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産業構造審議会第６回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年６月１８日（月）１６：００～１７：４０ 

場所：経済産業省本館１７階西３国際会議室 

議題：産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）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６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。 

 部屋の温度が少し高目に設定されて、省電力となっておりますので、適宜上着をとってご対

応いただければと思います。 

 それでは、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。議事次第をめくっていただきまして、資料１の委員名簿、資料２の報告書

（案）、資料３、参考資料、資料４「店頭取引市場について」とございます。配布資料に不備

がございましたら、事務局までお申しつけください。 

 それでは、以下の議事進行は尾崎分科会長のほうでよろしくお願いいたします。 

 

○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、早速議事に入ります。議題をごらんいただければと存じますが、本日の議題は前

回ご案内いたしましたとおり産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）について、そし

て意見交換ということになっております。これまで委員の皆様方に熱心にご議論いただきまし

た内容を踏まえまして、事務局に報告書（案）としてまとめていただいております。その報告

書（案）についてご議論いただきたいというのが、きょうの目的でございます。 

 それでは、まず事務局から報告書（案）とその他の資料についてご説明いただきます。その

後に議論に入りたいと思います。 

 それでは、石崎課長、お願いいたします。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは、私から「産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）～我が国経済の競争力

強化を目指し、開かれた、健全で、活力と魅力ある市場の実現へ～」という資料２を中心にご

説明をしたいと思います。ちなみに資料３は参考資料でございます。今までお配りいたしまし

た資料を一部バージョンアップしたものでございます。それから資料４につきましては、適宜

資料２のご説明の中で参照させていただきたいと考えております。 

 そして資料２のほうですが、目次がございます。第１章「はじめに」、第２章が「総合的な

取引所の実現のための制度のあり方」、第３章が「商品先物市場の活性化・健全な発展の方策

について」、そして「終わりに」となっております。 

 ページをめくっていただきますと、第１章でございます。「はじめに」とございます。この

分科会の第１回のときにご趣旨を説明いたしましたが、それにのっとった形で記述をさせてい

ただいております。すなわち１．でございますけれども、近年のエネルギー価格の乱高下です

とか、金属資源価格の高騰の中で、リスクヘッジや価格形成の場として商品先物市場は重要な

産業インフラとなっており、期待される役割が大きい。我が国の商品先物市場は累次の委託者

保護の強化を通じて苦情相談件数が確実に減少し、市場としての健全性が向上している。しか

し市場自体は出来高の下落が続いてきており、最近ようやく下げどまりの傾向もありますけれ

ども、いずれアジアのメインマーケットとしての機能を果たすためには、抜本的な取り組みが

必要である。 

 それから２．につきましては、第２回目に中間的に整理しました総合的な取引所のあり方に
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ついて記述をいたしております。証券・金融・商品を一括して取り扱う総合的な取引所につい

ては、「新成長戦略実現2011」「日本再生の基本戦略」が閣議されており、また昨年11月に東証

・大証が経営統合を目指すことを発表している。これらを受けて、証券・金融取引所と同じ持

ち株会社のもとに置くことを可能とした平成21年の改正に加え、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設立、運営を円滑に行うための法的枠組みの整備が図られること

が必要である。 

 ３は、今般、東京穀物商品取引所の農産物市場を東工取、関西取へ移管することが関係者間

で合意されたところであり、円滑な移管により委託者の保護が図られ、新たな市場の枠組みの

もと、我が国の商品市場の再活性化が図られることが期待される。 

 ４が、後半ご議論いただきました商品市場の活性化と健全な発展についてであります。委託

者保護による健全性の向上の取り組みに加えて、取引所サービスの向上や多様な取引参加者の

拡大など、流動性向上のための積極的な方策を打ち出すべきである。システム費用負担や顧客

の利便性向上のため、取引所間の国際的な連携が進展し、国際取引も増大しているが、総合取

引所の足かせにならないよう留意しつつ、国際化への対応を検討すべきである。 

 ５は、２月以来の経緯を記述しております。 

 ページをめくっていただきまして４ページから５ページは、第２章として総合的な取引所の

実現のための制度のあり方でございます。ここの部分につきましては基本的に２回目、中間的

に整理させていただいた内容について、ほぼ忠実に記載しておりますので詳しくは省略したい

と思いますが、１の検討の背景と問題意識、これは先ほど申しました平成21年の法改正をさら

に進めて、今回、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枠組みを整備する

ということで、商品市場のさらなる利便性及び流動性の向上につながることが期待される。 

 ２が、総合的な取引所のあり方。規制・監督の一元化と相互連携ということで、 (1)が取引

所であります。それから (2)が事業者規制であります。 (3)がその他ということで、清算機関

とペイオフのあり方について記述しております。 

 ３が、２回目でご審議いただいた後の経緯を記述いたしております。すなわち金商法等の一

部を改正する法律案が、ことしの３月９日に国会に提出されているところであります。 

 ６ページ目以降が後半でご議論いただきまして、前回、パワーポイントという形で、個々の

論点を提起させていただいた内容でございます。商品先物市場の活性化・健全な発展の方策に

ついてということであります。 

 Ⅰが商品取引の活性化、商品取引所のサービスの向上であります。新規商品の上場について

でありますが、国内における商品のリスクヘッジ、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、取引所において新規商品の上場を検討・具体化すべきである。工業品、

農産品を問わず未上場であるものや、海外で活発な商品、あるいは国内に先渡しなどの取引が

みられる商品等々につきまして積極的な上場を進めていくべきである。またリスクヘッジのニ

ーズの観点では、最近の電力システム改革の議論を踏まえつつ、発電用燃料、さらには電力そ

のもの（電気）の上場について、そのニーズも含めて検討すべきである。さらに国民にとって

商品取引をより身近なものとして受けとめられるよう、例えば小口での取引・受け渡しをしや

すいような取引の実現に取り組むべきであるということであります。 

 ページをめくっていただきまして７ページでありますけれども、個人投資家に魅力のある新

たな商品の開発ということであります。金融商品の分野でインターネットによって活発に取引

がされていますが、個人投資家に魅力ある商品、例えばオプション取引、金の限日取引、指数

取引などが考えられる。またプログラムによる自動売買については、ＦＸなどにおいて行われ

ているほか、商品先物でもプロップハウスなどの自己取引において行われている。さらに、個

人投資家が商品先物取引業者に委託する取引についても可能とする制度的手当を図るべきであ

る。 

  (3)が現物受渡制度の柔軟化であります。商品の受け渡しは指定倉庫などで行うのが基本で

あるが、例えば商品によっては東京で荷揚げされた後、第三国に再輸出されている例がある。

そういう中で直接第三国に輸出できれば輸送コスト等の削減につながるということで、海外で

の受け渡しなどの実現を可能とするため、諸制度、対象商品の拡大や、受渡条件・手続の一層

の柔軟化を図るべきである。 
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  (4)が取引時間のさらなる延長であります。2008年から2010年にかけて東工取の取引時間に

ついてみますと累次延長されておりまして、結果的に夜間取引が取引全体の約４割、また海外

との取引が取引全体の約３割まで上昇するなど一定の成果がありました。また最近、海外の商

品取引所ではさらに取引時間を延長しているという中で、８ページでございますが、取引所は

システム対応、清算処理、取引参加者の要望などに係る事情を勘案しつつ、取引時間のさらな

る延長について検討すべきである。 

 外貨建て取引については後述いたします。 

 その次は取引所経営の高度化・効率化でありますが、最初の部分は先ほど申しました市場移

管についてであります。なお、商品市場では現在、金市場の取引高のウエートが高まる傾向に

ある中で、石油市場や農産物市場の活性化も図り、安定的な経営基盤を確保していくことが重

要である。 

 それから取引所経営事業の効率化でありますけれども、上記の施策により取引高等をふやす

取り組みとともに、システム運用力の強化などを通じて、さらなるシステムコストの低減。そ

れから取引高や収入、費用など定量的な指標を明示して、運営コストも含め一層の事業運営の

効率化に取り組むべきである。また取引所として仲介業者、投資家に対する積極的な営業活動

にも取り組むべきである。 

 ３番目がクリアリング機能の強化であります。日本商品清算機構（ＪＣＣＨ）においては、

運営財源や財務基盤の強化ですとか、財務資格要件の見直し、あるいはリスク管理強化など取

り組みが進められてきたところでありますけれども、９ページにありますとおり国際的にはＢ

ＩＳ及びＩＯＳＣＯなどで、さらにこういったことの強化の内容について発表されております。

今後は、この原則を踏まえて違約対策財源としてのリスクに応じた清算預託金の見直しですと

か、取引時間中のリスクの急変動、いわゆる緊急時の証拠金などのリスク管理機能の一層の強

化に取り組むとともに、今後、店頭取引に係るクリアリングの実施など業務の拡大を図ってい

くためにも、財務基盤の一層の強化に取り組むべきである。 

 ９ページが多様な取引参加者の拡大であります。まず当業者でありますが、先ほど申し上げ

ました海外での受け渡しなどの実現を柔軟にする制度です。それから現状においては商品先物

取引業者を経由する場合は、業者に対して個々に数量、価格、タイミングなどの注文を指示す

る専従者を夜間まで長時間配置せざるを得ない。取引時間が長くなっておりますので、そうい

った当業者の負担を軽減するために、プロの当業者に限って包括的な注文指示をしやすくする

ように制度の見直しを行うべきである。それから前回のご議論でもありましたが、リスクヘッ

ジ取引に関する外務員の知識レベルの向上を図るべきである。 

 海外事業者でありますけれども、これはまた述べますがダイレクトマーケットアクセスや外

貨建て取引の検討、海外の有力な商品先物取引業者などの誘致にも取り組むべきである。 

 ページをめくって10ページですが、海外事業者の参入には我が国の商品市場の信頼性の向上

が必要であり、取引業者、そして清算参加者の経営体力・財務力の強化に取り組むべきである。 

 それから証券・金融市場からの参入ですけれども、金商業者が商品先物市場へ参入すること

について、総合取引所ではなくて今の商先法の中でも容易にするということで、提出書類の様

式を弾力化するなど商先法上の負担軽減を図るべきだということです。具体的には今金融庁に

出しているのと同じような書類で、こちらに出していただくような形で考えております。それ

からＥＴＦですとか投資信託の拡大に取り組むべきである。 

 個人投資家につきましては投資家の安心、信頼を実現するため、引き続き事業者による法令

遵守の徹底や、政府による法令解釈の明確化、立入検査などによる監督の徹底などにより、適

正な市場運営を確保していくべきである。そして外務員は流動性を高め、その機能を発揮させ

るという役割を担っているわけですけれども、委託者保護の法令遵守に加えて、商品市況や資

産運用に関する相談に的確に対応し得るよう資質の向上を図るべきである。 

 機関投資家につきましては、我が国の年金基金を初めとして機関投資家の資産運用は、株式

や債券などでの運用に限られているところが多いわけですが、こういった株式や債券と異なる

値動きをする商品先物、これはＥＴＦを含めてでありますが、分散投資として有用であること

を適切に説明していくということで、官民でアピールしていくべきではないか。 

 それから利便性・信頼性の向上に向けた制度のあり方というところで11ページからでありま
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すが、これも複数ご指摘のありました税制・口座の一元化。商品先物取引と上場株式などとの

間で税率を統一することなどにより、損益通算を可能とさせ、さらに口座の一元化にも取り組

むべきである。 

 そして実態に即したヘッジ会計制度ということで、現在の企業会計のガイドラインにおいて

は商品先物取引の具体例などの記載が乏しい。そういった指摘もありますので、商品先物取引

の実態に即したものになるように、公認会計士協会などに働きかけを行っていくべきである。 

 ３番目が商品先物市場の正しい理解の拡大でありまして、ここに掲げましたようなさまざま

な広報活動、入門書の刊行など、投資に興味をもつ層の関心を高める取り組みも必要である。

それからこれまでほとんど商品先物市場について認識したことのない人々に対する場合には、

制度の理解に加えて、トラブルに遭わな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。また個人も含めて、商品投資の参考になり得るようなマーケットの情報の定期的な

提供を検討すべきである。 

 大きなⅢ番目でありますけれども、商品先物市場の国際化への対応であります。まず海外市

場との連携であります。取引システムの高速化ですとか、クリアリングの強化、こういった必

要性を背景に一国内にとどまらず、国境を越えた取引所間の統合や連携が進展しているという

中で、12ページでありますけれども、我が国の商品取引所についても海外取引が拡大傾向にあ

り、アジアのメインマーケットを目指すためにも商品の共同上場、クリアリング機能の強化な

ど国際的な連携を資本関係を含めて模索・追求すべきである。なお、こうした連携が総合取引

所との関係で足かせにならないように留意すべきである。 

 ２番目が海外事業者の参入。ダイレクトマーケットアクセスですけれども、これにつきまし

ても現在、香港、ドバイに申請書を提出中。アメリカ、シンガポールに申請準備中ということ

で、早期の実現が期待される。 

 それから外貨建て取引ですけれども、これも現状においては銀行のシステムとして、同じ銀

行の支店の中の口座振替でも海外への送金扱いとなってしまうということで、証拠金の授受な

どの資金決済、受け付けと入金の時間的なタイムラグの負担を、取引参加者、清算機関が負う

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、タイムラグの

負担に耐え得る財務力の高い取引参加者の拡大を図るべきである。 

 ２番目は市場監視の充実であります。これは国際的な市場監視の充実が求められておりまし

て、多国間での規制当局間の覚書などが今現状締結されておりまして、また国際的にも議論が

継続されているところであります。今後とも市場監督・監視の改善、市場の透明性の向上に一

層努めていくべきではないか。 

 ３番目が店頭取引の拡大であります。 (1)が取引所取引と店頭取引の連携であります。ここ

で調査についての言及がありますが、資料４、横長の資料をご参照いただければ幸いです。ペ

ージをめくっていただきますと、我が国の店頭取引市場の概要ということで、特定店頭商品デ

リバティブ取引を業として行う者、40社を対象に現状を調査した結果を記載しております。 

 左側が取引残高と内訳であります。取引残高としては12.1兆円。商品としては、エネルギー

が約７割、金属が３割弱、農産物が 0.1％程度であります。取引主体別でみますと、商社が７

割弱、銀行が２割、証券会社が９％となっております。 

 商品群別でみますと、まずエネルギーでありますけれども、原油、軽油に加えてジェットケ

ロシン。すなわちジェット機の燃料が36％となっております。原油としてはＮＹＭＥＸやイン

ターコンチネンタル、あるいはＪＣＣといったところが多くなっております。 

 ページをめくっていただきまして金属のほうですけれども、金属の取引規模は 3.3兆円です

が、商品別でみますと貴金属が半分ぐらい、すなわち金や銀が半分ぐらい。それからベースメ

タル、銅やアルミニウムが大体半分ぐらいとなっております。 

 左下が農産物でありまして、農産物は約 100億円とありますけれども、商品別でみますとト

ウモロコシ、砂糖、それから取引主体でみますと、規模は小さいですけれども商社が 100％と

なっております。 

 それから現物と比較した相対的市場規模というのが右に記述してあります。このパーセンテ

ージというのは単位が異なるものですから、その数字自体に意味はないのですけれども、現物

市場については生産量、輸入量の合計で店頭取引の残高を割った数字であります。これでみま
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すとジェットケロシンが 545、それから金やアルミなどが高いということで、現物市場に比べ

て先物市場の比率。特にジェット燃料などは、先物市場からの調達が非常に多いということが

この図から推定されます。 

 右側が清算機関の利用状況でありますけれども、40社のうち昨年度、清算機関の利用実績の

ある者が約30％。ただ日本国内の清算機関というのはございませんから、海外の清算機関を使

っております。エネルギーではＩＣＥ、ＣＭＥ、金属ではＬＣＨが主であります。 

 その次のページでありますけれども、こういった調査の結果といたしまして、大体以下のよ

うなことがいえるのではないかと思われます。 

 まず、取引所取引と店頭取引の連携でありますけれども、今いいましたとおりエネルギーは

原油、ジェットケロシン、軽油など、金属は金、銅、アルミ、銀などで店頭取引が大規模に行

われているということで、店頭取引が盛んに行われている商品について、取引所で取引されて

いる類似の商品との関係がどのように位置づけられているか、分析していくべきではないか。 

 それから (2)でありますけれども、店頭取引基盤の整備ということで、我が国の店頭取引に

おいても海外の清算機関を利用しているということで、海外の清算機関の活用状況や、国内に

同様の清算機関を設ける政策的なニーズについてヒアリングなどを続け、さらに検討すべきで

はないか。 

 ３番目に国際的な対応でありまして、Ｇ20などの場で店頭取引マーケットの透明性の向上で

すとか、システミックリスクの軽減に努めるということが求められておりまして、我が国の店

頭取引状況を引き続き具体的、定量的に把握していくことが有益ではないか。このようなこと

が、この調査結果から読み取れるのではないかと考えております。 

 13ページの (1)から (2)、 (3)につきましては、大体今お示ししたような調査結果、及びそ

こからいえるようなインプリケーションについて記述をいたしております。 

 その次、Ⅳでございますが、勧誘規制の扱いについてであります。まず不招請勧誘の禁止に

ついてであります。苦情等の件数は着実に減少しており、勧誘規制に関する累次の法律改正や、

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る。不招請勧誘の禁止の規定は昨年

１月に施行になりましたので、施行後１年半しかたっていない。こういった中で、これまでの

相談被害件数の減少と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分にみきわめることは難しいため、

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を試みていくべきである。 

 その上で、仮に将来において不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する、そういったことの

前提としては、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、そして不招請勧誘

の禁止以外の規制措置である。再勧誘禁止など不招請勧誘の禁止以外の規制措置により、再び

被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況をみきわめることが適当である。 

 なお書き以降は、国会の附帯決議との関係を記述しております。すなわち国会の附帯決議で

は記載のとおり施行後１年以内を目途に政令指定の対象見直し、一般個人を相手方とする取引

すべてに拡大する旨の附帯決議が衆参両院でなされているところであるが、現時点においては、

こうした拡大が必要な状況にはないと考えられ、引き続き規制の効果と被害の実態を検証して

いくべきである。 

 ２番目が勧誘規制のあり方でありまして、 (1)が運用ルールの明確化ということで不招請勧

誘の禁止についてです。これは商品先物取引業者サイドだけではなくて、もっというと消費者

に対しても積極的に制度内容の周知に努めるべきである。それから勧誘規制は随分多岐にわた

る内容になっておりますが、その詳細について明確にしてほしい。こういった指摘を事業者で

すとか、それから消費者の側からも受けておりますが、これまでの規制ということで具体的な

事案が随分蓄積してきました。その分析を行いつつ、勧誘規制の明確化に関するご要望にこた

えていく。具体的にはこれまで以上に明確に回答するとともに、必要に応じてＱ＆Ａのような

わかりやすい形で示していくべきであるということであります。 

 それから自主規制の充実については、前回、日商協からプレゼンテーションをいただきまし

たけれども、不招請勧誘の禁止を初めとする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、自主規制機関による取り組みが有効である。また、それに加えて商先

業者みずからがコンプライアンスを向上させることが重要である。とりわけ外務員の法令遵守

意識の徹底。これは国の検査に加えまして、自主規制機関においても外務員の資質の向上に向
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けた措置の充実を図るべきである。 

 ３番目に顧客の知識や経験に対応した勧誘のあり方であります。いわゆる経験者については、

より実態を踏まえた勧誘規制とすることが適当ではないか。すなわち総合的な取引所が具体的

に視野に入り、また参加する商先業者の拡大が期待される。金融などからの参入も期待される

わけですが、そういった中で一定以上のリスクを有する投資商品について、既に取引を行って

いる顧客に対する不招請勧誘のあり方について整理をすべきではないか。それから適合性の原

則の確認ということで、年齢など具体的な考慮要素を踏まえ、総合的な判断を合理的に行える

ことを明確にすべきであり、また、こうした総合的な判断を事業者の管理部門がより丁寧にダ

ブルチェックすることが有効である。 

 終わりに16ページでありますけれども、本報告書に記載した事項について専門的な観点から

詳細を検討し、具体的な実行内容を確定し、今年度中を目途に本分科会を、いわばフォローア

ップということで開催して、実行内容を報告するものとするということでございます。 

 少し長くなって恐縮でありますが、私のほうからの説明は大体以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの報告書（案）のご説明を踏まえ、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、同様にプレートを縦にしていただければと思います。 

 それでは、ご意見、ご質問等ある方からご発言をお願いいたします。では佐藤委員、どうぞ。 

 

○佐藤委員 

 まず、今回の産構審の進行、資料作成、まとめなど、一連の重要な作業をとり行っていただ

きました事務局に対しまして、その労に感謝申し上げたいと思います。また多岐にわたって有

意義なご意見、各委員の皆様から出された結果を、当局におきまして市場発展に十分生かして

いただきたいというように希望しています。 

 そこで感想やお願いに近いところかもしれませんが、私からは４点に絞って、重要な点だと

思われるところを簡潔に申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、２ページの３にあります農産物市場の移管についてであります。関係各位の

ご努力によって、商品移管が市場間で合意されたということは大変喜ばしいと思っています。

特に東工取にはご決断いただいて、農産物取引の当業者として大変に感謝しているところです。

これにより粛々と手続が進んでいくと思いますが、市場振興については粛々ではなく、大々的

に進めていただきたいと考えています。受け入れる取引所に任せるだけではなくて、このよう

な形を希望した取引員の皆様にこそ力を発揮していただく必要があると考えています。農産物

市場を今よりも一段も二段も上の状態にして、商品移管が名実ともに歓迎されるような状態に

なることを期待するということです。その意味で我々当業者としても、協力できるところは大

いに協力していくべきだと考えております。 

 ２点目は10ページの (4)の②にありますが、外務員の資質向上ということです。これは絶対

的に必要と考えております。商品先物市場の基本とか、商品の特性、専門知識などの理解・習

得がなければ、制度をどのように変えても市場の公正で、かつ健全な発展は望めないと思って

います。いいかえれば商品先物市場の機能や存在意義を理解して、外務員の本来あるべき姿と

いうのがわかれば、法令遵守とかコンプライアンスなどというものはおのずと達成できると考

えます。そのためには市場分析とか論文等を発表する場など、特に若い人たちがいい意味で資

質向上を競える環境づくりというのも重要ではないかなと思っています。 

 その外務員の資質向上と同時に、３点目としては11ページの３にあります正しい理解の拡大

ということ。これを広く社会に働きかけていくことは、とても大切なことではないかと思いま

す。ただ問題は、それをだれが推進するのかであります。当然ながら取引所が中心となり、業

界団体も含めて地道な商品先物市場の啓蒙運動になるかと思いますが、その上で市場の正しい
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データや分析などの積極的な情報提供が必要と考えます。 

 取引に参加する際、最も重要なことは情報であります。日々刻々と変化する経済情勢や、商

品そのものにかかわるデータなどは商品先物を取引する理由や根拠になります。また、正しい

情報は誤解を生むような取引勧誘などの防止にも役立つはずです。この情報提供については、

主務省の役割が今後大きく注目されるべきではないか。また、積極的に対応していただきたい

と考えております。正しい情報の提供が正しい理解の拡大につながると考えております。 

 最後に申し上げたいことは、市場参加者の中で重要な位置を占める一般投資家の意見や、要

望を吸い上げる場を設けることが必要ではないかなと思っています。取引員の皆さんがその代

弁者でありますけれども、直接そのような方々の声を聞くことに意義があるのではと思ってい

ます。失敗例とか弊害例だけではなくて、成功例などから今後の商品先物市場のあり方のヒン

トが得られる可能性があるのではないかと考えておりますので、この辺も対応については期待

していくところであります。 

 私からは以上であります。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。それでは、佐野委員どうぞ。 

 

○佐野委員 

 今説明いただいた報告書に関しては特に大きな異論はなく、賛成いたします。市場の活性化

というのは、やはり健全化が重要であるということもきちんと書かれていると思います。ただ

何点か、非常に細かい部分で恐縮ですが、修正を考えていただければという部分があるので申

し上げたいと思います。 

 まず10ページの、外務員のところです。 (4)個人投資家の②の外務員の部分なのですが、私

は外務員というのは商品先物取引市場における流動化を高め、その機能を発揮させるという役

割だけではなくて、委託者保護もきちんと保つという役割があると思いますので、その文章を

ちょっと変えていただきたく思います。新しい文章としましては、「その機能を発揮させると

いう役割とともに委託者保護の役割も担っており、法令遵守に加えて、商品市況や」というよ

うに続けていただければなと思います。 

 次に13ページの不招請勧誘の禁止のところでは、上から４行目に「１年半しかたっておらず

～十分にみきわめることは難しいため、引き続き相談・被害の」ということで、まさにそのと

おり書かれているのでいいと思うのですが、次のページの上から５行目に「現時点においては、

こうした拡大が必要な状況にはないと考えられ」と、何回か読んでみるとすごく矛盾している

ような気がするのです。一方では、まだ１年半しかたっていないのでみきわめることができな

いといいながら、こちらでは、現時点では拡大が必要な状況にはないと。それはちょっと矛盾

しているように考えられるので、こういう形はいかがでしょうか、「附帯決議が衆参両院でな

されたところであり、引き続き、規制の効果と被害の実態を検証していくべきである」という

形にして、「現時点においては、こうした拡大が必要な状況にはないと考えられ」を削除する

という形はいかがでしょうかと思います。 

 それから (2)自主規制の充実についての①、上から３行目。自主規制というのは、きちんと

実効性を確保しなければならないと思いますので、「指導・監督などの実効性ある積極的な取

り組みを行っていく」という、もう少し強く書いていただけないかなと思います。つまり「実

効性ある」という言葉を足していただきたいと思います。 

  (3)の顧客の知識や経験に対応した勧誘のあり方。ここは多分適合性原則のことを意味して

いると思うのですが、そうすると顧客の知識や経験だけではないので、ここに「等」という言

葉を入れていただければと思います。 

 そして次の15ページの②、適合性の原則の確認においての最後のところに「丁寧にダブルチ

ェックする社内体制を整備することが有効である」とありますが、ただダブルチェックするこ

とではなく、各社の社内体制をきちんと整備していただきたいということを書いていただけれ

ばと思います。 

 以上、細かい点ですが、修正していただければと思います。 
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○尾崎分科会長 

 わかりました。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。江崎委員、どうぞ。 

 

○江崎委員 

 二、三、コメントさせていただきたいと思います。 

 全体としては、この各所に盛り込まれておりますいろいろな活性化対策は、日ごろから私ど

もが考えていることと方向はほぼ一致しておりまして、全く違和感はないなという感じでござ

います。これから私ども、ここで提案されていることにつきまして取引参加者と広く考えたい

と思いますが、関係者の意見を十分聞きながら具体化に向けて努力をしたいなと思います。 

 個別の件で少し申し上げますと、６ページに新規上場の話が出ていますけれども、下のほう

で電力の話が出ています。この点は現在、ご承知のようにエネ庁の総合エネルギー調査会なん

かで、電力の体制について議論がなされております。ここでどういう議論になるのかよくみき

わめる必要があります。発送電の分離ですとか、あるいは電気料金の自由化とか、競争を促進

する方向での議論がなされると思いますが、それがずっと進んでいきまして、例えば発電事業

をやるという場合に、非常にリスクヘッジも必要だということになってきた場合に備えて、恐

らく議論の場でも多分先物市場とか、そういうものの必要性も議論されてくるだろうと思うの

です。私どもとしては、そういう状況をみながら遺漏なく準備をしたいと思っております。た

だ、卸電力の市場がもう既にあるわけでございまして、そういう関係機関とも十分連携しなが

らこの問題に対応していきたいなと思っております。いずれにしても非常に関心をもって今準

備をし、また議論には注視をしている状況でございます。 

 それから７ページの (3)に現物受渡制度の柔軟化というのがございます。私どもはこの受渡

制度をぜひ柔軟化して、特にここにも書いてありますけれども海外の利用者を考えると国内だ

けに限定するよりは、受渡場所も海外で行われることが必要になってくると思います。そうい

うことによってより市場の参加者をふやしていきたいと思っておりますので、これも積極的に

取り組んでいきたいなと思います。海外の例をみてみますと、受渡当事者の合意というのが前

提になっているようでございまして、私どもはそのようなことを中心に、どういった制度がい

いのかということを考えていきたいと思います。 

 11ページに、上のほうですが税制・口座の一元化というのが出ております。これは我々とし

ても非常に大事な点だと思っておりまして、特に金融商品をやっていらっしゃる投資家が商品

にも資金を投入していただくということを考えますと、こうした税制ないし口座の一元化は非

常に重要な要素だと思います。それからヘッジの点も同様でございまして、そうした制度的な

枠組みが整うと当業者もヘッジの場として利用するということがありますので、税制の問題、

会計処理の問題。こうした問題もあわせて考えていただきたいと思います。 

 13ページにＯＴＣ取引のことが書いてありまして、私どもＪＣＣＨさんとこれから相談しな

がら取り組んでいきたいと思っておりまして、これも前に申し上げましたが、海外の商品取引

所でうまくいっているといいますか、経営が非常に安定している取引所はＯＴＣなんかとうま

く連携してやっているというのがございます。私どももぜひそういう方向にもっていきたいと

思います。ただ、実は課題がなかなか大変でございまして、例えば商先法そのものに類似施設

の開設の禁止というのがあります。それとの関係をどう考えるのかとか、それから現実的な例

でいえばＪＣＣＨさんの資金力の問題です。これも今の段階ではかなり制約があるということ

がいえると思います。もう１つは、ＯＴＣでクリアリングをするということは、つまりカウン

ターパーティー・リスクを遮断する要素があるのでしょうけれども、石油製品なんかを考えて

みると、まだ依然として縦の系列の流通というのも圧倒的なウエートを占めているのです。そ

ういう中でどの程度のクリアリングニーズがあるのかというあたりもみきわめないと、多分末

端のスタンドに近いところは系列がかかっていてもかなり崩れているのがあると思いますが、

上流にさかのぼるほど系列がまだ崩れていないと思うのです。そのあたりをどう評価するかと

いうことがあります。 

 それからどこかに書いてあったと思うのですが、海外でも法的なクリアリングをやっている
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ところがある。例えばＣＭＥなんかはやっているわけですが、そういうところで日本の商社さ

んがやっているわけです。だからそういうところと競争してやっていくというのは相当エネル

ギーの要ることですから、そこら辺を私どもとしても相当研究し、また努力をしなければいけ

ないなと思います。 

 最後に、先ほどおっしゃったことで一言ちょっと申し上げたいと思うのですが、14ページの

上から５行目、「現時点においては、こうした拡大が必要な状況にはないと考えられ、引き続

き、規制の効果と被害の実態を検証していくべきである」というように書いてある点です。

「こうした拡大が必要な状況にはない」というのは削除すべきだというご意見でしたけれども、

ここ数年の苦情の件数、トラブルの件数というのは激減しているのです。そういう状況からみ

ると「拡大が必要な状況にはない」というのは非常にもっともでして、これを削除するという

のは、そういう現実に目をつぶることだと思うのです。非常に不公正な話だと思います。です

から、ぜひこういうことは記述すべきだと思います。ただ、確かに不招請勧誘が導入されてか

ら１年半しかたっていませんから、もう少し状況をみきわめる必要があるというのはそうかも

しれませんけれども、これを削除するというのは、ちょっと現実から目をつぶることになるの

ではないかと思います。 

 以上、とりあえず申し上げました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では大田委員、先にどうぞ。 

 

○大田委員 

 基本的には、全体の報告（案）のとりまとめについては、この分科会での議論が十分反映さ

れているということで賛成をいたします。 

 それで先ほど佐野委員からご指摘のあった点は、私もいずれも同感でございますので、ぜひ

表現の修正をしていただきたいと考えております。 

 それに加えて、修正の箇所としては、15ページの最後の②のところですが、「適合性の原則

の確認において、年齢など」とあるのですけれども、これまでガイドライン等で収入とか資産

についても具体的な考慮要素があったと思いますので、年齢等に加えて「収入、資産など」と

いうように加えていただきたいと思います。 

 それから先ほど江崎委員からご指摘のあった点でございますが、14ページの国会の附帯決議

の関係です。国会の附帯決議でなされている議論をみますと、被害がゼロに近くなるというこ

とをまず前提にして附帯決議がなされていますので、減少しているから現時点でその必要がな

いと言い切れる状況にはまだないと思います。私のほうからご紹介しました、新しい不招請勧

誘規制のもとでのスマートＣＸから一般先物への被害例、これは件数がまだまだ十分ではない

のかもしれないですし、具体的に裁判例等の形で明確になっていないとはいうものの、私のほ

うが救済に当たっている弁護士に少し確認したところだけでも、今回、４月にご紹介したよう

な被害事例が出てきたことを考えますと、簡単にこのように必要がないとまでは言い切れない

と思います。私としてもここは削除していただいて、「引き続き、規制の効果と被害の実態を

検証」するということにとどめておくべきではないかと考えております。 

 あと経験者等の取り扱いというところで記述がございますけれども、確かにほかの証券取引

等で不招請勧誘が禁止されている取引について、既に参加している方について、そういう経験

のない方と比べて差別を設けることについては反対するものではありません。私たちが商品先

物被害でみていく中では、経験者ということで規制逃れとまではいいませんけれども、いろい

ろなトラブルが生じていますので、ここについてはかなり詳しい明示的な制限を設けて、経験

者という名のもとに一般投資家での被害、消費者被害と位置づけられるような被害がないよう

に、十分なご配慮をいただきたいと考えております。 

 それから外務員の資質向上の点については、先ほど佐野委員が発言いただいたとおりでござ

いまして、当然委託者保護の観点から十分に活動していただかなければいけない立場でありま

すし、これまで悲惨な被害が起こってきた現場にいたのは外務員でございますので、この外務

員の資質の向上なくして商品先物市場全体の活性化はあり得ないと考えておりますので、その
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点もご配慮いただきたいと思います。 

 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。では高井委員、どうぞ。 

 

○高井委員 

 私のほうからは、この報告書に書かれているいろいろ詳細なことに関するコメントとか、字

句の修正ということではありませんでして、もうちょっと大きな話をぜひこの場で差し上げた

いなと思っております。 

 実は先週の金曜日に、非常に大きな企業買収がありました。それはロンドン金属取引所、ロ

ンドン・メタル・エクスチェンジ（ＬＭＥ）といいますけれども、 135年間の歴史がありまし

て、世界じゅうの非鉄金属の値決めを80％以上独占しておる非常に伝統ある取引所です。ここ

が香港取引所に買収されるということが発表になりました。最終的にＬＭＥの取締役会にかけ

て、必要な手続をとった上で承認されて実行されるということになっていますから、まだ最終

ではないのですけれども、香港取引所、それから米国のインターコンチネンタルエクスチェン

ジ、シカゴのマーカンタイルエクスチェンジ（ＣＭＥ）と、この３社の大きな取引所がＬＭＥ

をめぐってビッド合戦をして、最終的に香港が勝ったということです。この買収は非常に破格

でして、 1.4ビリオンダラー、14億ドル、 1,700億円という買収金額でありまして、ＬＭＥの

年間収益の百数十倍に当たるような金額です。直近の会員権の売買価格の約20倍以上というこ

とで、普通の企業買収の常識からすると全く経済性を度外視した買収です。 

 何で香港取引所がこういうことをやったかということです。香港取引所というのは、主要株

主は中国政府です。中国政府がもっている香港取引所。これは証券取引所なのですけれども、

商品の取引経験はほとんどない。そこがＬＭＥを買ったということなのですけれども、私の解

釈は、中国というのは今まで海外で非常に有力な鉱物資源であったり、エネルギーであったり、

こういう資源を買いあさってきているわけです。我々商社でもいろいろなところで、資源の競

争入札でバッティングしますけれども破格の値段で買ってくる。それぐらい彼らは資源を必要

としている国なのです。 

 今回、中国はどうしてこの取引所を買うにいったかというのは、そういう資源の価格の値決

めは取引所で行われていて、彼らは資源を押さえると同時に、値決めの場を押さえに来ている

ということなのです。幸いなのか、幸いではないのかわかりませんけれども、同じ時間帯に日

本のマーケットというのは存在しておりまして、しかも隣国でありまして、日本も中国と同じ

ぐらい、場合によったらそれ以上に資源、エネルギーを必要としている国なのです。 

 ですから、日本の経済にとって何が必要なのかという観点に立って考えた場合に、ここの審

議会でいろいろ話をしてきたことというのは、日本の商品先物取引所をどうしていくのか、商

品先物取引をどうするのか。要は今までの日本の常識の中でどうしていくかという議論なので

すけれども、ここで我々日本人が考えなければいけないのは、香港がこれから非鉄金属取引の

中心になっていくということです。既に上海に巨大な商品取引所が存在します。まだ海外に門

戸は開いておりません。シンガポールにも大きなエネルギー取引市場が存在します。そういう

アジアの大きなマクロ経済の中で東京という存在、日本という市場が、どういう商品市場をつ

くっていくのかというところを、我々関係者が行政の皆さんと意見を出し合ってぜひ考えてい

かないと、もう恐らく10年後には商品先物業界が日本にはない可能性があります。みんな香港

とか上海とかシンガポールに居を移して、日本には取り次ぎだけをやっている人たちが残るよ

うな形も、僕は全く非現実的ではないと思います。そういう意味から今回の審議会の議論を技

術的な話で終わらせるのではなくて、日本の経済にとって何がベストか、国益にとって何がい

いのかということを、既に中国がこれだけアジアに覇権を伸ばしてきているという現状を踏ま

えて、ぜひ議論をしていきたいなというように感じました。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 
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 どうもありがとうございました。では三次委員、どうぞ。 

 

○三次委員 

 私が感じていたことを、まさに高井委員からより詳しく教えていただけましたので、いいお

話を伺えたなと思っているところです。この審議会に６回、参加させていただきまして、実は

ずっと感じていたことがあります。それは国内から商品先物市場がこのまま縮小していって、

もしなくなってしまったら国民は本当に困ってしまうのだろうかという疑問です。 

 先週末、日経新聞で発表されたＬＭＥの香港取引所による買収をみても、価格の値決めの場、

価格決定権を国がもつことの重要性を中国がすごく感じているのだということを、私は感じた

わけなのですけれども、では今、日本がそれをどのぐらい真剣に脅威として感じているのかと

いうのを、実はすごく不安に思っていたところだったので、今の高井委員の話は私にとって非

常に勉強になりました。 

 11ページ、啓蒙の必要性のところです。正しい理解の拡大というのがあったのですけれども、

これまでも国民とか投資家の方々に啓蒙する際には、資産運用の場だけではなくてリスクヘッ

ジとか、価格指標としての意義があるということは伝えているとは思うのですけれども、それ

がここに集まっていらっしゃる方とか、業界に関連している方はもちろんおわかりになってい

ると思うのです。では一般の方々、消費者、国民の方々は、それが果たしてしっかり入ってい

るのかというと変なのですけれども、本当に商品市場が国内に必要なものとして理解されてい

るだろうかというのが、この審議会を通じてずっと私が感じていた疑問だし、やはりそういっ

た視点での啓蒙というのは必要なのではないかと思います。 

 実際なくなってしまった場合に国民生活、一般消費者の人は何が、どう困るのか。それがわ

からないと、商品先物市場というのはずっとグレーで、ダークなイメージのままではないかと

思います。なので啓蒙する際には、国民にとって実際なくなったら何が、どう困るのか。もし

くは高井委員がおっしゃるように10年後、20年後になくなってしまっても、海外に代替市場が

あれば――代替というか日本より大きな市場があるわけなのですけれども、海外を通じて取引

できれば、リスクヘッジの場があれば海外の資産運用の場として、例えばＷＴＩとかブレント

が取引できれば、それで国民は困らないのかというのを、もうちょっとしっかり議論というか、

国民の皆さんにわかるような啓蒙をしていく必要があるのではないかなと思っておりますので、

啓蒙される際には、そういった視点もちょっと入れていただけるとよろしいのではないかなと

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。では荒井委員、どうぞ。 

 

○荒井委員 

 荒井でございますが、まとめていただいた目次をまず拝見しまして、今回の産構審の分科会

のメインテーマは、第３章の見出し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。これがメインだろうと思うのです。ただ、活性化・発展を考えるにつきましても、健全な

発展でなければいけないということで、そこで委託者保護の観点というものが登場してくるの

ではないか。こういう受けとめ方をしてございます。 

 それでこの中身、きょうのご説明を含めて拝見しましたら委託者保護に対しての目配りとい

うのが、私の受けとめ方としては十二分に触れられている。これは総論のところでもそうでご

ざいますし、各論のところでもそうだという印象をもつわけです。活性化、あるいは発展の方

向を考えながら、しかし委託者保護を忘れてはならないということで一貫しておりまして、そ

ういう意味では私の言葉としてバランスがとれているなという印象でございます。 

 そこで先ほどの佐野委員と大田委員のご発言にまたちょっと関連して発言させていただきた

いのですが、13ページから14ページの不招請勧誘禁止についての取り扱いですけれども、これ

は決して前段と後段とが矛盾しているわけではなくて、第１回目から始まって５回に至る議論

の中で、片やさらに不招請勧誘を強化すべしというご意見もありましたけれども、逆にトラブ
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ルが極めて少なくなってきている実態からいえば、近い将来において禁止の規制をむしろ外す

べきではないかという方向でのご意見も、私も含めて結構多かったことも事実だろうと思いま

す。 

 13ページから14ページにかけての前段は、規制を取り外すということについてはまだ１年半

しかたっていないから、それは直ちに見直すというわけにはいかないでしょうと。後段のほう

は、例の附帯決議の関係でむしろ広げるべきかという観点からすれば、現状からすれば先ほど

江崎委員からご指摘もありましたけれども拡大が必要な状況にはないという認識を表明してお

られるわけで、いってみれば、この分科会でのいろいろな意見をすべて受けとめてまとめてお

られる。しかも現状では拡大が必要な状況ではないといいながら、やはり「引き続き、規制の

効果と被害の実態を検証していくべきである」と。私自身は、むしろ時間的にも無制限でいつ

までもみていくことでいいでしょうかという立場からご意見を申し上げたわけですが、そうい

う意味で14ページの一番最後のところを削る必要はないと思います。 

 それから自主規制のあり方につきまして、これも各論のところで随所にご指摘がございます。

それはコンプライアンスの遵守、あるいは外務員の資質の向上を含めて自主規制機関としても

今後、今回の産構審分科会の結論、あるいは議論の経過を十分踏まえて対応していかなければ

ならないと思っておりますが、私ども基本的な姿勢としては、個々の外務員に対して何らかの

措置をということも出てくる可能性はございますけれども、どちらかといえば、システムとし

て外務員の資質の向上のために自主規制機関は何ができるか。あるいは、各社でどういう体制

が組めるのかということを後方支援的に見守ってまいりたい。また、新しいアイデアが何かな

いものかということを考えてまいりたいという姿勢でございます。 

 そういう意味では、先ほど佐野委員から実効性のあるものをというご意見がございまして、

これは別に反対ではございませんけれども、何らかの措置を考える以上は当然のことでありま

すので、あえて反対でもございませんが、そこまでいっていただかなくても大丈夫という気持

ちがございます。 

 それから15ページの適合性原則のところで、社内体制整備の表現をというご指摘がございま

した。この趣旨は、まことにそのとおりだと思います。ダブルチェックというのは現在、それ

ぞれ商取引業者の各会員の方々は一生懸命社内チェック、ダブルチェックは現に行われている

のです。そういう意味では、そういう体制がしかれているかどうかを自主規制機関の私どもを

含めて、あるいはお役所も含めて今後とも見守っていただければ結構なわけでありまして、社

内体制整備という観点自体には特にあえて反対でもございません。 

 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。ほかに。では細井委員、どうぞ。 

 

○細井委員 

 私のほうからは、市場の国際化ということに関して若干意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 エネルギー、石油の上場がされて徐々に拡大してきて今はやや低調でございますけれども、

かつて非常に石油産業が規制されていたときから自由化されて大きく変わってきて、このよう

な石油先物市場が活性化された経緯にあるわけです。私は今の先物市場を考えるに当たって、

それと必ず表裏一体にある現物市場というものを考えていかなければいけないと思っておりま

す。現物市場がどの上場商品につきましても、いろいろな環境変化の中で多くの商品が国際化

されている。それによってヘッジニーズが高まってきているということも事実であろうかと思

っております。例えばエネルギー、石油でいうならば、ガソリン、灯油というものは国内で販

売しているガソリンと灯油ですから、あくまで国内市場ですけれども、一方でこの原料となる

原油、もしくは石油製品の輸入というものは海外市場から輸入している。必ず現物のコスト、

買いがあって、それを販売する。それに対応して先物も買いに対応する売りと、売りに対応す

る買いというものでヘッジが成り立っているわけだと思います。 

 そういった意味では必ず現物市場が国際化されている中では、その反対売買である先物取引
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についても必ず国際化、ある意味では海外との市場の競争がなされているのではなかろうかと

思っております。ガソリンでいいますと、例えば原油を輸入してガソリンをつくって売るわけ

ですけれども、ガソリンを売るということに関してヘッジする場合のガソリンに関しては、売

り市場に関しては東工取しかできませんけれども、原油の価格を固定するためのヘッジという

のは東工取だけではなく、ＯＴＣでもできるし、それからＮＹＭＥＸでもできるというような、

こういう市場間での競争があるわけです。 

 そういう環境の中での国際化であって、ここに記載されていますドル建てでの売買ができな

いという、極めて日本独自の問題であろうかと思います。例えばロンドンで原油の取引をする

場合はドル建てでございますし、ドバイでもドル建て。私、上海はちょっとわからないのです

けれども、どこでもドル建てが当たり前であるのにもかかわらず日本市場だけは円建てになっ

ている。極めて孤立、ガラパゴス化しているということがいえようかと思います。 

 また必ず２つの取引が存在する中でＯＴＣを取り込むということは、片やガソリンの場合で

いいますと、ガソリンを輸入するマーケットは東工取の中ではないわけで、必ずＯＴＣで取引

をする。でもＯＴＣのクリアリングを東工取もしくは日本の市場でできたとするならば、セッ

トの取引として東工取が必然的にその役割を果たしていく。そういうことも十分考えられると

思いますので、現物市場が国際化しているという環境の中で、それに類したドル建ての採用、

またはＯＴＣクリアリングの採用というような国際化に向けての取り組みを、ぜひとも強化し

ていただきたいなと思っております。 

 

○尾崎分科会長 

 では川村委員、どうぞ。 

 

○川村委員 

 今回、大変短期間の中で、この会議での結論と申しますか、方向性を非常に正確に記載した

報告書をおつくりいただいて、私としてはこれで大変結構ではないかなと思っております。 

 感想めいたことを申しますと、この報告書の表題の下にある、かた苦しい文章ではなくてサ

ブタイトルというのはまさにこの会議でやろうとしたことであり、目的であろうと思います。

つまりオープンで、サウンドで、アクティブで、アトラクティブなマーケットをつくることに

よって、日本の経済競争力を強めるのだということです。そういう枠組みの中で商品先物市場

をどう考えるかという議論だったと思うのです。 

 議論の過程で感じたのは、いわばマクロの議論とミクロの議論と当然あるのですが、ミクロ

の議論はミクロの議論でする場があるわけでありますから、そこは専門的にきっちりやらなけ

ればいけないし、必要なわけであります。ここはどちらかといえばマクロの制度論というか、

競争政策という観点からみるわけでありまして、そういう観点からしますと、何人かの委員の

皆様がそれぞれのお考えで修正が要るとか、あるいは要らないとか、いろいろご議論ありまし

たけれども、私は全体をあえて修正する必要はないし、このままで全体としてみればいいので

はないか。そういう種類の報告書だというように理解しております。また、よりテクニカルな

部分であるとか、ある局面、いろいろな数字等がマクロに対してどのぐらいのパーセントとい

う話なのか。あるいは非常にスペシフィックなテーマについてのスペシフィックな現象である

のか、ないのか。それはまた別の場でご議論いただければいいのではないかなと思っておりま

す。 

 特に健全性ということに関して留意しておかなければならないと思うのは、どなたかからリ

スクがないものでなければいけないみたいなご議論があったと思うのです。実はここでやろう

としていることは、これは証券取引も全く同じでありますが、すべてのものにはリスクがある

ということを投資家が理解し、投資家の予見可能性と財力その他があるということをしっかり

理解してもらって、リスクのあるものを進めているのだということです。平たく考えれば世の

中にリスクのないものなどというのは、日常生活から何から考えてあり得ないわけでありまし

て、ただリスクがあるものを、いかに投資家がちゃんと理解して行動するかということが投資

家保護で、そのために十全を期す。そういう趣旨だなというように感じていることを付言して

おきたいと思います。 
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 それともう１点、先ほど高井委員から最近の香港の動きというのがありましたけれども、私

は大変脅威に感じているし、日本がラストチャンスにあるなというのが実感でございます。商

品取引の世界で中国が大きな力をもっていることは間違いないわけですが、実はその取引の反

対側には当然お金があるわけでありまして、ドルとユーロが今非常に厳しい状況の中で、人民

元というものが次第次第にプレゼンスを高めてきている。現状では貿易決済で人民元でまだ９

％ぐらいしか使われておりませんけれども、これが３割、４割になるのは時間の問題であろう

ということです。そういう意味では野田総理が昨年末に北京に行かれて日中首脳会議で金融面

で、いいかえると人民元と円で一生懸命やろうといって、この４月にも、あるいは６月１日か

ら東京市場で元と円の直接決済が始まったわけでありますが、世界で元経済というのがどんど

ん広まっている。そうするとこのまま日本が何もしないでいると、物の世界でも、その反対側

にあるお金の世界でも、結局はドル圏と人民元圏。少なくともアジアは間違いなく中国圏にな

ります。気がついてみたら極東に何か小っちゃな島が幾つかあるねということで、おしまいに

なってしまうことは間違いない。 

 先ほど国内の商品取引市場が一歩間違えたら10年先にはないのではないかというお話があり

ましたけれども、このままにしておけば私は５年以内になくなると思います。もっといえば、

私自身はふだん比較的証券市場に近いところにいますけれども、このままにしたら証券市場が

10年以内になくなってしまうのではないかという危機感を感じるくらいでありますので、そう

いうパースペクティブから、ぜひこの報告書の意に添ったことを迅速に実行されることが大事

なのではないかなという感想をもっております。 

 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。ほかに。――岡地委員、どうぞ。 

 

○岡地委員 

 このとりまとめ報告書に関しましては大変もっともな内容でございまして、商品市場の発展

の必要性ですとか、あるいは方向性はしっかりと示されていると思います。 

 日本の商品先物市場、先ほども川村委員からございましたけれども非常に厳しい現状でござ

いまして、現実にここまで落ち込んだ市場を建て直すというのは決して簡単なことではないと

思っております。いずれにしても、何としてもこれ以上の衰退というものは防いで、先ほど香

港によるＬＭＥの買収とか中国の話が出ましたけれども、日本の商品先物市場の特に国際競争

力、これを高めていくということは大変重要で、そのためにはここにもございますけれどもさ

まざまな政策の組み合わせですとか、もちろん関係者の努力が不可欠であると思っております。 

 いずれにしても、そういったものを通じて結果として現実に市場の出来高ですとか、流動性

といったものがふえていくことが大変重要であり、求められているわけでございます。若干時

間はかかるかもしれませんけれども商品先物市場を発展させなければいけないというような認

識を共有して、また方向性を堅持した上で環境の変化によって、その時点でどの政策が最も効

果的なのかというのは、場合によっては変わってくるかもしれませんので、そういう政策の検

証作業も継続して行っていくことは大変重要ではないかと思っております。そういったことも

踏まえた上で、もちろん業界としても先ほどからお話に出ておりますより一層の委託者保護の

強化ですとか、そして市場の活性化、その両方をバランスよく取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では多々良委員、どうぞ。 

 

○多々良委員 

 今もありましたように、ここに書かれている報告書等は、見方によればいろいろ意見はある

かもしれませんけれども変える必要は全くないと、このとおり実行していってほしいと思いま

す。 
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 それからミクロ的なことで申しわけないですけれども、最初、市場の活性化ということが中

心だと思っていたので、ちょっと方向が違ったのではないかなという不満は、正直いいまして

あるのです。皆さんもよく認識されております日本の商品先物市場の衰退というのは、皆さん

が考えられている以上に非常に重大な危機に直面していると思っております。ですから、いろ

いろなことをするのにも、迅速にやっていただかないとだめだなということだと思います。 

 確かに国際的に他に、ニューヨークにあったり、シカゴにあったり、香港にあったり、ロン

ドンにあってもいいですけれども、そういう原料を決めるところの大きなものと、それから消

費者物価にかかわる日本の価格というのはやはり東京の市場がないと、上海の市場の都合でど

うのこうのと、ガソリンの値段がこうなるといわれるとヘッジはできなくなると思います。ま

してや原料を輸入する。そのときに円建てというのは、そういう意味ではまたメリットがある

のです。ですから海外からもってくる船賃だとか、為替だとかを考えないで、ストレートに国

内の受け渡しということもあるので、すべてが否定されるわけではないと思います。ですから、

そういう意味で東京というか、日本に先物市場がなくなったときの国民経済等々が非常に重大

な局面に、危機にさらされるということをもう少しこういう場で認識してほしいなと、評価し

直してほしいなというのが私の希望です。 

 以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 では渡辺委員、どうぞ。 

 

○渡辺委員 

 皆さんご発言をされて、私一人発言しないのは民主的でないと思いますので、最初の会合と

最後の会合で発言することになります。 

 大方の皆さんと同意見です。報告書としてのできばえは大変いいと思います。一番肝心なこ

とは、これをどうやってきちっと実行していくかということにかかっていますので、行政も、

それからここに参加している関係者の方々も、みんな努力が必要だと思っています。 

 冒頭、佐藤委員から農産物市場の移管の問題についてご意見というか、ご指摘がありました

ので、私の見解を述べておきたいと思います。農産物市場の維持・継続のために東京工業品取

引所と関西商品取引所が大変好意的に、かつ意欲的に対応してくださったことに対して感謝を

申し上げたいと思っています。 

 これまで総合取引所構想のいろいろな委員会や会合がありました。検討の場がありました。

私はその場でも発言をしてきたのですけれども、結局のところ、魅力ある上場商品の豊富な品

ぞろえが重要です。しかもワンストップで便利に、そこに資金を投じ、また回収することがで

きるということであります。俗な言葉で説明いたしましたけれども、品ぞろえの少ない百貨店

に人は来ないということでありますので、特に行政当局におかれてはこれからも上場の柔軟性

ということについて、上場したら必ず何が何でも物にしなければいけないということではなく

て、時と場合、時と季節がその商品の発展を応援することもあるわけでありますので、上場の

柔軟性による品ぞろえの豊富さということについてご配慮願いたいと思います。 

 今回、農産物市場の大宗が東京工業品取引所に移るわけでありますけれども、これによって

東京工業品取引所におけるラインナップはかなり豊富なものになります。しかも１つの画面で

柔軟に便利に使えるわけでありますので、私はそういう意味で商品先物市場のある意味での統

合が、これから商品先物市場の振興に大いにつながってくると思います。 

 また関西商品取引所においてはこれまでコメ取引発祥の地であり、随分長い間、72年間上場

がとめられていたものが上場された後、東京のコメと関西のコメとが一緒になって取引がされ

るわけであります。コメの上場のときに私どもが考えましたのは、日本のコメの先物市場が東

アジアの中軸になるということでありますので、こんな言い方をしていいかどうかわかりませ

んが、大連の取引所がコメ上場の申請をし、かつ躊躇している間にこそ関西商品取引所におい

ておコメが隆盛を極め、むしろ東アジアを引っ張っていくというような時代が可能性としてあ

ると思っていますので、そういう点で両取引所に渡すときにも、私どもとしては、それなりの

振興を業界と一緒になってやっていきたいと思っています。 



 

 

- 16 - 

 いずれにしても、今回、この報告書もそうでありますし、２ページの「はじめに」の３のと

ころに大事な文章を載せていただきましたので、これをきっかけとして今後、商品先物市場の

さらなる、あるいは再度の活性化というものが可能になることを私としては大いに期待をして

いるところでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上であります。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。オブザーバー、何かございますか。では岡本さん、どうぞ。 

 

○岡本理事長（関西商品取引所）（オブザーバー） 

 これだけ落ち込んだ市場ですから、ある意味そう簡単には回復はしない。ただし、いただい

た報告書を国の立場でも、そして関係各位取引員、取引所とそれぞれの立場で合わせわざで、

この市場を健全化にもっていくということだろうと思います。また、今ほど来お話がありまし

たような先物市場の必要性というのは、当然国という立場の国益に立っても、そして一人一人

の国民という意味での国民益に立っても、必要不可欠なものであるという前提でお話をします。

今、渡辺委員からもおっしゃっていただきました。それから高井委員、三次委員からもありま

したように、いわゆる一般的に国際商品と国内商品と大きく分けて２つあります。もちろん輸

入国、消費国としての国際商品の値段が日本の中でという取引所の機能は当然必要不可欠なも

のでありますし、特に今ほど話がありましたおコメというのは、まさに国際から国内商品とい

うことであります。いわゆるおコメの値段が唯一、日本から海外に向けて発信できる可能性の

あるものだと思っておりますし、少なくとも中国の大連やシンガポールや香港で値決めがされ

て、そこで日本のおコメの値段が決まるということは大きく国益にも、一人一人の国民益、そ

して当然生産者である農家にも違う形になろうかと思います。 

 その意味で商品を預かる取引所としての気概はもう当然のことなのですけれども、そういう

商品をきちっと育てるという機能も大事な役割だと思っております。この報告書の中にありま

すようなことを、ぜひ国のレベルでやらなければならないこと、取引所のレベルでやらなけれ

ばならないこと、そして関係各位のご協力の中でできることだと思っておりますし、特に本来

の取引所というのは市場を管理する、機能するということが大きな目的でしたけれども、これ

からは特に営業力も必要なので、取引所が基軸になってきちっとした商品として商いを活性化

させていくと。そんな方向にさらに努力することもお話しさせていただきながら、ぜひよろし

くお願い申し上げます。 

 

○尾崎分科会長 

 では、高橋さん。 

 

○高橋社長（日本商品清算機構）（オブザーバー） 

 今回の報告書でございますけれども、ある意味で非常に具体的な話が並んでいるわけであり

ます。私はこの分科会と何年かおつき合いをさせていただいておりますけれども、ある意味で

はかなり画期的な具体性というか。そういった意味では、細かいところまで意を用いてつくら

れたなという感じがしております。また難しい勧誘規制の問題についても、それこそバランス

をとった表現を使って、これはかなり苦労されたのだろうというように拝察するわけでありま

して、そういった意味では事務局のご努力に敬意を表したいと思います。 

 また清算機関の立場として申し上げれば、清算機関としても幾つかご提言なり課題提起をさ

れております。大変ごもっともであり、かつ我々のそもそもの経営課題にもなっている案件ば

かりであります。また国際的にも最近出たＩＯＳＣＯの新しい勧告も含めて、清算機関に対す

る国際的な要求水準が高まっているということは確かであるし、また清算機関の要求水準を高

めることによって市場の活性化を図っていく、安定化を図っていくということが、ある意味で

は我々としても大変大きな課題になっておりますので、そういった意味では大変時宜にかなっ

た記載となっておるわけであります。 

 他方で、先ほど川村委員がおっしゃいましたミクロの話かもしれませんけれども、ある意味
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で清算機関の立場というのはリスクを管理したりとか、リスクを抑制したりというような意味

では、いってみればバランサー的な役割をもっているわけであります。市場振興は当然必要な

わけでありますけれども、他方でバランサーも必要というところでは、これもバランスという

言葉になってしまいますけれども、そこをうまく両立できるようなことをやっていかないとい

けない。例えば外貨建て取引は大変有効だというように書いてありまして、それは当然だと思

いますけれども、他方で当然我々は円の決済をやっているわけであります。そこで外貨建て決

済を一緒にすることはなかなか難しいわけでありまして、そうなると円建ての決済と外貨建て

決済とはネッテイングが難しいとか、プール計算は難しい。ただ、これは何とかしないとうま

くないなということもありますし、ミクロの話としては今後とも検討しないといけないと考え

ているわけであります。 

 そういった意味で清算機関の立場として、これから先に生じるであろうミクロの検討という

か、具体化の方策については市場の活性化に資するように、かつまたうまくバランスがとれる

ように、清算機関の立場としても参画をしていきたいと思う次第であります。 

 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。 

 本日は委員の皆さん方と、またオブザーバーの方にもご発言いただいたわけでございますが、

何か最後に一言いっておきたいという方はいらっしゃいますか。よろしゅうございましょうか。

それぞれご意見いただきましたけれども、ご議論といたしましてはこの報告書（案）、おおむ

ねご支持いただけたものと理解させていただきます。修文について若干ご意見がありました。

また、それについて必要がないというご意見もありましたので、こちらのほうでどうするかを

判断させていただきたいと思います。それぞれのご趣旨はよくわかっておりますので、そのよ

うに考えたいと思っております。 

 きょういろいろと出てまいりましたけれども、まさに脅威が現実であるというところは、こ

の分科会だけではなくて前の分科会からもかなりあったわけでございまして、日本のマーケッ

トがなくていいのかと三次委員からあった問題意識は、この分科会ではずっと共有していたの

だろうと思います。そういう意味では、それがますます現実化してきた。まさに中国の動きな

んかはご指摘があったわけですが、もっともっと現実化してきている。こういうときに前回の

分科会でもあった言葉としては、スピード感をもって対応していかないといけない部分がある

だろうと思います。 

 したがいまして、きょうこういう報告書（案）が出たわけでございますが、これをできるだ

け早く実現するというのでしょうか。可能なところから実現していただければと思います。や

はり日本のマーケットがないと困るのは、暗黙の了解というのでしょうか。我々の了解だった

わけですが、それが一体なぜ必要なのかということ。もう少しはっきりせよという三次委員か

らのご意見だったかと思いますが、そういった点はこれからもあらゆる機会にそれぞれの方が

おっしゃっていただいて、なぜ日本のマーケットがないといけないのか。これは根源的問いで

あろうかと思います。海外の値決めということに依存せざるを得ないことのデメリットという

のでしょうか。これは少し考えておかないといけないということを、私もきょう改めて感じた

次第でございます。 

 そうだからといって委託者を害してしまいますと、またもと来た道へ戻ってしまうことにな

るわけでございまして、やはり委託者保護も重要であろうということは忘れてはいけないと思

っております。そういった意味では基本的に本案に即しまして一部修正があるかどうか。こち

らのほうにお任せいただいて、この報告書を処理したいと思いますが、よろしゅうございまし

ょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では、この後の報告書（案）の取り扱いでございますが、今後、パブリックコメントにかけ

ることになります。パブリックコメントにかけられまして修正が必要となる場合も出てくるか

と思いますが、その部分につきましてもご一任いただければと存じます。また場合によっては

ご相談させていただくこともあろうかと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

 では、そのような形でさせていただきたいと存じます。ありがとうございました。 

 事務局におかれましては、本日の議論を踏まえて対応していただきたいと存じます。 

 最後に、本日をもちまして産業構造審議会商品先物取引分科会はひとまず閉めさせていただ

きます。この報告書（案）にありましたようにフォローアップということを考えておりますの

で、またその節はよろしくお願いしたいと存じます。 

 本日、北神政務官がおみえになっておられますので、一言ごあいさつをいただきたいと存じ

ます。 

 

○北神経済産業大臣政務官 

 皆さんお疲れさまでございます。きょうは本当に熱心なご議論をいただきまして、心より御

礼を申し上げたいと思います。また全部で６回だと思いますが短期集中で、私もきのう読ませ

ていただきましたけれども、すばらしい。これから最終的な整理があると思いますが、報告書

（案）についてご尽力いただいたこともあわせて御礼を申し上げたいと思います。 

 目次なんかをみると、３つぐらいの論点があったと思います。１つは総合的な取引所の話で

ありまして、これはまさにこの分科会において皆さんの指摘を受けて、今国会に法案を出した

ところでございます。野党との関係がありますけれども、何とか早く成立に向けて頑張ってい

きたいと思っています。 

 もう１つは活性化の話で取引所のサービスの向上とか、あるいは参加者を拡大するといった

積極的なご提案もいただきました。先ほどもたくさんの皆さんから危機感を聞かせていただい

ておりますが、我々政府としても迅速に実行してまいりたいと思っています。ただ、我々だけ

ではなくて、取引所の皆さんや関係者の皆さんのご協力もぜひお願いをしたいと思います。 

 ３点目は委託者保護の話で、当然活性化の大前提でありまして、信用される市場というもの

を引き続きつくっていかなければいけないと思っています。グローバル化の中で商品取引自体

が国境を越えておりますし、先ほども話がありました取引所の合従連衡が盛んな状況でござい

ます。まさに変革期真っただ中でございます。こういう中で我が国としては農産物市場の移管

というものもなされますし、今後につきましては金属とかエネルギーとか農産物、まさに品ぞ

ろえの豊富な市場という新しい枠組みの中で、これを何としても活性化していかないといけな

いと思っています。 

 国内に市場が必要であるというご指摘もございましたが、やはり産業の最も重要なインフラ

でございます。リスクヘッジの機能もありますし、値決めの話もございます。我が国は、特に

これからエネルギーが非常に重要な課題になってきます。そういう中で国内の需要と供給で決

まるのではなくて、違う世界のどこかで、それぞれの都合で決まっていくというのは、日本に

とっては非常に脆弱な状態になると思いますので、皆さんのご提言をできるだけ早く実行して、

皆さんのご協力もいただいて国内の商品市場の活性化のために全力で頑張っていきたいと思い

ます。改めて皆さんにご協力のお願いと、そして６回の熱心なご議論に対する御礼を申し上げ

まして、私のごあいさつとさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

○尾崎分科会長 

 政務官、どうもありがとうございました。 

 委員の皆様におかれましては２月から短期間、６回にわたり本分科会において集中的、かつ

精力的にご議論いただき、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６回商品先物取引分科会を閉会いたします。 

 

                                 ――了――  

 


