設計の見直しですね。ここにありますような供用品の追加・変更、受け渡

しの絡みもそうですし、最近は落ちついていますけれども、特にリーマンショック前後はそういっ

た傾向があったのですが、結局、証拠金なども約定価格が上がって、そうすると必然的に変動の幅

も上がりますので現在ですと証拠金も、ＳＰＡＮが連動すると１枚当たりの証拠金もどんどん高く

なるのです。そうすると必然的に流動性は落ちるということになりまして、昔は市場管理委員会で

進行とリスク管理と両方のバランスで決めていたときもあるのですが、今はもう完全に機械的に決

まるということでございますので、仮にそういった状況がしばらく定着するということであるなら

ば倍率の変更、約定単位の見直しというようなことも柔軟に考える必要は出てくるだろうと思って

います。 

 ここに受け渡しのことが書かれていますけれども、確かに当業者の方が参入しやすいような柔軟

な受け渡し制度というのは私は大変重要だと思っていますし、実際今の石油市場などは、かなりの

部分が受け渡し方の条件調整した合意で行われることによって機能しているということでございま

すので、これが可能ならばほかの市場にもどんどん拡大をするべきだと思います。例えばゴムなど

も、ずっとＦＯＢの議論というのがあるのですよね。確かに一長一短はあるのですけれども、ゴム

などは国際指標価格というような地位にございますので、それの維持ですとか、海外のさらなる当



 

 

- 9 - 

業者の参入ということで検討の余地はあるのかなと思っています。 

 それから取引時間に関してのお話がございましたけれども、さらなる延長もそうかもしれません

が関係者の間の根強い意見として、今、日中の立会が３時半に終わっておるのですよね。それから

スタートが５時ということで、そこで１回、切れてしまうと流動性がとまる。夜間もふえています

けれども、夜間になるとがくっと流動性が落ちますので、これはもったいないということで以前の

ように日中の立会を５時または５時半まで連続してやって、その分夜間のスタートをおくらせたほ

うが、現状では全体の出来高はふえるのではないかという根強い意見はございます。それから新法

の立会も今、納会の翌日なのですけれども、その日の夜間からもうスタートさせたらどうだという

ような意見もございます。 

 あと利便性の向上に関して、特に発注の部分なのですけれども今現在のシステムというのは昔と

違って、さまざまな条件による発注指示というのが可能でございます。流動性とか立会時間も長い

というような環境も昔と大きく変わってきていますので、特にちょっと触れられていますけれども、

当業者の方のヘッジニーズに対応した柔軟な発注というのは、私は制度手当てが必要だと思います

し、プログラム売買もＦＸで非常に普及しておりますし、これは利便性の向上という点でもぜひ必

要ではないかと思っています。 

 それから取引業者の財務体力の強化ですとか、外務員の資質の向上がいわれていますけれども、

これなどはまさにそのとおりだと思いますので、業界としても引き続き積極的に取り組んでいきた

いと思っております。 

 最後に国際化に多少関連するのですけれども、ここに来て中国がアジア地区における原油の指標

価格を目指すということで上海に原油の先物市場を開設して、そこには海外参加者の参入も認める

と。中東産原油を上場して、保税地区で受け渡しも行うという動きがございます。仮にこれが成功

するようであれば、私は結構大きなインパクトが出てくるのではないのかなと思っていますので、

日本市場がしっかりとアジアのメインマーケットとしての地位を確保するためにも積極的な国際化

と、特に海外参加者の参入促進策が大変重要であろうと考えています。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。ほかに。では多々良委員、どうぞ。 

 

○多々良委員 

 高橋委員がおられてあれなのですけれども、クリアリングのことについてちょっと申し上げたい

と思います。 

 ６ページに書いてあるのですけれども、過去、平成20年に開催されましたクリアリング機能の強

化に関する委員会で、私ども清算参加者にも株式をもたさせていただきたい旨を申し上げておりま

す。報告書では今後、そういうことを検討していくという趣旨で記されておりました。やはりクリ

アリング機構、いろいろなあれからみると財務基盤を強化する必要があると思います。今の資本金

だけでいえば６億何がしかのあれですので、そういう意味では非常に小さい資本でやっておられて

大変だろうと思います。そういう意味で、私ども清算参加者にも出資するということをお認めいた

だきたいと思います。 

 そしてメリットといいますか、清算参加者が株主となった場合、例えば違約とか、不慮の事故が

あったときに株を売却した代金を違約財源に充てることもできるというような、勝手なことですけ

れどもメリットもあるのではないかなと。そのように考えますので、ぜひお考えいただきたいと。 

 これはシステムのことなので大きな発想の転換なのですが、一番コストのかかることでございま

すので東工取が一番苦慮されているのでしょうけれども、失礼な言い方でいうのではないですが、

何か素人がシステムをいらっとるというような感じで、本当の意味の専門家を積極的に育てるとい

うか、積極的に引き抜いていってでも、そういう形で業者にみんなとられるようなことのない設計

をしたほうがいいのではないかなと。これはできるかどうか別の問題なのですけれども、そこのと

ころが結構大きなウエートを占めるのではないかなと。勝手な、余分な言い方でございますけれど

も私は思っております。 

 それから立会時間のことについては、岡地委員がおっしゃったように３時半から５時ぐらいの間
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があくということ自体、何か一番大切なときにもったいないなという気がいたしております。です

から夜間のときをやるのだったら、それが６時になろうが７時になろうが、そういうことは取引所

で検討されてやっていかれたらいいかなと。 

 それと立会時間全部を延長するということについては、当業者等々のニーズとか要望等、非常に

ありますので、これは取引所がそういうことをよく聴取して一番適当なところの立会時間をやられ

て、全部が24時間というのはちょっと無理なところがあるのではないかなと私は思います。 

 以上、そういうことでございます。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では三次委員、どうぞ。 

 

○三次委員 

 まず、前から順に申し上げますと、商品取引所のサービス向上の部分で現物受け渡し制度の柔軟

化というのがあるのですが、ここに書かれているのは多分当業者の方向けにということが主なこと

だと思うのです。 

 実際にお客様と接した経験から申しますと、例えば金とかプラチナというのは、個人の投資家の

方は比較的現物を絡めて先物市場を利用されることが多くて、現物の受け渡し。現受け、現渡しを

行う方が非常に多いのです。ですけれども以前と比べまして価格帯が上がってきていまして、金１

キロ、プラチナ 500グラムでも、以前に比べるとまとまった資金が必要になってきてしまうという

ことがあります。金とかプラチナはミニ取引があるのですけれども、これは現物の受け渡しができ

ない商品なのですが、もし可能であれば、こういったミニ商品でも貴金属に関しては現物の受け渡

し。ちょっと難しいかもしれないですが、そういうものができるようになると 100グラムとか 500

グラム単位で金の現物受け渡しができる、プラチナの現物受け渡しができる。となると個人の方の

現物と先物のさやとりとか、現物を使った現受け、現渡しができるようになると、もうちょっと以

前のようにやりやすくなるのではないかなというのがありますので、もし可能であればこういうこ

とをちょっと検討していただきたいなということ。 

 あとは前回、ギンガの新村社長がおっしゃったコメとかの例です。非常におもしろいなと思った

のですけれども、これまで市場参加者として考えられる中に個人投資家というものは対象として考

えても、個人消費者というのは余り考えていらっしゃらなかったと思うのです。ここは経産省なの

であれなのですけれども、おコメの取引に関しては、受けだけだったら個人の方もできるような商

品設計ということにすると、例えば５人ぐらいの家族で食べ盛りのお子さんがいらっしゃれば、ち

ょっとわからないですけれども１ヵ月に20～30キロぐらいのおコメを消費されることもあるかもし

れないので、スーパーに行くのではなくて商品先物市場を使って自分で買い注文を出して現受けを

して、商品業者さんから受け渡し手数料を払って宅配してもらうというサービスがあってもおもし

ろいのではないかなと。そのような形にすれば、一般消費者の方により身近な取引になってくるか

なと。 

 ガソリンもあったらいいなと思うのですが、ちょっと受け渡し的に難しいというのがあるので、

ただ、そういうものができるようになったら消費者の方にとってはより身近に感じるかもしれない

し、個人投資家ではない人も自分たちの生活に関係したものだというように感じていただくことが

できて、商品先物市場の啓蒙とかイメージの改善につながっていくのではないかなと思うので、余

裕があればそういうこともちょっと考えていただきたいなと思います。 

 それから利便性の向上に向けた制度のあり方。これは以前申していたことなのですけれども、税

制と口座の一元化というのは、個人投資家からすれば商品先物市場に参入するための大きな動機づ

けになると思いますので、やはり早期に導入していただけたらなと思います。 

 ヘッジ会計も中小企業のオーナーとかが、ヘッジが必要だなという会社がヘッジを使っていただ

くようになるのは必要だと思いますので、これについても例えばヘッジ会計に商品がきちんと乗る

とか、この辺を会計士さん、税理士さんがきちんと理解されるような形にしていただきたいなと思

います。 

 最後に商品先物市場の正しい理解の拡大の部分なのですけれども、もちろん啓蒙の必要性という

のは今回だけではなくて以前から皆様、認識していらっしゃるところだと思うのですが、グレーな、
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ダークなイメージのものを全く逆方向にもっていくというのは非常にエネルギーの要ることで、な

かなか難しいことだと思います。お金もかかると思うので、以前ちょっとご提案したかもしれない

ですけれども、取引所、振興協会、それから業界各社がそれぞれ啓蒙活動を行うのももちろん必要

だと思うのですが、皆さんが一丸となって何か啓蒙をする。戦略をもって啓蒙する必要があるので

はないかなと思っておりますので、例えば各社さんの枠を超えた啓蒙委員会みたいなものをつくっ

て、戦略的に世間のイメージをどのように変えていくのかということを話し合って、それをさらに

実行するところまでサポートする委員会みたいなものをつくっていただいてもいいのではないかな

と。 

 これはつくったらどうかなという提案なのですけれども、実際ネット関係でみますと、どうも取

引所さんと振興協会さんの双方に絡んでいるようなネットの啓蒙活動というのもやっていらっしゃ

るようなので、そういうものをもっと拡大して戦略的に出版とメディアとネットとすべてを関連づ

けて、クロスメディアで啓蒙していくようなものを何かつくっていただくと、より効果的なのでは

ないかなと思いました。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。――では高井委員、どうぞ。 

 

○高井委員 

 ここに書かれているいろいろな提言とかアイデアというのは本当にすべてやってもらって、ぜひ

とも取引を活性化していったらいいというように私は思っているのですけれども、特に金融のお金

をどうやって商品のほうにもってくるかというのは、海外ではできているのですけど日本はまだま

だおくれているので、それは促進していく必要があるというように強く思います。 

 ただ実際、我々を取り巻く外部環境はどうかというと、2007年のサブプライム、2008年のリーマ

ン、それからここ一、二年のユーロ危機、昨今のボルカー・ルールの導入で、要は金融のお金とい

うのはますます動きづらくなっているのですよね。ですから、ここで日本は商品先物取引所をどう

するかという議論をしていますけれども、日本の金融先物取引所も、日本の証券取引所も、実はみ

んな同じ問題を抱えているのです。ですから、商品の先物だけの問題ではないです。正直、金融の

フロスというように英語でいいますけれども、泡ですよね。ちょうどビールを飲むと上のほうに乗

っかっている白い泡みたいな、その金融のフロスが今、全世界的に減少していく大きな流れの中に

僕らはいるということを忘れてはいけないと。物すごい逆風が吹いているのですね。そういう中で、

それでなくてもしんどい日本の商品先物市場をどうやってサバイブさせていくかということを考え

ていかないといけない。だから、たとえ金融のフロスが消えてなくなっても生き残れるようなマー

ケットを日本につくる必要があると思うのです。 

 私、今たまたまエネルギー本部の本部長をやっておりまして、米国で電力とかガスの取引を非常

に活発にやっております。米国のエネルギー市場というのは、電力があって、ガスがあって、石炭

があって、当業者、それから金融のお金もそうなのですけれどもいろいろなプレーヤーが参加して、

このマーケットがないと、要は米国の電力、ガス市場が成り立たないという存在なのです。ですか

ら金融の金なんて別に入ってこなくても、要はそこがマーケットになって日常の生活に必要な電力

の価格とか、ガスや石炭の価格というのが形成されていると。具体的にはインターコンチネンタル

・エクスチェンジ（ＩＣＥ）というマーケット。それからフューチャーズだったらばＮＹＮＥＸで

あったりとか、それがもう国のインフラとしてビルトインされているマーケットなのです。 

 私は、日本に欠けているのはそれだと思うのですよね。日本の商品先物というのは別になくたっ

て、我々産業をやっている人とか生活している人は余り困らないのです。だから、米国の発展して

いる商品先物というのはないと困るのですよね。そういう市場をぜひともつくっていかなければい

けないと。これはもう非常に長期的な目線で、そのように思います。 

 非常に不幸ことに去年は震災があって、津波があって、日本の原発というのは今、大変な状況に

なって、それがエネルギーの大きな問題を引き起こしているわけです。今、電力のマーケットを自

由化して、そこに競争原理を導入して、しんどい状況を何とか打破して、要は価格を下げていこう

という努力を行政を中心にやられているというように理解しております。ですから、そこで起こっ



 

 

- 12 - 

ていることは日本の商品先物には関係ない世界ではなくて、実はそこで起こっていることをどうや

って商品先物に関連づけていくかということが一番重要で、そのためには日本の燃料費調整制度で

あったりとか、制度を変えていかないといけない部分がこれからいろいろ出てくると思うのです。

同じ経済産業省の中で、そういうことを資源エネルギー庁でお考えになっているわけですから、同

じ省内でそういう連携をとりながら新しいマーケットができていくときに、この商品先物市場、総

合取引所がその一部を形成していくという形でもっていっていただければと。そうするとたとえ金

融のフロスがなくとも、この市場というのは生き残っていける市場になるのではないかなと思いま

す。 

 

○尾崎分科会長 

 池尾委員、どうぞ。 

 

○池尾委員 

 私のような者が発言しても僭越だなと、黙っていようかなと思っていたのですが、今の高井さん

のお話は非常にそのとおりだと思うので、ちょっと発言したいと思います。 

 資料２の内容は確かに妥当なことばかり書いてあると思うのですが、全体としてもっともなこと

が書いてあるのだけれども、戦略的な流れみたいなのものが必ずしもみえないという問題があって、

もちろんここに書かれていることを地道に取り組んでいくのは不可欠というか、それは基本だと思

いますので、そういう地道な取り組みなしに活性化するということはもちろんあり得ないわけです

けれども、逆に地道な取り組みをやっていけば、それで日本の商品先物市場が活性化し健全に発展

していくというように、必要条件だけれども十分条件だというようには楽観できない状況にあると

思うのです。 

 そうするともう少し能動的に何らかのイベントとか動きをつかまえて、それに乗っかる形で活性

化を図っていく。そういう戦略的取り組みのようなことが必要で、もちろんそれぞれの主体が考え

るべきであって、取引所は取引所で経営戦略を考えていくのは当然ですし、商品先物業者は先物業

者の方で当然経営戦略を考えていくわけです。政策的にも先ほど岡地委員がおっしゃっていたよう

な中国の動きに対して、どう対抗して巻き返すのかというのは多分経済産業省レベルで考えなけれ

ばいけない戦略的課題だと思いますので、地道な努力とあわせて、ちょっと今起こっているいろい

ろな動きをうまくつかまえてモメンタムをつくり出す。そういうことを考える必要があるのではな

いかということをちょっと僭越ですが思うので、一言ということです。 

 

○尾崎分科会長 

 では川村委員、どうぞ。 

 

○川村委員 

 今、池尾委員にまとめていただいた感が非常に強いのですけれども、これは証券でも金融でも過

去10年余りいろいろな工夫、規制緩和、あるいはマーケット拡大ということをやってきた反面で、

例えば日本の経済規模に比べて、こういうマーケットというものは余りの小ささというのでしょう

か。余りの元気のなさというのは、やはり目を覆うばかりというところが残念ながらあると思うの

です。一つ一つの知恵とか工夫というのは大変もっともなものだと思うのですが、私からみるとや

やジグザグというのか。あるところを非常に緩和しても、結局あるところで締められてしまってい

るから全体としては、どうしても下のほうに寄せてしまうというようなケースがままあるのではな

いか。 

 もう１つは、ここでマーケットは非常に公的なものであり、日本の国全体の経済を立ち行かすた

めに重要だという側面がまずあるわけですが、と同時にプレーヤーたちというのは、それで日々の

糧を得ているということも厳然たる事実。日々の糧を得られない。つまり退室を余儀なくされてし

まう分野というのは育たないわけです。要するに生活できないところを幾らいろいろ工夫しても、

悪い言い方ですが作文をしてみても、それでは自助的に動かないわけであります。 

 現在、いろいろな要因があると思うのですけれども、例えば今、証券業界でも大変厳しいわけで、

特に中小規模以下の業者はどんどん退室せざるを得ないという現状もある。今回、この分科会に出
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させていただいて商品取引業界はもっと厳しいということは、両方ともかなり苦しい状況にある。

マイナス、プラス、マイナスで、さらにマイナスが大きくなるのではなくて、マイナス×マイナス

がプラスになるのだということのためには全体でもってバランスがとれて、一方は緩和したけど一

方はきつくするということではない。もう少しハーモナイズしていくような工夫というものと、参

加者たちがインセンティブをもって、適正利潤というかは市場原理の中で大変難しい問題ではあり

ますが、そういうものを追求していかないと非常に難しいのかなと、そんな感じもしました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 まだこの問題に関してはご意見あろうかと思いますが、そろそろ後半のご議論もさせていただき

たいと思うのですが……。 

 

○豊永商務流通審議官 

 では、私から。 

 

○尾崎分科会長 

 一言、こちらから。 

 

○豊永商務流通審議官 

 いろいろなご意見、ありがとうございました。 

 第２部といいますか、後半に移る前に幾つかのご指摘もいただいたように思います。個々のご指

摘についてはおおむね受けていると思いますが、他方で一つ、二つお答えするとすれば、ここに書

いてあることは、それはそうだけど戦略がないというご指摘もあったように、よくいえば網羅的、

悪くいえば何でもかんでも書いてあるのだけど本当に実行できるのかと。議事録みたいなものでは

ないかというご指摘だと思います。 

 これについては、過去のいろいろな審議会のとりまとめが必ずしも実現できていない部分がある

し、それから審議会でおとりまとめいただいても、その後で規制の対応が変わったりする経緯もあ

りますから、ここに書いてあることを 100％、実現することができるか。やってみないとわからな

いというのが答えでありますけれども、まだこの時点で、私はそのことを申し上げることでリスク

ヘッジをしたいとは思っていません。いろいろな機会をとらまえて、やり残しているものも含めて、

やる決意をむしろ新たにする意味でいろいろなものを拾っているつもりであります。どうしても整

理その他で戦略性が、実現可能性がみえないかもしれませんけれども、こういう機会をいただいた

からには、関係省庁もおいでいただいているわけですから、実現の方向でぜひ全力を尽くしたいと

思っております。これが１つであります。 

 もう１つは、高井委員から厳しいご指摘をいただきました。同じ経済産業省の中でということで

ありますけれども、特に新規上場のところなどについては、このタイミングで何が書けるかという

ことをエネルギー庁とも精緻に相談しておりますので、記載どおりではないかもしれませんけれど

も、そうした努力はした上で今の時点でここまでの覚悟は示し、この後、エネルギーサイドでの制

度のたてつけによっては、さらに具体化する方向で考えていくことになるのだと思います。 

 それから江崎委員を初めとして書いてあることについて応援していただく以外に、個々の問題に

ついては課題があるのだというご指摘、ごもっともだと思います。それがなければ、こんなことは

とっくにできているのだと思います。書かれたことに伴う障害をどう除去するかということが必要

だという前提で、ここに書いてあることを実現すべく努力したいと思っております。 

 以上であります。 

 

○尾崎分科会長 

 今回、こういうテーマが出たということは、相当危機感を共有されているのだろうと思います。

ですので危機感を共有している以上は、やはり実現していかないといけない部分が非常にあるだろ

うと思いますので、実現可能なところから早急に対応していただきたいと思っております。 

 



 

 

- 14 - 

○豊永商務流通審議官 

 もう１点だけ、済みません。 

 岡地委員から上海の話がありました。実は私、上海、それにシンガポール、ソウルといった、そ

れぞれの取引所をみてきましたけれども、従来ここの議論がどうしても取引所、東工取、東穀取を

中心とする、また関西取を中心とする取引所にやや目がいっていたところがあると思っていますけ

れども、それを世界が下手をすると置き去りにしかねない形で動いている。その中でこれまで以上

にＯＴＣなり、それから国際的な戦略というものを、まだ筆がつたないところがございますけれど

も取り上げていっているつもりではおります。その点、お含みいただければ幸いであります。 

 

○尾崎分科会長 

 まだまだご意見あろうかと思いますが、前半部分はこれで終わりにさせていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、後半に予定しております勧誘規制の扱いについての議論に移りたいと存じます。事

務局から資料を説明していただきます。そしてその後、荒井委員から、10分から15分程度でプレゼ

ンをお願いするということにさせていただきたいと存じます。 

 それでは、まず石崎課長からご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、資料３「勧誘規制の扱いについて（検討用メモ）」という資料をごらんください。 

 １ページ目に、この分科会での勧誘規制に関する議論についてでございます。この分科会の検討

の過程で、勧誘規制のあり方が大きな議論の１つとなっております。特に前回の法改正時に導入さ

れた不招請勧誘の禁止。これは当時の分科会における議論において、店頭での取引についてのみ導

入すると結論したわけですが、その後の法案審議の過程で国内取引所における取引も対象に含める

ことになった。そういった経緯があったこともありまして議論が集中したわけでありますが、これ

について委員の方々の見方ですとか評価が分かれておりまして、その是非について分科会の総意と

しての最終的な決断を得ることはなかなか難しい。そういった状況であったと思います。 

 下に本分科会における主な議論を記述させていただきましたが、ちょっと時間の関係で省略させ

ていただきます。 

 ２ページ目、勧誘規制のあり方でございますが、少し考え方をまとめさせていただきました。 

(1)にございますとおり、委託者保護に関する苦情相談の件数は前回データ等をお示しいたしまし

たとおり、特に取引所取引について着実に減少していると。これは勧誘規制に関する累次の法律改

正ですとか、関係者の法令遵守の取り組みが一定の効果を上げていると考えられます。 

 ただ、現実的に申しまして不招請勧誘禁止の規定は施行後１年半しかたっていないということで、

まだ今の段階において相談・被害件数の減少と禁止措置の関係を十分にみきわめることは難しいと

いう意味では、引き続き相談・被害の実態を見守りつつ、できる限りの効果分析というのを今後も

試みていくべきではないかと。 

 その上で将来において、仮に不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提といたしましては、

１つ、実態として消費者、委託者保護の徹底が定着したとみられるか。それから不招請勧誘の禁止

以外の再勧誘の禁止など、その他規制措置がございますが、それによって不招請勧誘の禁止を外し

ても再び被害が拡大する可能性が少ないと。そのように考えられるなどの状況をみきわめるという

ことが適当ではないかと考えております。 

 こういった中で今回、プレゼンしていただきますけれども法規制を効率的、かつ効果的なものに

するために個別事案に応じた適切な規制を実現する。そういった意味では、自主規制などの充実が

必要となってくるのではないかということであります。 

 まず、運用ルールの明確化でございますが、不招請勧誘の禁止につきましては今後とも取引業者

はもとより、消費者に対しても積極的に制度の内容の周知に努めるべきではないかと。それから施

行後１年半たちまして、規制の詳細についてもっと明確にしてほしいというご指摘を受けておりま

す。具体的な事案の蓄積、その分析というのが必要になってきております。これは消費者の側、そ

れから事業者の側からもいろいろなご質問が出ておりますので、そういう要請にこたえて、これま

で以上に運用のところを明確に回答していく。わかりやすい形で明確にお示ししていくということ
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が必要ではないかと。 

 それから３ページ目、これはまた荒井委員からプレゼンいただくということでございますが、勧

誘規制の遵守をより確かなものにするためには政府による監督に加えて、自主規制機関によるトラ

ブルの防止に関する積極的な取り組み。これを含めて監査・指導というのが有効ではないかと。ま

た、取引業者みずからがコンプライアンスを向上させる。これもまた重要なことではないかと。 

 特に前回も議論になりましたが、実際の勧誘の現場で重要な役割を果たす外務員の法令遵守意識

の徹底が重要である。これは国の検査基本方針などを通じて周知していくとともに、検査において

も重点的に検証する。それから自主規制機関においても、個々の外務員の資質向上に向けた措置の

充実を図るべきではないかということでございます。 

 ３番目に、投資の経験のないようなお客様に無差別的に電話や訪問をやっていくといった不招請

勧誘とやや趣を異にして、顧客の知識や経験に対応した勧誘のあり方というのがあるのではないか

と。具体的に申しますと、3.の①にございますとおり商品先物取引や、あるいはこれに類する形の

取引に関する経験を有する者。経験者について、より実態を踏まえて丁寧に勧誘規制の必要性を検

証していくということが適当ではないかと。 

 総合取引所ということで金融からの事業者、参加する取引業者などの拡大といったものがあると

いう中では、商品先物以外にも一定以上のリスクを有する投資商品というのがございますが、既に

取引を行っている顧客に対して、これも不招請勧誘の対象に含めるべきなのか、そうでないのか。

無知なお客様に対する無差別的な勧誘と異なるようなものについてどう考えるか。これを検討すべ

きではないかと。 

 ２つ目は適合性の原則。今75歳ですとか、年収 500万といった数値要件がございますが、こうい

ったものについてこれからどうしていくのか。総合的な判断を合理的に行えるといったことを明確

にしていくべきではないかと。それから総合判断と申しましても、各取引業者の管理部門が現実に

ダブルチェックをやっていると思いますが、これをより丁寧にやっていくということが有効ではな

いか。こういった勧誘規制の扱いについての検討用メモ、ご議論用のメモということで提示させて

いただきます。 

 私の説明は以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 では荒井委員、よろしいでしょうか。 

 

○荒井委員 

 荒井でございます。 

 きょう最初のテーマの市場の活性化・健全な発展の方策が大変大事だということにあわせて、委

託者保護は大変大事な要請だと。とりわけ勧誘規制がどうあるべきかということにつきましては、

基本的に私、前に申し上げた勧誘規制がバランスを失すると、活性化という面からいえばマイナス

に働くこともあると。そこのバランスが大事だということを申し上げまして、その基本的な考え方

は変わっておりません。それは同じように多くの方々、それほどご異論はないのではないかと思っ

ているわけでございます。 

 これまで４回の議論の中で、自主規制のあり方ということについて関連したご発言が幾らかござ

いました。考えてみましたら現在、自主規制機関として役割を担っている日本商品先物取引協会の

現在がどうであるか、どういうことに取り組もうとしているかということについて、少し説明させ

ていただくほうがいいのではないかと思いまして、にわかに申し入れをさせていただいた次第であ

ります。 

 きょうもご説明の中に自主規制のあり方、あるいは自主規制に対しての期待、また委員からのご

指摘もいただきましたので、少し聞いていただければありがたいと思います。 

 そこで簡単なペーパーを用意いたしておりますが、おおむねこれをごらんいただければと思うの

ですけれども、まず現状から申しますと昨年１月１日、改正法の施行で何が変わったかというと、

私どもの団体からいえば、会員の基盤がまるで変わったということが大変大きいわけであります。

かつては国内取引を行う商品取引員の自主規制機関という位置づけでございましたけれども、外国

取引、あるい店頭取引を行う業者を含めての商品先物取引業者の自主規制機関というように位置づ
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けが変わりました。一言にしていえば協会の会員基盤が変わったということでありまして、会員が

かかわっていく取引の形態も、１枚目に出ておりますように国内商品市場取引から外国商品市場取

引、店頭商品デリバティブ取引に広がっていったということでありまして、ビジネスの相手方、方

法についても大きな変化、あるいは多様化が出てまいりました。 

 いってみれば会員構成の面でも、商品デリバティブ取引中心の会員と、ほかの業種中心の会員が

混在しているという状況でありまして、円グラフがございますけれども、このようにダブっており

ます。国内商品市場取引にかかわるのが33社、店頭デリバティブが31社、外国商品市場取引が13社。

日商協だけの会員ということで、国内だけにかかわっているのは全部で59社ございますけれども、

18社だけなわけであります。全体の会員の約３割にすぎないということであります。 

 このように会員の構成基盤が変わってまいりましたので、２枚目に入りますが、いってみれば単

一民族から合衆国に変わったようなものでありますから、団体の使命は何か、役割は何かと共通認

識をもつことが大変大事だろうということで、こういう協会のミッションが何かということについ

て議論の上で多少整理をして、これを会員の懇談会とかいろいろな機会に認識、浸透を図ってまい

ったわけであります。 

 上の２つ、協会の目的というのは商先法にも書いてございますし、私どもの定款にも書いてある

ことでありまして、取引の公正化、円滑化を考えながら、同時に委託者保護、投資家保護を図って

いくと。それが協会の目的であり、なおかつ協会のミッションでもあるということであります。 

 協会のミッションに書いてありますように、やはりコンプライアンスの確保・向上ということと、

何といっても投資家との信頼関係をつくり上げていく。そのためには何かといえば、やはりトラブ

ルを最小化すると。できる限りトラブルを減らしていくということでありまして、それを通じて社

会的信頼の向上を図っていくというのが私どもの役割だろうと思います。 

 残念ながら、かつてのトラブルの状況というのは大幅に改善されたと思ってはおりますけれども、

なおかつ商品先物取引、あるいは業界に対しての社会的な信頼というのはいまだしという感じがご

ざいまして、これを何とかしてプラスの方向に改めていきたい。それはまさに協会の目的でもござ

いますし、同時にいわば発展の基礎になるべきであるという考え方でございます。 

 こういう協会の目的、ミッションを共通認識として会員の中に浸透を図りながら、さて自主規制

に係る事業をどのように展開していくかということであります。昨年、商先法の完全施行を受けて

不招請勧誘の禁止に関する法規制の導入。それから新たに入ってまいりました外国取引、店頭取引

の実態を踏まえての規則改正、見直しということに取り組みまして、約10本くらいの規則改正が行

われました。 

 そのほかに以下、次のページの勧誘に関する重点的な取り組みとか、あるいはその次の苦情相談

情報の活用、また外務員の資質向上ということを重点的に取り上げて、多少の説明をさせていただ

きたいと思うのですが、まず勧誘に関する重点的な取り組みということでは、先ほど申し上げまし

たようにトラブルを極力減らしていくということで、いろいろと取り組んでまいりました。 

 この中で若干、前にもご説明させていただいたのですが、商品取引契約締結にはまだ至っていな

い未取引。取引開始に至っていない段階での苦情というものがございます。私どもとしては未取引

の苦情というように呼んでいるわけですが、全体としての苦情というのは、ピークでありました平

成13年（2001年）ごろに 400件余りありましたけれども、これが平成23年、昨年でいえば60件程度

で大幅に減ってきているわけです。その中で未取引の苦情というのが、要するにまだ契約締結に至

っていない。ある意味で経済的な損失をこうむらせたというには至っていない。そういう段階の状

況に関しての苦情というのが、振り分けてみましたら10件程度ありました。これは件数も少ないわ

けでありますし、経済的な損失をかけていないという意味では罪は軽いという見方も一部あるかも

しれないですが、私どもとしてはコンプライアンスの一番の基本だと。単にある法律なり、法令な

り、ルールを守ればいいというのではなくて、法令の根っこにある委託者保護についての気持ちと

いいますか、意識というものを大切にしていくと。形だけ法律を守ればいいというのではないのだ

という意味での、いってみればコンプライアンスの象徴的な場面だというとらえ方をしていまして、

未取引の苦情が社会的評価の大きな低下を招くことがないようにということで取り組んでいるわけ

であります。 

 私どもの規則的な根拠からいいますと、自主規制規則の一番根本に商品先物取引業務に関する規

則というのがありまして、その条文を根拠にして未取引苦情の申し出を受けた会員。苦情の中には
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関与した会社の名前がわからないケースもあるわけですけれども、わかっている限りはその苦情が

出てきた経緯、あるいは勧誘に関して当該会社の管理体制がどうなっているのかということを個別

に報告を求め、なおかつ再発防止のために具体的な指導を行うと。これは規則に根拠がございます。

そういう取り組みを以前にも個別対応でやっていなかったというわけではないですが、昨年の改正

法施行以降、特に重点的に力を入れて取り組んできたという経過でございます。 

 次の紙をごらんいただきますと、苦情相談情報の活用ということがございます。これは日商協の

業務の中で自主規制規則の制定ですとか、監査とか、相談業務とか、あるいは外務員の登録研修と

いった業務があるわけです。 

 苦情相談にどう対応するかというのは大変大事な役割であると思っておりますが、苦情・紛争そ

のものは幸い非常に低い水準になってきております。例えばピークが2001年でありまして、苦情と

しては数だけ申しますと 8,200件ほどございました。これが今は 800件程度に、大体10分の１程度

に減ってきているわけです。苦情の情報を活用して会員のコンプライアンスレベルを上げていきた

いということで、こういう取り組みをしているわけですけれども、年間約 1,000件というのは多少

幅がございまして、 800件前後というように理解していただくといいと思うのですが、相談を受け

付けた中で苦情・紛争の未然防止に役立つような情報も入っているということで、会員に関する相

談について分析をしていくと。苦情の中から今後、それを再発させないように、どのように取り組

めばいいかということを分析していくという取り組みを始めております。 

 それから会員がわかるという事案につきましては２ヵ月ごとに該当する会員に対して、あなたの

会社は何件ございましたと、相談の具体的な内容はどうだったということをお伝えして、検討材料

にしてもらうということを始めております。つまり苦情をただその場で対応するというだけではな

くて、会員の中に共通の情報として伝える。あるいはその中から何か未然防止のいい材料はないか

と、きめ細かく対応していきたいということでございます。 

 それから最後の紙になりますが、きょう細井委員、あるいは前に三次委員からもご指摘がござい

ました外務員教育の問題でございます。もともと日商協としましては、通常業務として外務員登録

のときに試験を行いますし、更新講習についても力を入れて、とりわけコンプライアンス教育に力

を入れておるわけであります。24年度からこういうことに取り組んでまいりたいというのが、大変

ささやかなことでありますけれども管理部門の責任者、営業部門の責任者を対象にして、主にコン

プライアンスをテーマにしたセミナー、研修会を開催する。 

 ２つ目が外務員の商品知識の向上に役立たせたいということで、上場商品の歴史・特性・需給・

価格変動要因、国内上場商品と同一商品についての外国商品市場の状況等の解説書をつくると。こ

れはもう発注済みでございますが、大変ささやかではございますけれども、こういう企画を考えて

おります。 

 なお、きょう細井委員、あるいは前に三次委員からも、外務員のレベルアップについて何かいい

知恵はないかというご指摘をいただきました。確かに外務員のコンプライアンスのレベルアップを

図っていくことはもちろん大事なのですけれども、それだけですと、ややもすれば規制一本という

ことになりがちだと思いますので、もう少しプラスの面に目を向けた、何かいい工夫がないだろう

かということを考えてまいりたい。ただ、日商協というのはご承知のように脆弱な団体でございま

すので、何でもかんでも思いついてできるというわけでもございませんが、できるだけ今の体制の

中で最大限の努力を図ってまいりたいということでございます。 

 とりあえずはこんなところなのですけれども、この産構審での議論の後、例えば主務省におかれ

まして、もし制度運用の見直しに何か手をおつけになるということになってまいりますれば、それ

に対応して、私どもとしてもまたできる限りの新しい取り組みを考えてまいり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。 

 それでは、このテーマに関しましてご意見、ご質問等ある方からのご発言をいただければと存じ

ます。――では大田委員、どうぞ。 

 

○大田委員 



 

 

- 18 - 

 まず、事務局のとりまとめの関係についてでございますが、2.のところに書いてありますとおり

施行後１年半で、まだ十分にみきわめることが難しいというのは確かにそのとおりであり、当然引

き続き状況を見守りながら不招請勧誘については検討していく。これは当然のことだと考えており

ます。 

 それから前回、私のほうでご指摘をしましたが、今回の不招請勧誘規制というのは、取引所取引

については２つの取引を想定して、規制のかからないものと、あるものという２つ。つまり損害金

が超えるか、超えないかというところで２つ分類がある中で、前回ご指摘したように対象外とされ

るところから対象に入って、要するに対象になる通常先物取引へ、簡単にいえばスマートＣＸから

通常先物取引への移行というところについて、私がご報告したように幾つかトラブル事例がみられ

ますので、そこのところについても今後、禁止措置の関係を調査していく中では１つのチェックポ

イントとして、項目として入れていただきたい。できれば、例えば自主規制であっても、主務省の

監督指針でもよろしいですが、そういうことについても明確に、それが不招請勧誘禁止の潜脱だと

いわれないようなきちっとした形での規制を、やはり盛り込んでいただく必要があるのではないか

と思います。 

 それから適合性原則に関しての具体的な、例えば年齢であるとか、恐らく年収であるとか、そう

いうものについての数値の問題です。これは具体的にチェックする現場の中でそういう数値の目安

がないと、それぞれの事案によってケース・バイ・ケースの判断になってしまうと、なかなかチェ

ックができない。ですから、75歳以上は原則としてだめだと。例外的に認める場合はこういう形で

あると。従来主務省でやられてきたチェックの仕方というのは非常に意味がありますので、これは

引き続き続けていっていただきたいと考えています。 

 それから経験者に関して一定の、要するに勧誘規制の必要性について差を設けるという議論が、

恐らく３ページの3.の①には書いてあるのだと思うのですが、それに当たっても経験者といえるだ

けの実質についての明確な指針がないと、例えば業者の中でどれぐらいの取引を、どのようにやっ

てきたか。そういうことについても具体的な目安がないと、ただ単に経験者であるということで、

それを未経験者と簡単に区別してしまうというのは、やはり問題があるのではないかと思います。 

 それから先ほどの活性化の問題ともかかわるのだと思うのですが、前回の産構審の議論の中では、

私の理解では、少なくとも先物市場のプロ化を目指すという１つの方向性があったように思うので

すが、今回の議論をお聞きしていますと、どうもそういうことが明確にみえない。池尾先生からの

一定の戦略性がみえないというのもあれですが、そういうことについても今回はどういう市場を目

指すかということが余り明確にないままに、総花的にいろいろなものを出しているのではないかと。

だからそこら辺はもう少し、どういう方向性を目指すのかを整理した上で考えていくべきではない

かと思います。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では川村委員、どうぞ。 

 

○川村委員 

 済みません、荒井委員に１つ教えていただきたい点と、その絡みで感想めいたことを申し上げた

いのですけれども、実は私も同じ日証協（ニッショウキョウ）。日本証券業協会の自主規制関連の

委員をやっているものですから大変興味があるのですが、こちらの商品取引の日商協さん、スタッ

フはどのくらいおられるのかと申しますのは日本証券業協会の場合は 300名強だったと思うのです

が、支部も全国にございます。 

 ２番目の意見のところにかかわるのですが、この自主規制というものをどう考えるかは大変重い

テーマで、我々証券業協会も年がらいろいろ考えているわけです。業界団体には戦略部門といわれ

ている、きょうのテーマに合わせていえば市場活性化的なことをどうするのかと。あるいは業界と

して今後の将来をどう考えるかという戦略部門と呼ばれている部門と、いわば投資家保護でありま

すとか、業者のディシプリンでありますとか、勧誘姿勢でありますとか、こういうものに関してか

なり厳し目にみる自主規制部門と２つに分けておりまして、この両者の間は、ファイアウオールで

厳格に分けるということになっているわけなのです。 
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 ところが、そういう中で当然内部で最後、両方の情報ががちっとくるのは協会長１人のみという

構成になっているわけなのですが、はたと考えるのは、この自主規制のコストはだれが負担するの

だろうかということになるわけであります。これは私の問題意識というか、迷っていることでもあ

るのですが、取引所も同時に自主規制機関でもあるわけです。要するに業者団体であった証券業協

会も、今はかなり自主規制機関としての姿勢を強めている。そして全国の各証券取引所は今後、金

融商品取引所になりますが、ここも自主規制機能というのをもっていると。 

 そうすると、自主規制機能というのは当然収益を生まないわけであります。一方的なコストなわ

けです。特にマーケットが小さくなってくる部分、今のような局面になってくると、では規制によ

るコストはだれが、どのような形で負担すべきなのだろうかというのが切実な問題として出てまい

ります。ですから非常に極論してしまえば全部監視委員会に投げてしまって、消費税で養ってもら

ったらどうだというような意見も（笑声）、本当に半分冗談のようなことも出てくるのです。 

 つまり、ここで国家からの規制のコストというのは、いわば国を運用していくためのコストの一

環というように分けられると思うのですが、自主規制というのはもともとアメリカからの輸入概念

という部分があって、イギリスでＦＳＡなんかもございましたけれども、会社とは名乗っても実質

的には政府機関でもあったと。自主といいながら民間ではない、だけど民間だ。では、そこのコス

トは、となったときに非常に難しい問題が出てきています。 

 したがって今後、このような総合取引所という議論の中で、このようなものを、どういう形でコ

ストを転嫁というのか、負担というのか、だれがしょっていくのか。解決がついていない問題では

あるのですが、この辺について何かお知恵があれば伺えればと思います。 

 

○荒井委員 

 まず、川村委員がご指摘の現在の日本商品先物取引協会の職員構成といいますか、かつては五十

数名の職員がございました。それは支部を含めての数でありますけれども、取引高が減ってくるに

つれて組織を縮小せざるを得ないという歴史をここ数年間たどっておりまして、現時点で申します

と職員が18人、常勤役員が１人ということです。私自身は非常勤で、何かの役員会的なときに出る

ということでこの19人には入っておりませんが、そういう構成でございます。そういう意味で先ほ

ども申し上げましたけれども、人的体制では非常に限りがあるということが１つございます。 

 それから将来的にどのような自主規制機関のあり方が考えられるかということなのですが、先ほ

ど会員基盤がどうだという説明を若干聞いていただきましたけれども、将来、取引所が総合取引所

構想の中でどのような位置づけになっていくのかと。これによって日商協の会員基盤といいますか、

会員の構成にも変化が出てくる。現在の日商協の財務基盤というのは、会員の会費によってすべて

賄われている。１つには定額会費というものと、定率会費的なものという２本立てなわけです。先

ほど申し上げた会員の中で、例えば外務員２万 8,000人という数はありますけれども、銀行証券さ

んの外務員はほとんど商品先物には関与されないです。そういう社に対して、つまり商品先物につ

いての収益はほとんど考えておられない会員に対して、同じような基準でもって会費を分担しても

らうわけにまいらないと。 

 だから現状では、定額会費は会員の皆さんにもっていただいていますけれども、定率的な部分は、

やはり商品先物取引を現に商っておられるところからということになります。規模的にいうと、予

算もピーク時には10億をちょっと超えると。ゆとりのあるときには会費を１枚当たり幾らと枚数ご

とにいただいたもので、余ればお返しするような潤沢な時代もあったわけですけれども、現在の予

算規模は３億 5,000万ということで、ほとんど３分の１くらいに縮小しているという状況です。と

りあえず。 

 

○尾崎分科会長 

 法制度の改革において、自主規制が相当純化したはずなのです。ですから振興協会と分けたとい

う歴史があったのです。現在もそういう形で、自主規制というのは商品先物取引に関して相当純化

された形で存在している。ですので会員制組織だといいつつも、これは相当公的な性格が強いと私

なんかは理解しているのですが、証券のことと少し違う部分がある。 

 

○豊永商務流通審議官 
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 単純な規模の比較ができにくい。業界団体の部分が全く別で、純粋に自主規制をやっていますか

ら。 

 

○尾崎分科会長 

 そこが実は商品先物取引法制度の、ある意味でちょっと先駆的な部分だったんだろうなと私なん

かは理解している部分があるのですが、逆にいうと今おっしゃったように、ある意味で公が担うべ

きものを自主規制というスタイル。これはある意味で現場主義的な答えになるのだと思うのですが、

そういった意味ではきめ細かい対応ができるし、現場にふさわしい柔軟な対応もできるという部分

もあるのですが、担っている機能は国家機関、行政機関とほぼ同じようなことをやっていると。そ

ういう感じで私なんかは理解しておりますが、ちょっと参考になるかどうかわかりませんが……。 

 

○川村委員 

 ありがとうございます。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかにどなたか、ご意見ございますでしょうか。――では江崎委員、どうぞ。 

 

○江崎委員 

 役所のほうで用意された資料３の３ページ、3.の①のところなのですが、つまり商品先物取引や

これに類する形の取引に関する経験者。これに対する対応の問題なのですが、そもそも総合取引所

が構想された背景というのは、１つは、もちろん取引所がいろいろなメニューをそろえることがで

きて競争力を高めるというのがあったと思いますが、もう１つ、やはり投資家の利便性を高めてい

ろいろな選択肢を提供する。そういう取引所をつくろうというねらいがあったと思うのです。 

 そういうことを考えますと、総合取引所構想の議論のときに説明されたかどうかわかりませんが、

例えば証券会社がコモディティを始めるという場合に顧客に対する規制の仕方などは、たしか今の

商先法で行われているものを承継するということが書いてあったと思うのです。そうしますと総合

取引所法といいますか、今度つくられた法案では取引所に対する規制とか、あるいは業者に対する

規制は一元化されて、両方できるようになるようにかなり工夫されたと思うのですが、肝心の顧客

に対する対応のところが金融商品とコモディティでは依然として区別が残るということになって、

せっかくそういう業者規制、あるいは取引所規制を一元化したにもかかわらず、一番初めの入り口

のところで顧客が入りにくいといいますか、選択肢がちっとも広がらないという事態になると思う

のです。 

 証券会社は今の商先法のような規制がある場合に全部緩める必要はないと思いますが、例えば自

社でコモディティに累次のＦＸをやっていらっしゃるとか、あるいは日経 225をやっていらっしゃ

るというお客さんに対して、例えば金はどうですかということまでやれないことになると、当初期

待した金融商品向けの資金がコモディティに入ってくるということが全然実現しないと思うのです。

せっかくねらったことの、つまり投資家の選択肢を広げるということについて、ほとんど実現しな

い姿になってしまうのではないかという気がします。ですから、これについて法律的な手当てが要

るのか。あるいはもっと政省令というレベルでいいのかわかりませんけれども、これは一定の範囲

でぜひ実現していただかないと、実のある総合取引所にならないという気がいたします。 

 

○尾崎分科会長 

 では佐野委員、どうぞ。 

 

○佐野委員 

 市場の活性化については別に反対するものではないですが、前回申し上げたように活性化するた

めには、やはり健全な市場というのが基本になくてはならないと思います。きょうのお話の中でも、

特に健全な市場についてということは多く語られていないと思います。 

 それで資料３「勧誘規制の扱いについて」なのですが、2.の「勧誘規制のあり方について」の 

(3)「その上で、将来において」というところはまさに規制緩和のための条件を書いてあるので、
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もう緩和ありきなのかというような書き方ではないかなと思います。これはあくまで (2)を中心に

するべきであって、私はここの「将来において」と、今この状況の中でここまで書く必要があるの

かなと思っています。 

 それからちょっと戻りまして、１ページの「本分科会における主な議論」の最初の丸のところで

「営業の自由」という言葉が書かれているのですが、私はここで使うことに非常に違和感がありま

して。営業の自由というのは確かにあるべきだと思うのですが、それは生活上の公共の安全、福祉

に反しない限りということであって、悪質な勧誘行為によって起きる消費者被害とか委託者保護を

考えるときに、ここに、こういう形で「営業の自由」という言葉を使っていいものだろうかと、私

は違和感があります。 

 それから１つ質問があるのですが、２ページの1.「運用ルールの明確化について」の②と、次の

３ページの3.の②と、どちらも具体的にわかりやすい形で示していくべきであると書かれているの

ですが、これは一体だれが示すということなのか。主語がわからないのですが、これは経済産業省

がガイドラインを示されるのか、それとも業界団体でお決めになるのかということをお聞きしたい

と思います。 

 先ほど荒井委員がご説明されたことについては、やっとこれからスタートなのですかと思います。

非常に前向きであることはいいのですが、今ということにはびっくりしまして、2001年に 8,200件

も相談があって、何もやらないで 800件で、今からスタートなのですか。非常に遅いと思います。

でも、前向きにきちんとやっていただけるのであればぜひやっていただきたい。それには、ほかの

ところとの連携が必要ではないかなと思います。ただ、先ほども非常に少ないスタッフだとかいろ

いろご説明がありましたけれども、荒井さんの日本商品先物取引協会だけでなく幅広い連携をしな

がら、ぜひ健全な市場を目指してやっていただきたいと思います。 

 毎回毎回、この委員会で申し上げるのですけれども不招請勧誘の禁止はまだやめるべきではなく、

ぜひ続けていくべきだと思います。消費者の被害がなくなるということは非常に難しいことで、そ

れを検証することも難しいことだと思います。不招請な勧誘をしてまでも消費者を市場に入れるの

ではなくて、経験者であるとか、ある程度興味のある方とか、何かそういう形で進めてほしい。あ

る日突然、電話がかかってきてという不招請勧誘はぜひやめていただきたい。今後も、それはぜひ

続けていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 では、石崎課長。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 佐野委員の、だれが示すのかと。基本は法律の解釈とか運用の話ですから、国のほうで示すとい

うことを考えています。 

 ただ、適合性の原則なんかは一部かなり現場に近い話になるので場合によっては、これはまだ検

討しますけれども、自主規制の中で示すというのは一部あり得るかなと思っていますが、基本は、

法律の解釈の話については政府のほうで示すべきだと思っております。 

 

○尾崎分科会長 

 では、荒井委員。 

 

○荒井委員 

 まず今、佐野委員から大変前向きなのはいいけれども 8,000件が 800件、今ごろ取り組むのは遅

いではないかというご指摘をいただきました。 

 ご存じだろうと思うのですけれども、ただ取引が減ってきたからトラブルが減った、あるいは規

制がきつくなったから減ったというわけではない。会員業者はもちろんですけれども、日商協は日

商協として、そのときそのときにいろいろな手を打ってきているのです。通達を出し、規則を改正

し、きょうたまたま時間の制約もありますからご説明申し上げなかったのですけれども、佐野委員

は経過を十分ご承知いただいていると思うのです。そこはひとつご理解いただきたい。これが１つ。 
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 それから資料３についてちょっと意見を申し上げさせていただきたいのですが、２ページの勧誘

規制のあり方で (2)、 (3)あたりに「引き続き」見守る、「将来において」、あるいは「状況をみき

わめる」という言葉が随所に出てまいるわけですが、１つお願いをしたいのは、いつまでもずるず

るということではなくてある程度、時間的にどの程度でみきわめをつけるかをいろいろな状況の中

で、ひとつ主務省に適切なご判断をお願いしたいということでございます。先ほどプレゼン的な説

明の中で一言申し上げさせていただいたのですが、過去のトラブルのイメージをいつまでも引きず

って、それが物をいってということだけは、ひとつ念頭に置いていただきたいということでござい

ます。 

 もっと端的に申し上げると、トラブルゼロということが目標ではございますけれども、こういう

取引環境の中で具体的にトラブルゼロということは、私は法律家の端くれとしてあり得ないことだ

と思っています。それを極力減らしていくことがお互いの目標であり、最大の使命だというように

心得ておるわけでありまして、ゼロになるまでは見直しはないということでしたら、これは仮定の

話でありますけれども、恐らく見直しのタイミングなんていうのはあり得ないと思います。よろし

くお願いします。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。――どうぞ。 

 

○岡地委員 

 一口に苦情といいましても当然損得がつきますので、例えばそれがいいがかりなのか、あるいは

業者としてはきちんとやっているのだけれども個別の外務員の行き過ぎ、いわゆる過失みたいなも

のなのか。また、ないとは思いますけれども会社として確信的にやっているのか。そういうことに

よって受けとめ方というのは全く違ってくると思うのです。 

 したがって、先ほど大田委員からスマートＣＸを使った、何か潜脱行為みたいなトラブルが多い

というようなお話がありましたけれども、仮に何らかの意図をもってなされるようなことであるな

らば、個別のケースとして厳重に対応していただいて、あたかも業界全体の現状であるというよう

な誤認はしていただきたくないと思っております。 

 いつも平行線の議論をしたくはないのですけれども、現実としては不招請勧誘禁止の前から業界

挙げて苦情みたいなものの減少には取り組んできた結果が、こういった大幅な減少につながってい

るということで、それが評価されて、先ほどお話がありましたけれども取引所取引は例外だと前回

なったわけなので、それは正しく認識をしていただきたいということ。それでもまだ施行後１年半

なので撤廃するわけにいかないということであるならば、先ほどから少しご意見も出ましたけれど

も、少なくともそういったレバレッジの経験とか知識、あと関心もあるような人と、全くその気も

やる気もないような人に対する無差別な勧誘とは、ぜひきちんと分けて対応していただきたいと思

います。再勧誘の禁止規定というのはすべてに適用されるわけなので、それによって一度断ればそ

れ以上の勧誘はないわけですから、それで十分、その気がない人に対する委託者保護というのは図

られると思います。 

 先ほどから荒井委員がバランスが重要ということをおっしゃっていましたけれども、もう今は昔

みたいに市場の流動性の大半を個人に頼るという時代ではございません。ただ一方で一般投資資金

をすべて排除したら、とても先物市場として健全な機能発揮は到底できないと思いますし、これは

株でもＦＸでも全く同様であると思います。大切なのは参加者の多様性と、そのバランスをどう図

っていくかということなので、そのあたりはぜひご検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 何か追加的にございますか。 

 

○佐野委員 

 はい、簡単に。 

 済みません、別に苦情がゼロになる、ならないという問題ではなくて、不招請という望まないと
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ころの勧誘、さらにリスクが高い先物取引。そのあたりを考えると不招請勧誘の禁止は、この分野

において続けるべきだと思います。そうではない人たちを対象にして市場を活性化する、そちらの

方向で考えていきたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 ほかにないようですが、ございますか。 

 

○豊永商務流通審議官 

 また申し上げさせていただきます。幾つかのご意見について、お答えさせていただきたいと思っ

ております。 

 大田委員のご指摘でありますけれども、数値は具体的にあったほうがいいということなのですが、

極力そうしたいと思っておりますが、実は数値というのは幾ら意を尽くしても、それがどういう関

係か。総合的に判断されるべきものであると片方ではいっておきながら、数字が硬直的に理解され

ているときもありますので、そのことを丁寧に丁寧に絵解きしたいという趣旨でございます。既に

私どもは44社の企業の方々にどういう運用をされておられるかを聞きましたけれども、これはまち

まちでございまして、実はそこのところの、今この時点であっても各社において理解の違いがある

ことをもっと明快に、共通に理解していただくべく最大限の努力をしたいと思っております。 

 それから、経験者についての指針をとありました。そういったところの具体性については配慮し

たいと思っております。 

 川村委員から、コスト負担の議論がありました。私どもは今ある事業者の方々に行政としても検

査をやっておりますけれども、毎年毎年、もしくは毎月毎月、全社にそういうことが対応できるわ

けではありません。数年かかって、ようやく一巡するようなことにどうしてもなっております。そ

うした中で外務員の監督については、もう日商協にあるところ大いにゆだねているというか、お願

いしている部分はあるわけでありますけれども、小まめに常時会員と近いところで接する機関と、

やはり国の、あるところなたをもっての検査との組み合わせが大事だと思っております。 

 それから江崎委員の本来の目的のところはまさにおっしゃるとおりの観点で、実質的に総合取引

所を視野に入れた議論をしているときに、商品先物だけの世界で実質リスクがどういう商品にどの

程度あるかを判断するよりは、やはり広くみて同等なものの金融商品における商品の扱いを考えて

みたときに、そういった方向ではないかと思ったわけでございまして、ご指摘ありがとうございま

した。 

 佐野委員のご指摘の中に規制の見直しについて書くのは時期尚早、書くのは適当でないというこ

とがありました。誤解を恐れずにいえば、これは活性化策もそうですし、規制もそうですけれども、

常時何かがあれば見直すことを忘れてはいけないのだと思います。 

 しかし今、そのことを実施するかどうかということはまた別だと思います。確かにそのことがど

ういう不安を与えるか、与えないかという議論はありますけれども、私どもは逆にあの文章を事務

的に書いたときには、いつでも自由に役所が、もしくは皆さんに断りなく変えることができるとい

うことではなくて、そのときの判断をこの議論を踏まえて整理しておいたほうが、むしろ皆様から

の不安がないのではないかと。ある意味では皆さんがおいでの、あるときにそのことを示しておく

ことが、むしろ今後のいろいろな判断をするときに過たないだろうということを考えたわけでござ

います。 

 以上、いずれにしても１回目から随分ご議論いただいた勧誘規制の問題について、少ない枚数の

紙で意を十分尽くしておりませんけれども、常にどういう規制が消費者トラブルを限りなく少なく

する方向でのものに必要かということに心を砕いていきたいと思っております。 

 以上であります。 

 

○尾崎分科会長 

 まだご意見等あろうかと思いますけれども、時間となりましたので、このあたりで本日の議事は

終わらせていただきたいと存じます。 

 次回でございますが、事務局から本日までの分科会での議論を踏まえまして、商品先物取引分科

会報告書案というものをご提示いただいて議論するということを予定したいと存じます。 
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 また、その日程に関しましては６月18日、月曜日。16時から18時を予定しております。正式な日

時等につきましては、改めて事務局から各委員に連絡してもらいます。 

 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５回商品先物取引分科会を閉会いたします。 

 

                                 ――了――  

 


