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第１章 はじめに 

 

１．近年のエネルギー価格の乱高下、金属資源価格の高騰などの中で、取引の

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、我が国経済の競争力を強化する上で期待される役割は大きい。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

実に減尐し、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、これまでの市場活性化策の効

果もあって、出来高の下げ止まりが見られるが、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、抜本的な取組が必要である。 

 

２．こうした中、総合的な取引所のあり方について関心が高まっており、証券・

金融・商品を一括して取り扱う総合的な取引所の実現に向けた制度の整備に

ついて「新成長戦略実現２０１１」、「日本再生の基本戦略」が閣議決定され、

また、昨年１１月には、東京証券取引所・大阪証券取引所が経営統合を目指

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

社の下におくことを可能とした平成２１年改正に加え、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．また、今年５月末には、東京穀物商品取引所の農産物市場を東京工業品取

引所及び関西商品取引所へ移管することが、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．さらに、我が国の商品市場の活性化と健全な発展のためには、委託者保護

による健全性の向上の取組みに加えて、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の拡大のため、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、我が国においても、総合的な取引所の

足かせにならないように留意しつつ、こうした商品先物市場の国際化への対

応を検討すべきである。 

 

５．本分科会は、本年２月に農林水産大臣及び経済産業大臣から、「内外の環境
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変化に対応した商品市場に係る制度のあり方いかん。」との諮問がなされたこ

とを受け、上記動向を踏まえつつ、合計６回の審議を行い、取りまとめを行

うものである。 
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第２章 総合的な取引所の実現のための制度のあり方 

 

１．検討の背景と問題意識 

市場活性化策の一環で総合的な取引所の創設の重要性が指摘されている。既

に、平成２１年の法改正において、商品取引所と金融商品取引所の相互乗り入

れ（証券・金融取引所と商品取引所が同じ持ち株会社の下に併存する場合等）

を可能とする枠組みを整備したところであるが、今回、さらに進んで証券・金

融と商品を一体として取り扱う総合的な取引所（商品取引所が金融商品取引所

と合併・事業譲渡により統合した場合等）の設立、運営を可能とする枠組みを

整備することにより、商品市場全体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．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 

 総合的な取引所の実現に向けては、これまでの法改正を踏まえつつ、当面、

証券・金融と商品（コメ等の特定の商品を除く。）を一体として取り扱う総合的

な取引所（商品取引所が金融商品取引所と合併・事業譲渡により統合した場合

等）に対する規制・監督を一元化するとともに、相互連携を確保するため、以

下のような仕組みを考えるべきである。  

 

（１）取引所 

①上記取引所については、現行法下では監督が重複することとなるので、これ

を一元化する。その際、広範囲の金融商品を対象とする金融商品取引法に基

づいて制度を構築する。 

②一方で、石油取引の際の受渡等の商品特性を勘案し、国民生活に影響を及ぼ

すような商品価格の急激な乱高下等の場合の緊急時対応、上記取引所への商

品の上場審査など、商品市場の産業政策的な観点を踏まえ、物資所管省庁の

役割を維持することが必要である。 

 

（２）事業者規制 

①上記取引所に参入する商品先物取引業者については、金融商品を取り扱う証

券会社等と同様の金融商品取引法上の金融商品取引業者とする。 

②ただし、現行の商品先物取引業者が円滑に上記取引所に参入し取引を継続で

きるように、商品先物のみを扱う事業者を対象に必要な特例を設ける。 

③自己取引のみを行う当業者等については、今後も円滑に取引を継続できるよ
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うに、商品先物取引法と同様の位置付けを維持する。  

 

（３）その他 

①上記取引所における清算機関のあり方については、基本的には投資家の利便

性等の観点から証券・金融の清算と商品先物の清算との一体化を検討すべき

ものである。ただし、当面は、現在の両取引の清算参加者の構成や清算方式

が異なる点を踏まえ、上記取引所での商品取引については、現行の商品先物

の清算機関が、引き続き清算業務を行うことを可能とする制度的対応を行う。 

②上記取引所に係る取引に対応したペイオフのあり方については、基本的には

金融商品取引法上の投資者保護基金として措置すべきものである。ただし、

当面は、二重に加入する負担の問題等も踏まえ、既に委託者保護基金に加入

している商品先物取引業者については、投資者保護基金への加入を免除する

などの特例を設ける。  

 

３．金融商品取引法等の一部を改正する法律案 

 第２回商品先物取引分科会において、「総合的な取引所実現のための制度のあ

り方について」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中間的な整理を行ったことも踏まえ、「金融商品取引法等の

一部を改正する法律案」が２０１２年３月９日に国会に提出されているところ

である。 
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第３章 商品先物市場の活性化・健全な発展の方策について 

 

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

（海外商品先物取引等も含む）は、平成１６年のピーク時から平成２２年まで

にほぼ半減した。更に直近の法改正（平成２３年１月１日施行）後、平成２３

年は対前年比５割減（ピーク時から４分の１）になっており、市場におけるト

ラブルが減尐している。中でも、国内取引所取引に関する苦情・相談件数は大

幅に減尐している。 

 一方で、商品先物市場の出来高は、平成１５年以降７年連続で減尐してきて

おり、最近漸く、これまでの市場活性化策の効果が出始めて、昨年は増加に転

じたものの、商品先物市場の活性化・健全な発展の方策を講ずることが急務と

なっている。 

 具体的には、下記のように、委託者保護に適切に取り組むとともに、商品取

引所のサービスの向上や多様な取引参加者の拡大等により市場の活性化を図る

べきである。 

 

 

Ⅰ．商品取引の活性化 

 

１．商品取引所のサービスの向上 

 

（１）新規商品の上場 

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は、新規商品の上場を検討・具体化す

べきである。具体的には、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や国内に先渡などの取引が見られ

る商品、過去の上場商品で取引状況の変化等により再上場が望まれる商品、潜

在的なニーズが見込まれる商品等につい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止められるよう、

例えば、小口での取引・受渡しをしやすいような取引の実現に取り組むべきで
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ある。  

 

（２）個人投資家に魅力のある新たな商品の開発 

金融商品の分野においては、ＦＸや株価指数先物がインターネットによって

活発に取引されているが、商品先物の分野においても、個人投資家に魅力ある

商品開発をすべきである。 

例えば、オプション取引（バイナリー（一定時間後に設定された条件をクリ

アするかしないかを二者択一で予想する）を含む）、金の限日取引（納会日と

いう期限がない商品）、指数取引（貴金属など）等が考えられる。 

  また、プログラムによる自動売買については、ＦＸ等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等の自己取引において行われている。

さらに、個人投資家等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）現物受渡制度の柔軟化 

商品の受渡は、指定された受渡場所（指定倉庫等）で行うのが基本であるが、

我が国の先物市場の利用の拡大のためには、様々な受渡のニーズに応えていく

べきである。 

例えば、商品によっては、海外から輸入され、東京で荷揚げされた後、再び

第三国に再輸出されている例があるが、海外の倉庫で受渡し、そのまま直接第

三国に輸出できれば、輸送コスト等の削減に繋がる。 

海外での受渡し等の実現を可能とするため、当事者間の合意に基づいて現物

の受渡条件を変更できる受渡条件調整制度（東工取）・合意早受渡制度（東穀

取）等1において、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。 

 

（４）取引時間の更なる延長  

東工取の取引時間は、２００８年から２０１０年にかけて累次夜間取引時間

を延長し、日中取引午前９時から午後３時半まで、夜間取引午後５時から翌日

午前４時までとなった。その結果、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割まで上昇する等、我が国の先物市場の活性化、国

際化に一定の成果があったと評価できる。また、最近、海外の商品取引所は、

                                                   
1 海外の取引所においても、当事者間の合意に基づいて、取引所の定めた受渡条件以外の条

件での受渡を認める制度（代替受渡制度：Alternative Delivery Procedure）が存在する。 
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更に取引時間を延長しているところである。 

  国内外の取引参加者を拡大するため、取引所は、システム対応、清算処理、

取引参加者の要望等に係る事情を勘案しつつ、取引時間の更なる延長につい

て検討すべきである。 

 

（５）外貨建て取引 

 海外との取引を円滑に行いうるよう、外貨建て取引を実現すべきである(Ⅲ．

１．（３）参照）。 

 

２．取引所経営の高度化・効率化等 

（１）商品取引所における上場商品の円滑な移管 

今年５月末には、東京穀物商品取引所の農産物市場を東京工業品取引所及び

関西商品取引所へ移管することが、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。 

なお、商品市場では、現在金市場の取引高のウエイ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。 

 

（２）取引所経営事業の効率化 

新たな商品の上場を始め上記の各般の施策により取引高や収入を増やす取

組とともに、取引所におけるシステム運用力の強化を通じ、取引システムのコ

ストの更なる低減も必要である。取引所の中期計画等の策定又は改定に際して

は、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、仲介業者や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．クリアリング機能（清算機能）の強化 

株式会社日本商品清算機構（ＪＣＣＨ）においては、運営財源や財務基盤の

強化、清算参加者が高い信用力を有するため財務資格要件の見直し、リスク管

理機能の強化等、クリアリング機能を強化するための取組が進められてきたと

ころである2。 

                                                   
2 違約対策財源については、毎年、利益剰余金を積み上げている決済不履行積立金（約２２
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なお、システミックリスクの顕在化を防止するため、店頭取引に係る清算機

関の利用が国際的に進められる中、ＢＩＳ及びＩＯＳＣＯにより、「清算機関の

ための勧告（２００４年策定）」等が改定され、「金融市場インフラのための原

則」として本年４月に公表された3。今後同原則等を踏まえ、ＪＣＣＨは、違約

対策財源としてのリスクに応じた清算預託金への見直し、取引時間中のリスク

の急変動への対応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。 

 

 

Ⅱ．多様な取引参加者の拡大 

 

１．取引参加者の拡大 

 

（１）当業者 

商品取引のリスクヘッジを行う当業者にとっての利便性を図るため、海外で

の受渡し等の実現を含め、受渡し条件や手続の柔軟化を進めるべきである（再

掲）。  

また、現行法上一任取引が禁止されているため、商品先物取引業者に対して

個々に数量、価格、タイミングの注文指示を出すための専従者を長時間配置せ

ざるを得ないという当業者の負担を軽減するため、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。 

さらに、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。  

 

（２）海外事業者 

海外事業者が取引所システムに直接接続するダイレクトマーケットアクセ

スの早期実現（Ⅲ．１．（２）参照）や外貨建て取引の検討（Ⅲ．１．（３）参

照）、海外の有力な商品先物取引業者・金融商品取引業者・機関投資家等の誘

                                                                                                                                                     

億円）に加え、商品取引所による損失補償のための積立金（約２６億円）及び債務履行の

担保のため清算参加者から預託される清算預託金（約９５億円）等により、最大規模の損

失リスクを有する清算参加者が支払不能に陥った場合における対応策が講じられている。 
3 同原則においては、清算機関のリスク管理機能の一層の強化等が求められており、多様・

広域にわたる清算業務を行う清算機関については従前より高い違約対策財源を確保するこ

とや、取引時間中におけるリスクの急変動への対応などが求められている。 
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致に取り組むべきである。 

  また、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、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。 

 

（３）証券・金融市場からの参入 

金融商品取引業者による商品先物市場への参入を容易にするために4、提出

書類の様式を弾力化するなど商品先物取引法上の負担軽減を図るべきである。 

また、商品取引所の価格を参照するＥＴＦ／投資信託の拡大に取り組むべき

である。 

 

（４）個人投資家 

① 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、立入検査等による監督の徹底等によ

り、適正な市場運営を確保していくべきである。 

② 個人の委託者に接する外務員は、法令遵守による委託者保護の役割に加え、

商品先物市場における流動性を高めその機能を発揮させるという役割を担

っており、法令遵守の徹底に加えて、商品市況や資産運用に関する相談に的

確に対応しうるよう資質の向上を図るべきである。 

 

（５）機関投資家 

我が国の年金基金を始めとする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5。 

年金基金、プロップハウス、ファンド等の機関投資家に対しては、株式や

債券とは異なる値動きをする商品先物での運用（ＥＴＦを含む）が分散投資

として有用であることなど、商品先物での運用のメリットを適切に説明して

いくべきである。 

 

                                                   
4 レバレッジの高い金融デリバティブ商品の顧客が商品先物に投資することが期待される

一方、商品先物市場の流動性の減少を背景に一部のネット系証券会社が商品先物市場から

むしろ撤退するなど、厳しい現実もある。 
5 厚生年金及び国民年金の積立金を運用している年金積立金管理運用法人（ＧＰＩＦ）は、

商品先物では運用していない。企業年金でも、資産の商品先物市場での運用はごく一部に

とどまっている。2008 年 3 月末時点の企業年金連合会の会員企業のうち 1088 社の資産構

成中、商品の割合は 0.14％（Bloomberg 2009 年 3 月 12 日報道） 
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２．利便性・信頼性の向上に向けた制度のあり方 

 

（１）税制・口座の一元化 

証券・金融・商品の垣根を越えて個人投資家が投資を行い、商品先物市場に

参加するよう利便性を高めるためには、商品先物取引と上場株式等との間で税

率を統一すること等により、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。  

 

（２）実態に即したヘッジ会計制度 

ヘッジ取引については、現行のガイドラインにおいて、商品先物取引の具体

例などの記載が乏しい等の指摘もある。ヘッジ取引の会計制度について、商品

先物取引の実態に即したものとすべく、公認会計士協会等に働きかけを行って

いくべきである。 

 

３．商品先物市場の正しい理解の拡大 

商品先物市場の正しい理解の拡大のためには、報道番組や新聞・雑誌等で取

り上げられるような広報活動や入門書の刊行、大学等における寄附講座の拡大

など、投資に興味を持つ層の関心を高める取組も必要である。 

とりわけ、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

どを分かり易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う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。 

 

 

Ⅲ．商品先物市場の国際化への対応 

 

１．海外市場との連携 

 

（１）取引所間の国際連携 

取引システムの高速化・高コスト化やクリアリング機能の強化の必要性を背

景に、一国内にとどまらず、国境を超えた取引所間の統合や連携（システムの

共通化、クリアリングの連携、商品の共同上場、出資など）が進展している6。 

                                                   
6 我が国の金融デリバティブの分野においては、商品先物に比較しても国際的な連携が進
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我が国の商品取引所についても、海外との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、海外取引所等との関係強化は重要な課題

である。商品の共同上場やクリアリング機能の強化等に向けた国際的な連携を、

資本関係を含めて模索・追求すべきである。 

なお、こうした取引所における国際連携が、我が国における総合的な取引所

の推進の足かせにならないよう、関係者は留意すべきである。  

 

（２）海外事業者の参入（ダイレクトマーケットアクセス等） 

  海外事業者による我が国の取引所取引への参入を促進するためには、海外

事業者が取引所システムに直接接続するダイレクトマーケットアクセスの早

期実現及びその拡大を図るべきである。 

具体的には、東工取は香港、ドバイ当局にダイレクトマーケットアクセスの

申請書を提出中であり、米国、シンガポールにも申請準備中である。早期の実

現が期待される。 

 

（３）外貨建て取引 

海外との取引を円滑に行いうるよう、外貨建て取引を実現すべきである。現

状においては、銀行システム上、同一銀行支店内の口座の振替でも海外送金扱

いとなるため、証拠金授受などの資金決済に際して送金受付と入金の時間的な

タイムラグの負担を取引参加者や清算機関が負うことになる。したがって、シ

ステムの整備等の対応を銀行に求めるともに、その間のタイムラグの負担に耐

えうる財務力の高い取引参加者の拡大を図るべきである。 

 

２．市場監視の充実 

国際的に市場監視の充実が求められている中、農林水産省、経済産業省では、

市場監視を行う部局の設置、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）の各国規制当

局間の情報交換を可能とする多国間覚書（マルチＭＯＵ）への署名等の取組を

行うとともに、ＩＯＳＣＯ商品先物市場タスクフォースにおける議論に継続的

に参画してきているところである。今後とも市場監督・監視の改善、市場透明

性の向上に一層努めていくべきである。 

 

                                                                                                                                                     

展しており、我が国の株価指数先物は海外でも共通上場されるとともに、海外の株価指数

先物を国内の証券取引所でも上場している。また、我が国の株価指数先物の海外からの取

引は５割を超えており、取引所の外国人株主の比率も５割を超えている。 
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３．店頭取引の拡大 

 

（１）取引所取引と店頭取引の連携 

  最近行われた調査によると、エネルギー分野や金属分野において、商社を

中心に店頭取引が大規模に行われている。エネルギー分野での内訳を見ると

主に原油、ジェット燃料、軽油等であり、金属分野では金以外に銅、アルミ

ニウム、銀となっている。 

  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。 

 

（２）店頭取引基盤の整備 

  我が国の店頭取引においても海外の清算機関の利用が太宗を占めている。

海外の清算機関の活用状況や、国内に同様な清算機関を設けるニーズの有無

等について、ヒアリング等を続け、更に検討すべきではないか。 

 

（３）国際的な対応  

  Ｇ２０等の場において、各国当局は、店頭取引マーケットの透明性の向上

やシステミックリスクの軽減に努めることが求められている。我が国の店頭

取引を引き続き具体的・定量的に把握していくことが有益ではないか。 

 

 

Ⅳ．勧誘規制の扱いについて 

 

１．不招請勧誘の禁止について 

商品先物取引に係る苦情等の件数は着実に減尐しており、不招請勧誘の禁止

を含めた勧誘規制に関する累次の法律改正や、関係者の法令遵守の取り組みが

一定の効果をあげていると考えられる。 

不招請勧誘の禁止の規定は施行後１年半しか経っておらず、これまでの相

談・被害件数の減尐と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分に見極めることは

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、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前提と

して、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘
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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尐ないと考えられる

などの状況を見極めることが適当である。 

なお、不招請勧誘の禁止についてはその導入時に、施行後１年以内を目途に

規制の効果及び被害の実態等を踏まえ必要に応じて政令指定の対象を見直し、

一般個人を相手方とする取引全てに拡大する旨の附帯決議が衆参両院でなされ

たところであるが、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．勧誘規制のあり方について 

法規制を効率的かつ効果的なものにするためには、以下のように、個別事案

に応じた適切な規制を実現することが重要であると考えられる。 

 

（１）運用ルールの明確化について 

①不招請勧誘の禁止について、商品先物取引業者はもとより消費者に対して

も積極的に制度内容の周知に努めるべきである。  

②勧誘規制の詳細について明確にして欲しいとの指摘を踏まえ、具体的な事

案の蓄積とその分析を行いつつ、勧誘規制の明確化に関する消費者や商品

先物取引業者の要請に具体的に応えていく必要がある。その際は、これま

で以上に明確に回答するとともに、必要に応じてわかりやすい形で示して

いくべきである。  

 

（２）自主規制の充実について 

①不招請勧誘の禁止をはじめとする勧誘規制をより実効的なものにするた

めには、政府による監督に加え、自主規制機関によるトラブルの防止に向

けた指導・監督などの積極的な取り組みを行っていくことが有効である。

また、これらの取り組みを踏まえつつ、商品先物取引業者自らがコンプラ

イアンスを向上させることが重要である。  

②とりわけ、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旨を、例えば国の検査基本方針などを通じて周知する

とともに、国の検査において重点的に検証することが必要である。また、

自主規制機関においても外務員の資質の向上に向けた措置の充実を図る

べきである。  

 

（３）顧客の知識や経験等に対応した勧誘のあり方 
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①商品先物取引やこれに類する形の取引に関する経験を有する者について

は、より実態を踏まえた勧誘規制とすることが適当である。すなわち、総

合的な取引所が具体的に視野に入り、参加する商品先物取引業者の拡大が

期待される中で、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も整理すべきであ

る。 

②適合性の原則の確認において、年齢、収入、資産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化すべきである。また、

こうした総合的な判断を各商品先物取引業者の管理部門がより丁寧にダ

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。 
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終わりに 

 

 本報告書に記載した事項については、商品市場の活性化や店頭取引の拡大な

どに、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、本年度中

を目途に本分科会を開催し、実行内容を報告するものとする。 
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産業構造審議会商品先物取引分科会委員名簿 

 

 

分科会長  尾崎
お さ き

   安央
やすひろ

  早稲田大学法学部教授 

委 員  荒井
あ ら い

   史男
ふみお

  日本商品先物取引協会会長 

委 員  池尾
いけ お

   和人
かずひと

  慶應義塾大学経済学部教授 

委 員  江崎
え ざ き

   格
ただし

    株式会社東京工業品取引所取締役代表執行役社長 

委 員  大田
お お た

   清則
きよのり

   日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員 

委 員  岡地
お か ち

   和道
かずみち

  日本商品先物振興協会会長 

委 員  川村
かわむら

   雄
ゆう

介
すけ

  株式会社大和総研副理事長 

委 員  橘川
きっかわ

   武郎
た け お

   一橋大学大学院商学研究科教授 

委 員  佐藤
さ と う

   広宣
ひろのり

   株式会社ｶｰｷﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ穀物油脂本部穀物ｸﾞﾙｰﾌﾟ統括部長 

委 員  佐野
さ の

 真理子
ま り こ

  主婦連合会事務局長 

委 員  高井
たかい

   裕之
ひろゆき

   住友商事株式会社理事、エネルギー本部長 

委 員  多々良
た た ら

 實夫
じ つ お

  日本商品委託者保護基金理事長 

委 員  細井
ほそい

   裕嗣
ひ ろ し

   ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ株式会社執行役員需給本部副本部長 

委 員  三次
みつぎ

   理
り

加
か

   ファイナンシャル・プランナー 

委 員  唯
ゆい

根
ね

   妙子
た え こ

  日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会理事 

委 員  渡辺
わたなべ

   好明
よしあき

  株式会社東京穀物商品取引所代表取締役社長 

 

（五十音順、敬称略） 
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産業構造審議会商品先物取引分科会開催状況 

 

 

第１回  平成２４年２月１０日(金) １６：００～１８：００ 

・産業構造審議会に対する諮問 

・検討事項及び今後の議論の進め方について 

・商品先物市場を取り巻く諸課題への対応について（総合的な取

引所ほか） 

 

第２回  平成２４年２月２３日(木) １０：００～１２：００ 

・総合的な取引所の実現のための制度のあり方について 

 

第３回  平成２４年３月２８日(水) １６：００～１８：００ 

・商品市場の活性化・健全な発展の方策について 

 

第４回  平成２４年４月１７日(火) １３：３０～１５：３０ 

・商品市場の活性化・健全な発展の方策について 

 

第５回  平成２４年５月２４日(木) １７：３０～１９：３０ 

・商品市場の活性化・健全な発展の方策について 

 

第６回  平成２４年６月１８日(月) １６：００～１８：００ 

・「産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）」について 

 

 

 


