
　

№ 該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方

1 ２頁
第１章　はじめに
１．

　市場関係者の中では、市場活性化策の効果が
見えないとの意見が尐なくないため、「これまで
の市場活性化策の効果」について、もう尐し具体
的に示していただきたい。

　ご指摘の点に関しては、以下のような取組による効
果があったものと考えております。
１．夜間取引の開始及び延長
　海外の取引所による国内の取引所との裁定取引を
可能にするため、夜間取引の開始（～23時・平成21年
5月） 、延長（～翌4時・平成22年9月）を実施。
２．ＮＡＳＤＡＱシステムの導入（平成21年5月）
　新取引システムの導入により、注文のレスポンス時
間は世界最高水準の10ミリ秒（100分の1秒）以内が実
現され、１．と相まって海外売買比率も大幅に増加。
３．金ミニ取引の開始（平成19年7月）
　既存の金標準取引は取引単位が1ｋｇであるが、リス
ク許容度の低い市場参加者に配慮し、取引単位を小
口化した金ミニ取引を導入。
４．証拠金制度の国際標準化（平成23年1月）
　それまでの商品毎に個別の証拠金を計算するので
はなく、商品間のリスクの相関を算定する国際標準的
な計算方法による証拠金システムを導入。

2 ２頁
第１章　はじめに
１．

　「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、抜本的な取組みが必要である」に
ついて、後述の文章では不十分であるように思
われる。第３章Ⅲ．１．（１）以外にも、当該観点
から、実際に何を取組むのかという具体的な内
容を記載していただきたい。

　ご指摘の記述に関連した具体的な内容として
・第２章において、総合的な取引所の実現に向けてこ
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
督を一元化すること
・第３章においては、商品先物市場の活性化・健全な
発展の方策として、商品取引所のサービスの向上等
による商品取引の活性化策、多様な取引参加者の拡
大策
等について、記載させていただいております。

3 第２章全般 　市場活性化策の一環として総合的な取引所創
設が議論されているが、「ただ単に取引所を統合
しただけでは市場活性にはならない。」ということ
を明記したうえで、様々な取組を行う必要がある
という流れにしてはどうか。

　本報告書（案）の「第１章　はじめに」の２．において、
「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」とした上で、４．で「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」と記載させていただいておりますので、原案の
ままとさせていただきます。

4 第２章全般 　新成長戦略では、欧米並みの取引所・金融市
場を目指しアジアの中核を目論んでいるが、欧
米と何が異なり、何が産業障壁なのかということ
について、検討・理解が不十分であると思われ
る。

　本報告書（案）では、商品先物市場の国際化への対
応として、取引所間の国際連携や、外貨建て取引の実
現等の必要性について記載させていただいております
が、これらの取組については、海外市場においても行
われているところです。

5 第２章全般 　清算機関や保護基金、ペイオフのあり方につ
いては、現状を統合するのではなく、現在の一つ
上階層に総合的な新しい箱を設置し、段階的に
移行しては如何だろうか。既存のすり合わせ方
式では、クリアリング機能の強化および利便性
向上は難しい。移行後、徐々に現制度は解散と
すべきである。

　具体的な制度の概要については、「総合的な取引所
検討チーム取りまとめ」（平成２４年２月２４日付け、金
融庁、農林水産省、経済産業省）の別添資料　１．の
（２）「清算機関について」、（４）「保護基金・分別管理
について」を御参照願います。

産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）のパブリックコメントに対する考え方

　　　第１章　はじめに（Ｐ２～３）

　　　第２章　総合的な取引所の実現のための制度のあり方（Ｐ４～５）

別 紙 

1



№ 該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方

産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）のパブリックコメントに対する考え方

6 第２章全般 　規制面全般において、現在の本邦制度は積算
的に規制を課するが、シンガポールのようにエク
センプション制にしては如何だろうか。

　現行の規制体系を抜本的に変更するのは困難な面
はありますが、他国の規制も更に研究していきたいと
考えます。

7 ４頁
２．総合的な取引所の実現
のための制度のあり方
（２）事業者規制②

　現行の商品先物取引業者が円滑に総合的な
取引所に参入し取引を継続できるようにするた
めに、商品先物のみを扱う事業者に認められる
特例の具体的な基準を示していただきたい。

　具体的な制度の概要については、「総合的な取引所
検討チーム取りまとめ」（平成２４年２月２４日付け、金
融庁、農林水産省、経済産業省）の別添資料　１．の
「（３）取引業者等について」の②を御参照願います。

8 ５頁
２．総合的な取引所の実現
のための制度のあり方
（３）その他

 　総合的な取引所と商品取引所の双方で商品
先物を取引する業者が倒産した場合には、総合
的な取引所で取引している委託者に関しても日
本商品委託者保護基金で弁済するという理解で
よいか。

　当分の間、既に日本商品委託者保護基金に加入し
ている現行の商品先物取引業者については、当該基
金を総合的な取引所における取引に利用することを可
能とする予定です。このような業者が倒産した場合に
は、商品に関する委託者資産については、当該基金
による弁済が行われることになる予定です。

9 第３章全般 　勧誘や罰則など行為面だけではなく、金融とい
う産業面での保障や税制整備の議論が足りない
ように思われる。いま一番商品業界で必要なこと
は、国内各商品取引所がサービスの向上を意識
し、それと共にクリアリングメンバーとの意見交
換を実施することが重要だと思う。まだまだ現
場・底辺からの議論が足りないように感じられ
る。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

10 第３章全般 　「海外との取引」や「海外取引」との記述がある
が、これは、①海外市場との（並行）取引、②海
外顧客との取引のどちらを指しているのか、明確
に定義していただきたい。

　「海外との取引」や「海外取引」はともに「海外からの
取引全般」という意味で記述しております。ご指摘を踏
まえ、「海外との取引」という統一した記述に修正いた
します。

11 ６頁
第３章冒頭

　「苦情・相談件数」について、脚注を立て出自を
明らかにすべき。
　また、当該件数は、国内取引所取引について
の件数なのか、海外商品先物取引等を含むもの
なのかを明示すべき。
　さらに、「苦情」と「相談」をまとめているが、「相
談」にはトラブルと関係のないものも含まれると
考えられるため、これを除外するか、「脚注」でそ
の旨を明示するといった対応をすべき。

　ご指摘の「苦情・相談件数」とその内訳につきまして
は、産業構造審議会商品先物取引分科会報告書
（案）参考資料４ページに出典を明記しております。
（（出典）全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩ
Ｏ-ＮＥＴ）データを基に経済産業省作成。）
 当該件数は、国内取引所取引、海外商品先物取引等
を対象としており、ご指摘を踏まえ、海外商品先物取
引等も含む旨明記させていただきます。ご指摘の「相
談」については、トラブルが原因のものも多いことか
ら、このような記述としております。

12 ６頁
第３章冒頭

　出来高の増加は震災の影響による特需との指
摘もある。単に多い尐ないを論じるのではなく、
分析を多岐化すべきではないだろうか。
　また、市場活性化の議論は、出来高の増加だ
けでなく、取組高の増加についても議論すべきで
ある。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

　　　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（Ｐ６～１５）
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13 ６頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（１）新規商品の上場

　一般大衆や一般投資家が参入し易い環境と規
制緩和（勧誘の緩和）が第一優先と思われる。市
場参加者が尐ない中での新規上場は今までうま
くいった事がない。この観点からの議論を追加し
ていただきたい。

　新規商品の上場については、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、取引所の全
体としての流動性を高めるためにも重要と考えており
ます。また、新規商品の上場に当たっては、潜在的な
ニーズ等も適切に見極めながら行っていくことが必要
と考えております。
　個人投資家等多様な取引参加者の拡大に向けて
は、本報告書（案）第３章のⅡ．１．（４）にもあります通
り、事業者への監督の徹底等による投資家の安心・信
頼の実現、外務員の資質向上等に取り組んでいくこと
が必要と考えています。

14 ６頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（１）新規商品の上場

　新規上場商品については最近成功事例がない
ため、国としての支援を希望する。具体的には、
当業者への参加同意に向けた取組を取引所と
一体となって実施すること、世間への周知につい
て国も予算措置を行った上で広報活動を行うこ
と、上場商品に係る取引の利益について税率ゼ
ロ又は軽減措置を講じること等のバックアップを
お願いしたい。

　商品先物市場における多様な取引参加者の拡大に
向けては、当該市場の正しい理解の拡大が必要であ
り、官民連携により広報活動等を行っていくことが重要
と考えています。
　ただし、広報活動については、基本的には、民間会
社である取引所や業界団体等が、自ら取り組んでいく
ものと考えており、予算措置を行うことは適当でないと
考えています。

15 ６頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（１）新規商品の上場

　電力先物取引には、その先物理論価格算出の
ためのＬＮＧの先物指標価格が必要であるが、Ｌ
ＮＧは国内に備蓄義務がないため、先物市場立
地の前提となる在庫設備がない。そのため、ＬＮ
Ｇ備蓄施設は民間石油関連業界で負担建設をし
なければならない等、実現可能性がないのでは
ないか。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

16 ７頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（２）個人投資家に魅力ある
新たな商品の開発

　「個人投資家」を先物市場に呼び込む努力をす
る必要はない。「個人投資家に魅力のある新た
な商品の開発」（p7）であるとか、「取引参加者の
拡大」のターゲットの一つとして「個人投資家」を
挙げること(p10)には強く反対する。

　個人投資家の投資環境の改善に向けて、投資家の
安心、信頼の実現に向けた取組は重要であり、そうし
た枠組みの下で、魅力のある新たな商品開発等を
行っていくべきであると考えています。

17 ７頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（２）個人投資家に魅力ある
新たな商品の開発

　バイナリーオプションは実際には賭博的要素が
強く、社会問題にもなりかねないのではないか。
また、オプション取引は現実問題として、市場閉
鎖を経験している。一度、失敗しているものを、
その背景を分析することなく復活させるというの
は議論が足りないのではないか。

　新規商品の上場については、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、取引所の全
体としての流動性を高めるためにも重要と考えており
ます。また、新規商品の上場に当たっては、潜在的な
ニーズ等も適切に見極めながら行っていくことが必要
と考えております。
　過去の経験も踏まえ、魅力ある商品の開発を行って
いくことが重要と考えています。

18 7頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（２）個人投資家に魅力ある
新たな商品の開発

　商品先物取引の自動取引は世界市場に例を
見ない。なぜ行われていないのかを考えるに、
ニーズがないからである。この観点での議論が
足りないように思われる。

　海外では一定のニーズがあるものと認識しておりま
す。また、金融商品については、いわゆるFX等のプロ
グラム売買のサービスの提供が認められており、商品
先物取引の分野においても同様のサービスを展開す
る潜在的ニーズがあるものと考えております。

　　　　Ⅰ．商品取引の活性化（Ｐ６～９）
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19 ７頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（３）現物受渡制度の柔軟
化

　以前、大阪TSR20において海外での受渡しも
ありそれなりに盛り上がっていた。その主な理由
は、ADPが可能だったこと。指定倉庫受渡しは皆
無であった。商品の特性によるが、海外受渡しを
考えているのであれば、
①ADP
②受渡し代金の決済は外貨でも可(USD）
以上、２点が軸となると思われる。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

20 ７頁・８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（４）取引時間の更なる延長

　為替取引のように24時間化までは必要ないと
思われるが、取引時間の延長を考えるのであれ
ば、どの層を顧客として取込みたいのかによると
ころが大きい。
　海外委託者であれば海外取引所がクローズと
なるつなぎの時間帯を取引時間にあてるべきで
あるし、深夜帯のトレーダーであれば現行午前４
時を午前６時まで延長してはどうか。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

21 ７頁・８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（４）取引時間の更なる延長

　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。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

22 ７頁・８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（２）個人投資家に魅力ある
新たな商品の開発

　現状、金オプション取引が上場されているが、
全く出来高がない状況が続いている。最も流動
性の高い「金」でさえ、この状況を打破できない
のに、新たな限日取引や指数取引を上場する必
要性は、無駄なコストを発生させるだけではない
か。（日経・東工取指数先物の反省が活かされ
ていないのではないか）

　新規商品の上場については、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、取引所の全
体としての流動性を高めるためにも重要と考えており
ます。また、新規商品の上場に当たっては、潜在的な
ニーズ等も適切に見極めながら行っていくことが必要
と考えております。
　過去の経験も踏まえ、魅力ある商品の開発を行って
いくことが重要と考えています。

23 ７頁・８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（４）取引時間の更なる延長

　取引時間の延長によって、時間当たりの出来
高が減尐し、流動性が低下した面もあるのでは
ないか。この側面からもう尐し検討が必要と思わ
れる。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

24 ７頁・８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（４）取引時間の更なる延長

　取引所や事業者の負担軽減策についても、国
策として提案いただきたい。具体的には、取引時
間の延長に伴う取引所や事業者のコスト増につ
いては、一定のルールのもと補助金を支給する
などの措置を検討いただきたい。

　取引時間の更なる延長をはじめとした商品取引所の
サービスの向上については、基本的には民間会社で
ある取引所が、民間関係者等の意見を踏まえながら、
自ら判断を行い取り組んでいくものと考えています。

25 ８頁
 １．商品取引所のサービス
の向上
（５）外貨建て取引

　以前、横浜商品取引所に「ドル建て生糸」が上
場されたが、残念ながら失敗（横浜取解散）と
なった。外貨建て取引について、果たして、産業
界及び社会からのニーズがどれだけあるのか。
当該調査が先決でなないか。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。
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26 ８頁
１．商品取引所のサービス
の向上
（５）外貨建て取引

　全ての取引をＧＬＯＢＥＸシステムに乗り替える
なら、外貨建て取引に関する問題点は解消され
る。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

27 ８頁
２．取引所経営の高度化・
効率化等

現実は、金融産業としての議論と取引所の経
営議論が必ずしも一致していないケースが見ら
れるので、取引所の経営は金融産業全般におい
て重要であることを明確にし、また、取引所の経
営は国策としての金融産業の考え方に沿ったも
のであることが必要だと明記していただきたい。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

28 ８頁・９頁
２．取引所経営の高度化・
効率化等
３．クリアリング機能（清算
機能）の強化

取引所経営の強化ならびにクリアリング機能の
強化およびスマート化（利便性向上）は不可欠で
あるので、国際基準への引き上げを検討いただ
きたい。

　本報告書（案）においても、取引所経営の高度化・効
率化、クリアリング機能の強化、商品取引所のサービ
スの向上等の必要性等を指摘させていただいており、
具体的な取組を推進していきたいと考えております。

29 ８頁・９頁
３．クリアリング機能（清算
機能）の強化

現状、わが国商品先物取引は、米国等、海外
のマーケットと比較して、流動性の高い市場であ
るとは言えない。仮に、日本の先物市場に海外
からのファンド等の資金が流入してきた場合、現
状のＪＣＣＨの違約財源で足りるのか。海外との
連携を模索しているのであれば、証券クリアリン
グとの提携が先決ではないのか。ひいては、そ
れにより市場の信用拡大につながるのではない
か。

　 ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての
参考とさせていただきます。

30 ９頁
１．取引参加者の拡大
（１）当業者

　包括的な注文指示による一任取引の例外を個
人投資家にも認めるべきである。

　今回は、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しつ
つ、委託者保護・取引の公正を担保するため、プロの
当業者等に限って一任取引の例外を認めることとした
いと考えております。

31 ９頁・１０頁
１．取引参加者の拡大
（２）海外事業者

海外の「市場」および「顧客」との連携や取込を
目指すならば、市場間証拠金の適用を模索すべ
き。欧米ではintra spreadのSPANパラメーターが
ある。

　 ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての
参考とさせていただきます。

32 １０頁
１．取引参加者の拡大
（４）個人投資家
②

顧客の相談に対する説明と勧誘の明確なすみ
わけが必要ではないか。相談と称しての、不当
な勧誘、取引の拡大、過大損失を未然に防止す
る厳格なルールを策定すべきである。

　相談に名を借りた勧誘については、不当勧誘として
禁止行為の対象となる場合があります。他方で、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、今
後、勧誘規制の明確化を行うことを検討しております。

　　　　Ⅱ．多様な取引参加者の拡大（Ｐ９～１１）
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33 １０頁
１．取引参加者の拡大
（４）個人投資家
②

外務員は、個人投資家に対して市場の流動性
を高めることは求められていない。本音として
は、個人投資家に売買してもらい、これをもっ
て、市場の流動化をめざしているのであろうが、
個人投資家が参加しているのは、儲けるためで
ある。これを市場の流動化に用いるのは業界の
願望や都合であって、本来の姿ではない。よっ
て、ここは、「顧客に対して、顧客が利益を生む
ような助言等を行う役割を担っており」がより適
切である。また、その機能を発展させるの「その」
が何を指すのかわからない。

　ご指摘の記述については、個人の委託者に接する
外務員が、投資家からの取引の受託を通じて、商品先
物市場の流動性を高め、市場の機能を発揮させる役
割を担うことについて指摘したものであります。また、
顧客の利益に資する助言を行う前提として、取引に伴
うリスクの説明など、「法令遵守による委託者保護」が
重要な役割である旨を明らかにしております。

34 １０頁
１．取引参加者の拡大
（５）機関投資家

年金基金の取込議論があるが、年金法等で
「安定して長期的に成長の見込めるもの」への投
資規定が障壁になっている。その点を論破出来
る金融モデルが必要だと思われる。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

35 １０頁
１．取引参加者の拡大
（５）機関投資家

株式とは、何を指すのか。個別株なのか。日経
225先物等指数を指しているのか。他方、現在、
金先物価格は日経225指数に対し相関性が高い
と考える。異なる動きと言えるのか疑問である。

　ご指摘の「株式」という記述については、「株式全般」
を意味しており、個別の株式等を念頭に記述しており
ません。

36 １１頁
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について、
「投資に興味を持つ層」に限定する必要はなく、
むしろ、国民一般を対象とすることが商品先物市
場の正しい理解を拡大させると考える。したがっ
て、「投資に興味を持つ層」を「広く国民」に置き
換えるべき。

　商品先物市場の正しい理解の拡大のためには、投
資に興味を持つ層の関心を高める取組が必要である
とともに、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
かりやすく丁寧に説明する必要があると考えており、
本報告書（案）においてその旨記述させていただいて
おります。

37 １１頁
３．商品先物市場の正しい
理解の拡大

投資等の学習について、義務教育での実施が
必要ではないか。文部科学省との連携により、
若い世代で学習に取組み、投資＝リターンとリス
クの関係及び金融経済学習の必要性を伝えて
いくべきではないか。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

38 １３～１５頁
 Ⅳ．勧誘規制の扱いにつ
いて

報告書（案）第3章「Ⅳ．勧誘規制の扱いについ
て」の不招請勧誘の禁止について、賛成する。た
だし、現時点ではこれを一般個人を相手方とす
る取引全体へ拡大が必要な状況にはないとした
点については、反対である。 「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」との箇所は削除されるべきである。

　平成２１年商先法改正時の国会附帯決議によれば、
「施行後１年以内を目途に、規制の効果及び被害の実
態等に照らして政令指定の対象を見直すこととし、必
要に応じて一般個人を相手方とする取引全てに対象
範囲を拡大する」こととされております。これに基づい
て、不招請勧誘の禁止規定が施行された平成２３年１
月以降について被害の状況及び件数について分析を
行ったところ、損失限定型の取引について被害の発生
件数が２件あるものの、被害の原因はいずれも不招
請勧誘とは異なる理由（説明義務違反）となっておりま
す（本年４月１７日　第５回分科会　資料５　２ページ）。
この分析結果を踏まえて、報告書（案）の記述としてお
ります。不招請勧誘の禁止については、引き続き、規
制の効果と被害の実態を検証していきたいと考えてお
ります。

 　　　　Ⅳ．勧誘規制の扱いについて（P１３～１５）

 　　　　Ⅲ．商品先物市場の国際化への対応（P１１～１３）

6



№ 該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方

産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）のパブリックコメントに対する考え方

39 １３～１５頁
 Ⅳ．勧誘規制の扱いにつ
いて

　主務省としては法令違反がない状態を目指し
て監督を行っていくべきである。また、過去のトラ
ブルの状況を鑑み、即時、個人に対しての不招
請勧誘の禁止を全面実施すべきである。

　前段について、ご指摘の通りであると考えます。後段
について、平成２１年商先法改正時の国会附帯決議
によれば、「施行後１年以内を目途に、規制の効果及
び被害の実態等に照らして政令指定の対象を見直す
こととし、必要に応じて一般個人を相手方とする取引
全てに対象範囲を拡大する」こととされております。こ
れに基づいて、不招請勧誘の禁止規定が施行された
平成２３年１月以降について被害の状況及び件数につ
いて分析を行ったところ、損失限定型の取引について
被害の発生件数が２件あるものの、被害の原因はい
ずれも不招請勧誘とは異なる理由（説明義務違反）と
なっております（本年４月１７日　第５回分科会　資料５
２ページ）。この分析結果を踏まえて、報告書（案）の
記述としております。不招請勧誘の禁止については、
引き続き、規制の効果と被害の実態を検証していきた
いと考えております。

40 １３～１５頁
 Ⅳ．勧誘規制の扱いにつ
いて

　いわゆる「スマートCX」でも顧客トラブルが生じ
ており、また、商品先物取引業者の処分も直近
になされていることに鑑みれば、業界全体の早
期の信頼回復が必須である。

　ご指摘の趣旨を踏まえ、商品先物取引業の早期の
信頼回復に向け、法令の適正な運用により委託者保
護を図ってまいります。

41 １３～１５頁
 Ⅳ．勧誘規制の扱いにつ
いて

　「各種の取引所取引の経験者」を不招請勧誘
禁止の適用除外とするべき。

　ご指摘の点については、本報告書（案）のⅣ．２．
（３）①にて示したとおり、今後、商品先物取引に類す
るリスクの高いデリバティブ取引を行う経験者に対す
る不招請勧誘の適否について、実態を踏まえて整理し
ていくことが適当であると考えております。

42 １３頁・１４頁
１．不招請勧誘の禁止につ
いて

相談、被害の実態について、国内取引所取
引、海外取引所取引、店頭取引を区別化して 件
数等の把握をすることを明記すべきである。商品
先物取引法制定時の国会審議において、店頭
取引と思われる被害実態の答弁がなされ、取引
所取引においても不招請勧誘の禁止が適用され
たことを鑑み、取引ごとに苦情・被害の実態に即
して規制に強弱をつけるべきである。

　不招請勧誘の禁止の効果分析に向けて、引き続き
相談・被害の実態の適切な把握に取り組んでまいりま
す。不招請勧誘の禁止については、引き続き、規制の
効果と被害の実態を検証していきたいと考えておりま
す。

43 １３頁・１４頁
１．不招請勧誘の禁止につ
いて

・見出しの「１．不招請勧誘の禁止について」を
「１．不招請勧誘の禁止等について」とすべき。
・「商品先物取引に係る苦情等」とあるが、かか
る「商品先物取引」には海外商品先物取引や、
商品CFD取引等が含まれるのかについて明確
にしていただきたい。また、「相談」にはトラブル
と関係がないものも含まれるため、記載ぶりを改
めるべき。
・「相談・被害の実態を見守りつつできる限りの
効果分析を試みるべきである」とあるが、被害の
内容が不招請勧誘によるものか、適合性原則に
よるものなのか等についても、精査する必要が
あるため、「相談・被害の実態を見守りつつでき
る限りの効果分析及び苦情・被害の内容の精査
を試みていくべきである」とすべき。
・「消費者」の定義を明確にするか、表現を変え
るべき。

・ご指摘の「１．不招請勧誘の禁止について」の部分に
ついては、不招請勧誘の禁止を主な内容としているこ
とから、原案のままとさせていただきます。
・６ページの「苦情・相談件数」の記述において、海外
商品先物取引等も含む旨明記させていただきます。
・ご指摘の「相談」については、トラブルが原因のもの
も多いことから、このような記述としております。
・ご指摘の「苦情・相談の内容の精査」については、原
案の「相談・被害の実態を見守りつつ」にその趣旨が
含まれていることから、原案のままとさせていただきま
す。
・ご指摘の「消費者」については、「一般消費者」の意
味で記述しており、原案のままとさせていただきます。
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45 １３頁・１４頁
１．不招請勧誘の禁止につ
いて

　「０．勧誘規制の基本的考え方」として、以下を
追加すべきである。

　「先物市場は、勧誘された個人投資家が存在し
なくても成り立つことが基本であり、勧誘して個
人投資家を引き込まなければ、市場が成り立た
ないというのでは、そもそも先物市場の構造自体
が、根本的に間違っていることを意味する。まず
は、個人投資家を呼び込まなくても成り立つ市場
の形成に努めることが、第一である。よって、不
招請勧誘の禁止は、今後とも堅持することを基
本とする。」

　商品先物市場において市場が本来有する機能を発
揮するには、多様な取引参加者、すなわち、当業者、
海外事業者、証券・金融市場からの参入、機関投資家
に加えて、個人投資家が重要な役割を担うと考えてお
ります。そのため、報告書（案）第３章のⅡ．１．（４）①
に記載しておりますとおり、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、十分な法的保護のもとで
個人投資家も含めた適正な市場運営を確保していくこ
とが重要であると考えております。

46 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて

取引参加者の拡大のためには、勧誘以前の段
階で、商品取引（コモディティ・デリバティブ）の世
間への周知およびイメージの刷新が必要であ
る。不招請勧誘の禁止により事業者の活動が著
しく制限されている中、広報活動の主体は、取引
所や業界団体にシフトしつつあるが、限られた資
金では効果が乏しいと思われ、国としての支援
策を強く要望する。

　広報活動については、基本的には、民間会社である
取引所や業界団体等が、自ら取り組んでいくものと考
えており、予算措置を行うことは適当でないと考えてい
ます。

47 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて

　勧誘規制のあり方について、国内の商品市場
における取引、外国商品市場取引、店頭商品デ
リバティブ取引それぞれについて個別に検討を
するべきである。具体的には、（４）として「取引形
態に応じた不招請勧誘の禁止の実現」（仮称）を
加え、今後は不招請勧誘の禁止について各論を
議論する余地を残しておくべき。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

48 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて

日本の市場において、一般委託者の参入無く
しては、繁栄・拡大は難しい。また、取引員の拡
大もない。現行のシステムでは、将来の市場の
見通しが不透明である。「不招請勧誘の禁止」に
ついては、再度検討の必要性があるのではない
か。このままでは、間口の広がりがないと思う。
各取引員の企業責任を明確にして、厳しい対処
をとることが一番必要ではないか。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。なお、不招請勧誘の禁止に
ついては、引き続き、規制の効果と被害の実態を検証
していきたいと考えております。

49 １４頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて
（１）運用ルールの明確化に
ついて
②

　勧誘規制の詳細の明確化に関し、回答する主
体が主務省なのか自主規制団体なのかその他
なのかを明確にすべきである。

　勧誘規制の明確化に当たっては、基本的には主務
省と自主規制団体が互いに連携しながら、適切に対
応していきたいと考えております。

１３頁・１４頁
１．不招請勧誘の禁止につ
いて

44 　現行の禁止規制を緩和するべきでないとする
趣旨に賛成である。他方、一般個人を相手方と
する商品先物取引であっても、初期の投資額以
上の損失が発生しない仕組みの取引である限
り、勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問
又は電話による勧誘を行うことを禁止するべき
状況にはないとする趣旨には反対である。

　平成２１年商先法改正時の国会附帯決議によれば、
「施行後１年以内を目途に、規制の効果及び被害の実
態等に照らして政令指定の対象を見直すこととし、必
要に応じて一般個人を相手方とする取引全てに対象
範囲を拡大する」こととされております。これに基づい
て、不招請勧誘の禁止規定が施行された平成２３年１
月以降について被害の状況及び件数について分析を
行ったところ、損失限定型の取引について被害の発生
件数が２件あるものの、被害の原因はいずれも不招
請勧誘とは異なる理由（説明義務違反）となっておりま
す（本年４月１７日　第５回分科会　資料５　２ページ）。
この分析結果を踏まえて、報告書（案）の記述としてお
ります。不招請勧誘の禁止については、引き続き、規
制の効果と被害の実態を検証していきたいと考えてお
ります。
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№ 該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方

産業構造審議会商品先物取引分科会報告書（案）のパブリックコメントに対する考え方

50 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて

　勧誘規制（不招請勧誘禁止等）については、一
切緩める必要がないし、むしろ、不招請勧誘禁
止規制については、スマートＣＸも含めたすべて
の先物取引に拡大していく必要がある。

　平成２１年商先法改正時の国会附帯決議によれば、
「施行後１年以内を目途に、規制の効果及び被害の実
態等に照らして政令指定の対象を見直すこととし、必
要に応じて一般個人を相手方とする取引全てに対象
範囲を拡大する」こととされております。これに基づい
て、不招請勧誘の禁止規定が施行された平成２３年１
月以降について被害の状況及び件数について分析を
行ったところ、損失限定型の取引について被害の発生
件数が２件あるものの、被害の原因はいずれも不招
請勧誘とは異なる理由（説明義務違反）となっておりま
す（本年４月１７日　第５回分科会　資料５　２ページ）。
この分析結果を踏まえて、報告書の記述といたしてお
ります。不招請勧誘の禁止については、引き続き、規
制の効果と被害の実態を検証していきたいと考えてお
ります。

51 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて

　委託手数料の分析を中心に外務員と委託者保
護の関係について考察した資料について、勧誘
規制のあり方を検討する参考にしてほしい。この
考察を踏まえれば、勧誘規制（不招請勧誘禁止
等）については、緩める必要がない。

　提供いただいたデータや分析資料については、今後
の政策の検討に当たっての参考とさせていただきま
す。

52 １４頁
 ２．勧誘規制のあり方につ
いて
（２）自主規制の充実につい
て

海外先物取引業者への指導、監督が強く求め
られる。自主規制機関職員においては、当該業
務に係る知識を広く習得すべきであり、ＦＰ資格
取得者等がその業務を遂行するのが望ましいと
考える。他方、市場振興については、取引所が
率先し、機関投資家向け、事業者向け、個人向
け等に区分し、市場振興を行うべきである。（市
場振興については、費用対効果を十分に検討
し、実行に移すことを期待する）

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

53 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて
（３）顧客の知識や経験等に
対応した勧誘のあり方

　過去に取引を行った経験のある顧客に対する
不招請勧誘のあり方や適合性原則に基づく規制
のあり方を整理するに当たっては、人間の合理
性には限界があることを前提とした近時の行動
経済学・社会心理学の知見を活用し、消費者行
動の特性を踏まえた整理が行われるべき。

54 １４頁・１５頁
２．勧誘規制のあり方につ
いて
（３）顧客の知識や経験等に
対応した勧誘のあり方

　過去に取引を行った経験のある顧客に対する
不招請勧誘のあり方や適合性原則に基づく規制
のあり方を整理するに当たっては、消費者行動
の特性を踏まえた整理が行われるべき。

55 　温室効果ガス排出削減について、国内クレジッ
ト制度とＪ－ＶＥＲ制度が２０１２年度で一旦終了
し、新たなクレジット制度の在り方が検討されて
いる。そこで、この新たなクレジット制度による温
室効果ガス排出削減クレジットについて、取引所
への上場を検討するべき。

　ご指摘について、今後の政策の検討に当たっての参
考とさせていただきます。

56 　「商品市場」は不明確な用語であり、「商品先
物市場」、「商品取引」、「商品市場」は、用語の
概念の整理すべきである。

　ご指摘のとおり、「商品市場」と「商品先物市場」と記
述が不統一な部分もあるが、ＩＯＳＣＯ商品先物市場タ
スクフォースといった既存の枠組みの名称や、既存の
諮問内容の引用の中で「商品市場」という記述が使用
されているものもあることから、原案のままとさせてい
ただきます。

　　　その他

　　　終わりに

　今後、具体的な事案の蓄積とその分析を行い、消費
者行動の特性を勘案しつつ、実態に則した勧誘規制
の明確化を行うことを検討しております。
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