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平成 21 年 6 月 12 日
日本商品先物振興協会

衆議院経済産業委員会
改正商品取引所法案審議における大臣答弁要旨について

本日午前に開会された衆議院経済産業委員会において、改正商品取引所法案の審議が
行われました。
その中で、「不招請勧誘の禁止」については、二階経済産業大臣の民主党大島淳議員の
質問への答弁で、①取引所外取引（店頭商品デリバティブ取引）、及び②当初の投資額を
超える損失を防止するしくみ（ロスカット）のある取引所取引以外の取引について適用
する、との考えが示されました。
二階大臣の答弁の要旨は以下のとおりです。
○

一般個人を相手方とする「取引所外取引」はトラブルが急増している実態にある。
このため一般個人を相手方とする「取引所外取引」については全て不招請勧誘禁止の
対象として政令で指定する方針である。

○

一般個人を相手方とする「取引所取引」については、トラブルの総数自体はやや減
少してきているが、なお相当数のトラブルが報告されていることも事実である。また、
商品先物取引は投資額以上の損失が発生する可能性のあるリスクが高い取引という側
面も有している。このため、一般個人を相手方とする「取引所取引」については、初
めの投資金額以上の損失の発生を防ぐしくみとなっている取引以外のものを不招請勧
誘禁止の対象とする方針である。

○

今回の不招請勧誘の禁止の導入により一般個人を相手方とする被害は抜本的に解消
していくものと考えている。しかしながら、その後も被害が相変わらず解消しない、
後を立たない場合には、一般個人を相手方とする商品先物取引全般について不招請勧
誘の禁止の対象としたい。

○

（その判断の期間については）商品知識や情報が十分でない人たち、しかもお年寄
りを狙っていかがわしい情報を提供し、自らは利益を得て影でほくそ笑んでいる者は
社会正義として許せない。したがって、1 年といわず、もっと早く結論が出るように
対処する。

以上
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ᒁᚲᴺߩᡷᱜᴺ᩺ߢߔ߇ޔᤓᐕ߆ࠄߩ↥᭴ክߢߩ⼏⺰ࠍ〯߹߃ߡޔ3 ߦߪ㑑⼏ቯߘޔ

ࠇ߆ࠄ࿖ળߢߩክ⼏ࠍ⚻ߡᧄޔᣣቭႎߦឝタߐࠇߡᏓߐࠇ߹ߒߚޕ

 ߎߩᴺ᩺ߩⷐߪ⊝᭽߽߁ߏ᩺ౝߩߣ߅ࠅߛߣᕁ߹ߔ߇ޔฬ⒓߽⋡⊛߽ᄌࠊࠆᛮᧄ⊛

ߥᡷᱜߢߔⷙࡑࠕࡠࡊޕߩዉޔ㊄Ⲣຠขᒁᚲߣߩ⋧ਸ਼ࠅࠇޔIB ᐲߩዉޔ

Ꮢ႐ߩㅘᕈࠍะߐߖࠆߚߩਥോᄢ⤿ߩᮭ㒢ߩᒝൻߪࠆޔᶏᄖవ‛ขᒁޔᐫ㗡ข

ᒁߦኻߔࠆෳⷙߩዉߣ߁ߦ࡞ࡉ࠻ޔኻಣߔࠆߚߩភ⟎ޔਇ⺧൘⺃ߩᱛភ

㧟㧚ዊጊോ⺖㐳ߩᜦ߮ᡷᱜຠขᒁᚲᴺߩ⺑
 ᧄᣣߪ߅ᔔߒਛ߁߁ߎޔᯏળࠍߚߛ߈߹ߒߡޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅߦߣߎ߹ޔ
ᧄᴺ᩺ߪࠃ߁߿ߊᚑ┙ߚߒ߹ߒߚ߇ᧄޔᣣߪߘࠇߦ߆߆ࠆ⚻✲߮ᴺᓞߩౝኈߦߟߡ

 ⺑ߩ೨ߦ৻⸒ߛߌ↳ߒߍ߹ߔߣߩߎ߽⑳ޔࠍ 3 ᐕㄭߊߒߡ߈ߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔᣣ
ᧄߦߪࠊ߇࿖ߩ⚻ᷣⷙᮨߦ߰ߐࠊߒ┹ޔജߩࠆຠవ‛Ꮢ႐߇⛘ኻߦᔅⷐߛߣ߁
ߩ߇ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߢߔޕᣣᧄߦຠవ‛Ꮢ႐߇ߥߊߥߞߡߒ߹ߞߚ႐วߦߪޔὑᦧߣ߆
ᤨᏅߣ߆ߩ⸒⪲ߣ߆ߚ߹ޔมᴺ▤ロߦ㕖Ᏹߦਇଢߥᘒ߇↢ߓ߹ߔߒߦ․ޔຠߩ႐วߦ
ߪ‛ߩฃߌᷰߒߩଢᕈ߇㕖Ᏹߦ㊀ⷐߛߣᕁ߹ߔޕᒰὼᣣᧄߩᏒ႐ߦวߞߚຠ⸳⸘ޔ
Ꮢ႐⸳⸘߇ߢ߈ࠆߩߪࠅߪ߿ޔᣣᧄߩᏒ႐ߒ߆ߥߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߎࠇߪ߽߁⊝᭽ߦߪ⸒߁߹ߢ߽ߥߎߣߢߔ߇ޔຠߩଔᩰࠍቯߔࠆߚߦߪ⇇ߩ
ࠈࠈߥᖱႎ߇ᔅⷐߦߥߞߡ߈߹ߔޕ㊄Ⲣᖱႎޔᴦ⚻ޔᷣߪߦࠄߐޔᄤ߇ࠊ߆ࠄߥ
3

⺑ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

 ߘ߁߁ᴺᓞ᩺ࠍ࿖ળߢߏክ⼏ߚߛߊਛߢ߹ޔߪߟ৻ޔ㕖Ᏹߦᵹേᕈ߇⪭ߜߡߒ߹

ߞߡߡ᧪ᧄޔᨐߚߔߴ߈ᯏ⢻߇චಽߦᨐߚߐࠇߡࠆߩ߆ޕขᒁᚲߥࠅᏒ႐ߩᯏ⢻ࠍᒝ

ൻߒߡߊߚߦޕߚߒ߹ࠇߐߥࠎ߱ߕ߇⺰⼏߁ߣ߆ߩߊߡߒ߁ߤࠍࠇߎޔ

 ߽߁৻ߟߪ߽ߣࠇߘࠎࠈߜ߽ޔ㑐ㅪߒ߹ߔ߇ޔߣߞߡ߽߇࡞ࡉ࠻ޔᷫዋߒߡ߈ߚ

ߣߪߞߡ߽ߥߊߥߞߡߪߥߩߢߪߥ߆ߏߛ߹ߛ߹ޔߪࠆޕ㜞㦂ߩᣇ߇ⵍኂߦ

ߞߡࠆߣ߁ታᘒࠍߤ߁⠨߃ࠇ߫ߩ߆ߣ߁⼏⺰߇ᐢߊߥߐࠇߚߎߣߢߔߘޕ

ࠇߦኻߒߡߤ߁ߒߡߊߩ߆ߣ߁⼏⺰߇ߞߡޔਇ⺧൘⺃ߩᱛភ⟎ߦ㑐ߔࠆ㒝Ꮺ

⼏߇ઃߐࠇߚࠊߌߢߔޕ

 ߎࠇߪ⑳ߤ߽߇ᐭߣߒߡឭ᩺ߒߡߚ߽ߩ߆ࠄ৻ᱠ〯ߺㄟࠎߛ߆ߚߜߢޔขᒁᚲขᒁ

ߩ৻ㇱߦߟ߈߹ߒߡ߽ޔవ߶ߤળ㐳߆ࠄ߅߇ࠅ߹ߒߚࠃ߁ߦ৻ޔቯߩ៊ᄬޔೋᦼᛩ⾗

ࠍ࿁ࠆࠃ߁ߥ៊ᄬ߇↢ߓߥޔ࿁ࠆࠃ߁ߥ៊ᄬ߇ߥ߽ߩߦߟߡߪߌࠇߤ߽ޔ

2

ߚߊߐࠎ⋓ࠅㄟ߹ࠇߡ߹ߔޕ

⟎ߥߤ߽ߡ࠻ࡉ࡞ࠍ⸃ᶖߒߡߊߚߩភ⟎ߥߤࠇߙࠇߘޔシ㊀ߟߌ߇ߚ᧦㗄߇

ߡߌߛࠆ߈ߢ߹ޔᣧߊ⚻ࠄ߆ࠇߎޔ༡ࠍߤ߁ߒߡߞߚࠄߩ߆ࠍߏᬌ⸛ߚߛߊߎ

㧞㧚ᄢጊຠขᒁ⋙ℂቭߩᜦ

߆ߣ߁ߎߣߢߪߥߊߡޔਇ⺧൘⺃ߩᱛភ⟎ߥߤ߽ߡዉߐࠇࠆߎߣࠍ೨ឭߣߒ

ߢ 1 ᐕඨߣ߁ ߪࠆޔ1 ᐕඨ߆ࠄ߹ߚ ߩߘޔ1 ᐕవࠍᝪ߃ߡࠆߔ߁ߤߦ߈ߣߩߘޔ

ඨ߹ߢࠅ߹ߔ߽ߤ⑳ޕᓎੱߩญ߆ࠄ⸒߁ߩߪ㕖Ᏹߦญߪ߫ߞߚߎߣߢߔ߇ࠆޔᗧ

ߒߡߚߛ߈߹ߔࠃ߁ߦ߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕ

એ◲ޔනߢߪߏߑ߹ߔ߇ޔ౨㗡ߩ⑳ߩᜦߦߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

߇⋓ࠅㄟ߹ࠇߡ߹ߔ߁߁ߘޕਛߢᣉⴕᤨᦼߦߟߡߪ ߡߞࠃߦߩ߽ޔ3 ࠞ߆ࠄ 1 ᐕ

 ߕࠇߦߒߡ߽ߎߩᴺ᩺ߦߪޔਇ⺧൘⺃ߩᱛភ⟎߽ߡޔIB ᐲߩዉߣ߆ޔᐫ

ᕈߩᦝߥࠆะߦߟߡᦨᄢ㒢ߩദജࠍⴕߞߡ߹ࠅߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

߆ߎߩᯏળߦࠍ┙ߡ⋥ߒߡޔᣂߚߥⅣႺߩਅߢߩࡆࠫࡀࠬࡕ࠺࡞ߩዷ㐿ߦะߌߡ೨ㅴ

ߪਇ⺧൘⺃ࠍో㕙⊛ߦᱛߔࠆߴ߈ߛߣ߁ߎߣ߇⋓ࠅㄟ߹ࠇߡ߹ߔޕ

ߩฦ⒳ᬺߩࠅᣇߦߟߡචಽߦᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦޔᆔ⸤⠪⼔ߦਁోࠍᦼߒߡޔା㗬

㗡ᬺ⠪ߩ⸵นߣ߆ߩߎߦߐ߹ޔᬺ⇇߇ᄢ߈ߊᄌࠊߞߡߊߚߦᔅⷐߥߥ߹ߑ߹ߐޔភ⟎

ࡕ࠾࠲ࡦࠣߒߡߦࠄߐޔᷫዋߒߡ߆ߥߣ߈ߦߪ৻⥸ੱࠍ⋧ᚻߦߔࠆ߽ߩߦߟߡ

ോ߽ᄢߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕᣣදߣߒ߹ߒߡߪޔᓟߎ߁ߒߚᣂߚߥᴺ⊛ߥᨒ⚵ߺߩਅߢ

ળຬฦߦ߅߆ࠇ߹ߒߡ߽ᧄޔᣣߩਥോ⋭߆ࠄߩߏ⺑ࠍ߅⡞߈ߚߛ߈߹ߒߡ߁ߤޔ

ߘࠇએᄖߪਇ⺧൘⺃ࠍᱛߔࠆߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚⵍߚ߹ޕኂߩታᘒ╬ࠍߎࠇ߆ࠄ

ᣂߚߦຠవ‛ขᒁખᬺ⠪ᐲ߇ዉߐࠇ߹ߔޕᡷᱜᴺߩਅߢߪ⥄ਥⷙ࿅ߩኻ⽎ᬺ

69

ຠవ‛Ꮢ႐ߩᯏ⢻ߩ㊀ⷐᕈߦߟߡࠊ߆ߞߡߚߛߊߚߦޔᯏ⢻ߣߒߡଔᩰᄌേࠬ
ࠢߩࡋ࠶ࠫᯏ⢻ߣ߆ଔᩰᒻᚑᯏ⢻߇ࠅ↥ޔᬺࠗࡦࡈߣߒߡ㊀ⷐߢࠆߣ߁ߎߣࠍㅀ
ߴߡ߅ࠅ߹ߔߩߎޕຠవ‛Ꮢ႐ࠍᱜߒߊᵴ↪ߒߩ᧪ᧄޔᯏ⢻߇⊒ើߢ߈ࠇ߫ޔᬺ⠪߿
⚻ᷣోߩ⊒ዷߦ⽸₂ߢ߈ࠆޔߡߊߔ߿ߪߦߚߩߘޕㅘߢߥߩ࡞ࡉ࠻ޔᏒ႐
ߣߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߛߣ߁ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍ␜ߒߚᓟߦޔᴺᓞߩౝኈࠍᰴߩਃߟߩᩇߦᴪ
ߞߡ⺑ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߹ߕᏀߩ⺖㗴ߢߔ⺖ߥࠈࠈߪࠇߎޕ㗴߇ࠅ߹ߔ߇ࠍࠇߘޔᢛℂߒߚ߽ߩߢߔޕ
1 ⇟⋡ߪޔᣣᧄߩຠవ‛Ꮢ႐߇ᦨㄭૐㅅߒߡࠆߣ߁ߎߣߢߔޕᏀߪ⇇ߢߔ߇ޔ
⇇ߪߎߩ 5 ᐕ㑆ߢ⚂ 4 ߦขᒁ߇Ⴧ߃ߡ߹ߔ৻ޕᣇ࿖ౝߪߏޔሽߓߩࠃ߁ߦ 5 ᐕ㑆ߢ
3 ಽߩ 1 ߦᷫߞߡ߹ߔޕ5 ᐕ೨ߪ⇇ోߩ 5 ంᨎߩ߁ߜ 1 ం 5000 ਁᨎ߇ᣣᧄߢޔᣣ
ᧄ߇ోߩ 3 ഀࠍභߡߚᤨઍߢߒߚ߇ޔ08 ᐕߢࠆߣ⇇ోߩ 18 ంᨎߩ߁ߜ 5000
ਁᨎ߶ߤߣ߁ߎߣߢޔߪ 3㧑ߦ⪭ߜߡߒ߹ߞߡ߹ߔ߁߁ߘޕᗧߢߪᱷᔨߥ߇
ࠄޔ⇇ߩᏒ႐ߦᲧߴߡᣣᧄߩຠవ‛Ꮢ႐߇↪⠪ߩᦼᓙߦᔕ߃ߡߥߩߢߪߥ߆
ߣ߁⠨߃ᣇ߇ߢ߈ࠆ߆ߣᕁ߹ߔޕ
 2 ⇟⋡ߩ⺖㗴ߣߒ߹ߒߡߪ⸥ߏޔᙘߦᣂߒߣᕁ߹ߔ߇ޔᤓᐕේᴤଔᩰ߇ᄢߦੂ㜞
ਅߚߒ߹ߒߚޕᐕߩೋߦ 100 ࠼࡞ᒙߛߞߚ߽ߩ߇⇟৻ޔ㜞ᤨᦼߦߪ 147 ࠼࡞ߒߘޔ
ߡ 30 ࠼࡞߹ߢ⪭ߜࠆߣ߁ߎߣߢᄢ߈ߥ⚻ᷣ߳ߩᓇ㗀߇ࠅ߹ߒߚޕⓃ‛߽߆ߥࠅᄢ߈
ߥᄌേ߇ࠅ߹ߒߚ߇߁߁ߘޔᗧߢຠవ‛Ꮢ႐ߩㅘᕈߩะ߇㊀ⷐߢࠆߣ߁
ߎߣ߇ޔᤓᐕߩ 7 ߦ㚂⣖ࡌ࡞ߢวᗧߐࠇ߹ߒߚޕ
 ߘߩᢥᦠ߇ਅߦᦠߡࠅ߹ߔ߇ޔຠవ‛Ꮢ႐ߩㅘᕈߩะߩߚߩฦ࿖ߩ㑐ㅪᒰ
ዪߩദജࠍ᱑ㄫߒࠆߥᦝޔදജࠍᅑബߔࠆߣ߁ߎߣߢߔޕ
ߟ߹ࠅߎࠇߪ 2 ὐࠅ߹ߒߡޔ
ฦ࿖߇ߒߞ߆ࠅߣኻᔕߒߥߐߣ߁ߎߣߣޔ2 ⇟⋡ߣߒߡදജޔㅪ៤߇ᔅⷐߛߣ߁ߎ
ߣߢ ߩߎޔ2 ὐ߇⺑ߐࠇߡ߹ߔޕ
 㧟⇟⋡ߪⷙޔߩᒙㇱಽߢ࠻ࡉ࡞߇Ⴧ߃ߡࠆߣ߁ߎߣߢߔޕᏀ߇࿖ౝขᒁᚲ
ขᒁޔฝ߇ขᒁᚲᄖขᒁ߮ᶏᄖవ‛ขᒁߢߔޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊߣߊߛߚߡࠍࠇߎޕ
ᐔᚑ 14ޔ15ޔ16 ᐕᐲߣ⚂ 5000 ઙߞߚ߽ߩ߇⊝ޔ᭽ߩߏദജ߽ࠅ߹ߒߡޔᐔᚑ 19 ᐕ
ᐲߦߪߘߩ 5 ಽߩ 1 એਅߦ 3 ᐕ㑆ߢᷫߞߚߣ߁ᄢ߈ߥᷫዋ߇ࠄࠇࠆ৻ᣇޔฝߩ߽ߩ
߇㕖ᏱߦჇ߃ߡ߹ߔޕ

ߩࠃ߁ߥߒߞ߆ࠅߣߒߚຠవ‛Ꮢ႐ߣߥߞߡ߇ࠊޔ࿖ߩ⚻ᷣోߦ㕖Ᏹߦᄢ߈ߊࡊࠬ

ߦߥࠆ⽸ޔ₂ߢ߈ࠆᯏ⢻ࠍᜬߟߩߛߣᕁ߹ߔޕ

 ߚߛ৻ᣇߢޔవ߶ߤᄢጊ⋙ℂቭ߆ࠄ߽߅߇ࠅ߹ߒߚ߇ޔᆔ⸤⠪╬ߩ࠻ࡉ࡞ߩ㗴

߇㐳㑆⛯ߡ߈ߚߣ߁ߎߣߢ⸃߇ࠇߎޔߒߥ㒢ࠅߪᬺ⠪ߩᣇ߇ᔃߒߡ↪ߢ

߈ࠆ⁁ᴫߦߥࠄߥߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕᤚ㕖ޔ࿁ߩᴺᓞߩᡷᱜࠍ〯߹߃ߡࠅࠃޔᔃߒ

ߡߡߒߘޔ↪⠪ߦߣߞߡᔅⷐߣߐࠇࠆᏒ႐ࠍߟߊߞߡߚߛߊߣ߁ߎߣߦ߅ജࠍ߅୫

ࠅߒߚߣᕁ߹ߔޕ

 ߘࠇߢߪ⾗ᢱߦᴪߞߡ⺑ߐߖߡߚߛ߈߹ߔ⾗ޕᢱ㧝ࠍ 1 ᨎߊߞߡߚߛ߈߹ߔߣޔ

ᴺᓞߩⷐ߇ࠊ߆ࠅ߿ߔ࿑ߢᦠߡࠅ߹ߔߥ⚦ߦࠄߐޕౝኈߦߟ߈߹ߒߡߪߚ߹ޔ

ᔅⷐߦᔕߓߡ߫ࠇ߇⺧ⷐޔᴺᓞߩ᧦ᢥߦၮߠߡㅜ⺑ߚߒ߹ߔ߇᧦ޔᢥ⥄ߪ߽

ߣߩ᧦ᢥ߇ 375 ᧦ޔᨑ⇟ࠍࠆߣ 500 ᧦ߢߦࠄߐޔ࿁ടࠊߞߚ᧦ᢥ߽ࠅ߹ߔߩߢޔ

600 ᧦ㄭࠅߥ߆ޔᄢ߈ߥ߽ߩߣߥߞߡ߹ߔޕ

 ߹ߕߩߎޔᴺᓞࠍᡷᱜߔࠆ߹ߢߩ⚻✲ࠍ◲නߦ↳ߒߍ߹ߔޕᐔᚑ 20 ᐕޔᤓᐕߩ 3 

26 ᣣߦ↥ᬺ᭴ㅧክ⼏ળߢⴕࠊࠇߡࠆຠขᒁᚲಽ⑼ળߢᄢ⤿ߦࠃࠆ⻁߇ⴕࠊࠇ߹ߒ

ߚ ߢߎߘޕ10 ࿁ߦࠄߐޔಽ⑼ળߩਅߦ⟎߆ࠇߚዊᆔຬળࠍߡ 14 ࿁ߩክ⼏߇㓸ਛߒߡ

ⴕࠊࠇޔᤓᐕߩ 12  18 ᣣߦႎ๔ᦠ᩺߇ขࠅ߹ߣࠄࠇ߹ߒߚߩߎޕᆔຬળߦߪޔട⮮ળ

㐳ޔᄙ⦟ޘℂ㐳⨹ޔળ㐳ߦ߽ߏෳടߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߘߩႎ๔ᦠߪࡄࡉ࠶ࠢࠦࡔࡦ࠻ߣ߁ᚻ⛯߈ࠍㅢߓߡߪߦ⊛⚳ᦨޔᐕߩ 2  27 ᣣ

ߦਔᄢ⤿ߦኻߒߡ╵↳߇ⴕࠊࠇߡ ⚂ࠄ߆߹ޔ4 ࠞ೨ߩ 3  3 ᣣߦ㑑⼏ቯ߇ⴕࠊࠇ߹

ߒߚߩߘޕᓟޔฦ⋭ޔฦౄߣߩᦨ⚳⊛ߥ᛬ⴣࠍ〯߹߃ߡᧄޔᐕ 6  12 ᣣ߮ 17 ᣣߦⴐ⼏

㒮ߩ⚻ᷣ↥ᬺᆔຬળߢ 2 ᣣ㑆ߦࠊߚߞߡክ⼏ࠍߚߛ߈߹ߒߚޕ18 ᣣߦᧄળ⼏ࠍㅢࠅ߹ߒ

ߚᓟޔ7  2 ᣣߦෳ⼏㒮ߩ⚻ᷣ↥ᬺᆔຬળߢ߹ߚክ⼏߇ⴕࠊࠇߡޔ⠉ᣣ 3 ᣣߦᴺ᩺߇น

ᚑ┙ߚߒ߹ߒߚᧄߡߒߘޕᣣߦߐ߹ޔቭႎߦ๔␜ߐࠇߡᧄޔᴺᓞ߇Ꮣߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 వ߶ߤ߽߇ࠅ߹ߒߚ߇ޔᏓᓟ৻ޔㇱᏒ႐ⷙߩߣߎࠈߦߟߡߪ 3 ࠞޔᏒ႐ߩ

⋧ਸ਼ࠅࠇߦߟߡߪ 1 ᐕࠇߘޔએᄖߩᬺⷙߩߣߎࠈߦߟߡߪ 1 ᐕඨએౝߩࠇߘޔ

ߙࠇߩቯࠆᣣߦ߇ࠇߎޔᣉⴕߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

 ᴺᓞߩౝኈߦߟߡޔ࿁ᡷᱜߐࠇߚߩߪຠขᒁᚲᴺ߮ຠᛩ⾗ߦଥࠆᬺߩⷙ

ߦ㑐ߔࠆᴺᓞߢࠆࠁࠊޔຠࡈࠔࡦ࠼ᴺ߽૬ߖߡ৻ㇱᡷᱜߐࠇ߹ߒߚᧄޕᣣ㈩ઃߒ߹ߒ

5

 ߹ߕߩਃߟߩὐ߇ో߇ߜߚ⑳ޔߣߒߡ⺑ߔࠆ㓙ߦߞߚᢥ┨ߢߔߕ߹ޕࠃࠅ߽

ߘࠇߦ㑐ㅪߔࠆੱ᧚ߩ㓸Ⓧ߽࿖ౝ⚻ᷣߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ߈ߡࠆߣᕁߞߡ߹ߔߘޕ

4

ߚ⾗ᢱߪ⑳ߚߜ߇࿖ળ⼏ຬߦ⺑ߔࠆ⾗ᢱࠍၮߦ৻ㇱୃᱜߒߚ߽ߩߢߔޕ

㒢ࠅߪߜ߾ࠎߣߒߚଔᩰ߇ᒻᚑߢ߈߹ߖࠎ߁߁ߘޕᗧߢߪߚߒ߁ߘޔᖱႎߩ㓸Ⓧޔ
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ࠊࠁࠆࡠࠦ㨯ࡠࡦ࠼ࡦ߹߇ขᒁߦߟߡߪޔ19 ᐕ 7 ߦ․ቯขᒁᴺࠍኻ⽎ߦߢ
ㅊടߒߡࠅߜ┙ߊߘߞߐޔᬌᩏޔಣಽ╬ࠍⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ19 ᐕᐲޔ20 ᐕᐲߛߌߢ߽
ᶏᄖవ‛ขᒁᴺ․ޔᴺߢ 13 ઙߩಣಽࠍⴕ߹ߒߚ ߜ߁ޕ1 ઙߪೃ๔⸷ࠍⴕߞߡ߹
ߔޕ
 ᣣදߦ߅߆ࠇ߹ߒߡ߽ޔᆔ⸤⠪⼔ߩߚߩ✚ว⊛ߥขࠅ⚵ߺࠍ⌀ߦታᣉߐࠇߡ
ࠆߣᛚ⍮ߒߡ߹ߔߪߡߟߦࠇߎޕᄢᄌᗵ⻢ߒߡ߅ࠅ߹ߔ⁁ߩࠄࠇߎޕᴫߩਅౕޔ⊛
ߥᴺᓞߩౝኈߦߟߡߪవ߶ߤߩ⚕ߦᚯߞߡኻᔕߩฝࠍߡߚߛ߈ߚߩߢߔ߇ߘޔ
ߩ೨ߦⵣߩࡍࠫߩޟຠవ‛ᴺߩࠗࡔࠫోߢࠈߎߣ߁ߣޠࠍ⺑ߒ߹ߔޕ
 Ꮐ߇ߩᴺᓞߩߢߔޕขᒁᚲขᒁߦߟ߈߹ߒߡߪޔ࿖ౝߩขᒁᚲขᒁޔฃ⸤
ᬺࠍⴕ߁႐วߦߪ⸵น߇ขࠄࠇߡ߹ߔޕෳⷙߣߒߡ㕖Ᏹߦ෩ߒᐲ߇ขࠄࠇߡ
߅ࠅⴕޔὑⷙߦߟߡ߽ߏޔሽߓߩࠃ߁ߦౣ൘⺃ߩᱛߣߞߚᒝⷙ߇߆ߌࠄࠇߡ
߹ߔޕ
 ৻ᣇޔᶏᄖᏒ႐ߦߟߥߋᬺ⠪ߩ႐วߦߪᤨޔὐߢߪෳⷙߪ߹ߞߚߊࠅ߹ߖࠎޕ
ߛࠇߢ߽⥄↱ߦߢ߈߹ߔ৻ߒߛߚޕቯߩⴕὑⷙ߇߆ߌࠄࠇߡࠆߣ߁⁁ᴫߢߔ৻ޕᣇޔ
ขᒁᚲࠍㅢߐߥขᒁࠆࠁࠊޔᐫ㗡ขᒁߣ߆ OTC ขᒁߣ⸒ࠊࠇߡࠆ߽ߩߦߟ߈߹ߒ
ߡߪ߇߹ࡦ࠼ࡦࡠࠦࡠޔขᒁߣ߁ฬ೨ߢ߽ታᘒ߇ߡ߈ߡ߅ࠅ߹ߔ߇৻ޔㇱߩ႐ว
ࠍ㒰ߡ߽ࠇߎޔෳⷙߪ߹ߞߚߊࠅ߹ߖࠎⴕޕὑⷙ߽ߥߣ߁⁁ᴫߢޔᖡ⾰ߥ
ᬺ⠪߇ᶏᄖవ‛ขᒁߪߦࠄߐޔᐫ㗡వ‛ขᒁߦᵹࠇㄟߺޔవ‛ขᒁోߦኻߔࠆࠗࡔࠫ
ࠍ㕖Ᏹߦᖡ߽ߩߦߒߡ߅ࠅ߹ߒߚޕ
 ⑳ߚߜߣߒߡ߽వ߶ߤ↳ߒߍߚࠃ߁ߦޔⓍᭂ⊛ߦ┙ߜࠅᬌᩏࠍߒߡಣಽࠍⴕ߁ߣ
߁ߎߣ߇ࠅ߹ߔ߇ޔߣߞߡ߽ෳⷙ߇ߥ߽ߩߢߔ߆ࠄ߇ࠇߘ߽ߡߒ߁ߤޔᓟㅊ
ߦߥࠅ߇ߜߛߣ߁㗴ὐ߇ࠅ߹ߔޕ
 ฝߩ߶߁߇࿁ߩᡷᱜ᩺ߦߥࠅ߹ߔޕຠขᒁᚲᴺߣ߁ฬ೨߽ޔ1 ᐕඨᓟߦߪຠ
వ‛ขᒁᴺߣ߁ฬ೨ߦᄌࠊࠅ߹ߔޕߩ㗴ὐࠍ⸃ߔࠆߚߦޔขᒁᚲߩขᒁ߇࿖
ౝߦࠆ႐วޔᶏᄖߦࠆ႐วߪߦࠄߐޔขᒁᚲᄖߦࠆ႐ว߽ోㇱߡߥ߁ࠃߩߎޔ
ᬺޔขࠅᰴ߉ࠍⴕ߁ᣇߦߟߡߪ⸵นࠍขࠆߣ߁ߎߣߢో⊛ߥෳⷙࠍ߆ߌ߹
ߔⴕߚ߹ޕὑⷙߦߟ߈߹ߒߡߪߩࡠࡊࠅ߹ޔᣇߦ෩ߒⴕὑⷙࠍ߆ߌࠆߣ㘈ቴߦߣ
ߞߡߪ㕖Ᏹߦଢᕈ߇ਅ߇ߞߡߒ߹߁ߣ߁ߎߣߢⷙࡑࠕࡠࡊޔࠍࠇ߹ߔߦࡠࡊޕ

ߣࠍޔߩ㗴ߣߒߡ⺖ޔ㗴ߣߒߡឭߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߘࠇߙࠇߩ⺖㗴ߦߟ߈߹ߒߡߪޔߩຠขᒁᚲᴺߩਛߢ߽ࠈࠈኻᔕߒߡ߈ߚߎ

ߣߪߏ߽ࠎߐ⊝ޔሽߓߩߣ߅ࠅߢߔ⇟৻߫߃ߣߚޕߪޔ↪⠪ߩᦼᓙߦᔕ߃ࠆߚߦ

߿ߔᏒ႐ߣߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣߢߔ↥ߪࠇߎޕᬺ᭴ㅧክ⼏ળߩຠขᒁᚲಽ⑼

ળߣߪߩߣߎࠈߢߔ߇৻ޔᤓᐕߩ 6 ߦޟᎿᬺຠవ‛Ꮢ႐ߩ┹ജᒝൻߦะߌߚࠕࠢࠪ

࡚ࡦࡊࡦࠍޠขࠅ߹ߣ߹ߒߚޕ

 ߎߩਛߢߪ⇇ᦨవ┵ߩ㔚ሶขᒁࠪࠬ࠹ࡓࠍዉߔߴ߈ߎߣ᧲ޔᎿขߩᩣᑼળ␠ൻࠍㅴ

ࠆߎߣޔขᒁᤨ㑆ࠍᑧ㐳ߒᤨߩߣ╬ࡄ࠶ࡠ࡛ޔࠞࡔࠕޔ㑆⊛ߥᏅࠍߢ߈ࠆߛߌ❗

ߡߊߎߣޔ୯㒢ޔᑪ₹㒢ࠍ⋥ߔߎߣ߇ឭ⸒ߐࠇߡ߹ߔߡߒ߹߈ߟߦࠄࠇߎޕ

ߪޔනߥࠆᣇะᕈߢߪߥߊߡߦߢ߹ߟޔࠍߔߴ߈߆ߣ߁ߎߣ߹ߢోㇱߚࠕࠢࠪ

࡚ࡦࡊࡦߣߒߡឭ␜ߒ߇ࠇߘޔታⴕߐࠇߡࠆߣߎࠈߢߔޕㄘᨋ᳓↥Ꮢ႐ߦߟ߈߹

ߒߡ߽ޔห᭽ߩႎ๔ᦠ߇ߐࠇߚ߹ޔታⴕߦ⒖ߐࠇߟߟࠆߣᛚ⍮ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߹ߚ৻ᤓᐕߩ 12 ߩޔหߓߊಽ⑼ળߩႎ๔ᦠߢߩޟ㊄Ⲣߣߩㅪ៤⋧ޔਸ਼ࠅࠇࠍㅴ

ࠆߴ߈ߛ߁ߣޠឭ⸒ࠍ〯߹߃ߡ߇ࠇߎޔ࿁ߩᴺ᩺ߦ߽ᤋߐࠇߡ߹ߔ ߡߒߘޕ20

ᐕ 4 ߦߪࠢࠕࡦࠣᯏ⢻⎇ⓥળߩขࠅ߹ߣ߇ⴕࠊࠇߡߩࠣࡦࠕࠢߦ․ޔᯏ⢻ࠍ

߆ߦ㜞ޔᏒ႐ߣߒߡߩା㗬ᕈࠍ㜞ࠆ߆ߣ߁ߎߣߦߟߡ߽ࠇߎޔ㓸ਛ⊛ߦ⼏⺰ࠍ

ⴕߞߡߚߛ߈߹ߒߚޕJCCH ߩ㆑⚂ኻ╷⽷ḮߩⓍߺჇߒ⽷ޔോⷐઙߩᒁ߈ߍ╬ߟߦޘ

ߡߏឭ⸒ࠍߚߛ߈ޔJCCH ╬ߦ߅ߡ߹߇ࠇߘޔታⴕߦ⒖ߐࠇߟߟࠆߣ߁⁁ᴫ

ߦߥߞߡ߹ߔޕ

 ৻ᣇޔㅘߥᏒ႐ߣ߁ߎߣߦߟ߈߹ߒߡߪޔએ೨߆ࠄขᒁᚲࠍਛᔃߦኻᔕߒߡߚߛ

ߚߣߎࠈߢߔ߇ⴕޔߣߒ߹ߒߡ߽ޔᤓᐕ 9 ߦ⚻ᷣ↥ᬺ⋭ౝߦᏒ႐ಽᨆ⋙ⷞቶࠍ⸳⟎

ߒ߹ߒߚޕ20 ᐕᐲᱜ੍▚ޔ21 ᐕᐲ੍▚╬ߢᏒ႐⋙ⷞቶߦ㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓࠍዉߒߡޔ

߹ⒿߩḰࠍߒߡࠆߣߎࠈߢߔ߇৻ޔᣇߢߔߢߦⴕᴺౝߢߢ߈ߡࠆฦ⒳ߩᖱႎ

㓸ࠍ߽ߣߦߦߢߔޔᏒ႐ߩ⋙ⷞࠍᆎߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߹ߚฦ࿖ߣߩㅪ៤ߣ߁ߎߣߢ߽ ߩࠞࡔࠕޔCFTC ߩࠬࠡࠗޔFSA ߣⷡᦠࠍ✦⚿

ߒ߹ߒߚ ߩߎޔߊߥߪߢߌߛߚߒ⚿✦ޕ4 એ㒠߶߷Ფߩࠃ߁ߦᒰ⺖ߩ⡯ຬ߇⧷࿖ࡢޔ

ࠪࡦ࠻ࡦ╬ߦᒛߒߡᦨޔᣂߩᏒ႐⋙ⷞ߮ࠈࠈߥ࠻ࡉ࡞ߩኻᔕߦߟߡᖱႎࠍ

឵ߒߡࠆߣ߁⁁ᴫߢߔޕ

7

ߡࠆߣߎࠈߢߔ߇ࠇߘޔએߦ࠻ࡉ࡞߇Ⴧ߃ߡࠆᶏᄖవ‛ขᒁ․ޔቯขᒁߩㇱಽޔ

߽ߩߦߟߡ㕖Ᏹߦ࠻ࡉ࡞߇Ⴧ߃ߡ߹ߔࠍߎߎޕߣ߆ߒߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ߎ

6

 ߹ߚ࠻ࡉ࡞ߩߥᏒ႐ߩߚߦߪޔ16 ᐕᡷᱜޔ18 ᐕᡷᱜߣ߁ᴺᓞࠍ෩ᱜߦታᣉߒ

 ․ߦขᒁᚲᄖขᒁ߇߹ࡦ࠼ࡦࡠࠦࡠߪߦ⊛⥸৻ޔขᒁߣ߆ᐫ㗡ขᒁߣ⸒ࠊࠇߡࠆ
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ౕ⊛ߥᖱႎ឵߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥౝኈࠍ࿁ⷙቯߒߡ߅ࠅ߹ߔߚ߹ޕᄢญขᒁᖱႎߩ༡

߁ⴕὑⷙࠍ߆ߌߡ߹ߔ߇ࠇߎޕ࿁ߩຠవ‛ขᒁᴺߩⷐߦߥࠅ߹ߔޕ

❑ⴕὑ╬ߦኻߒߡⴕ߇ኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡ߹ߔޕ
 ᦨᓟߦ⇣ޔᏱߥ⋧႐ㆊᾲᤨߥߤ✕ᕆᤨߦ߅߈߹ߒߡⴕޔ߆ࠄขᒁᚲޔᷡ▚ᯏ㑐╬ߦኻ
ߒߡ⸽㊄ᒁ߈ߍࠍⴕ߃ࠆⷙቯࠍᢛߚߒ߹ߒߚ☨ߪࠇߎޕ࿖ߢߪߔߢߦⷙቯߐ
ࠇߡࠆ߽ߩߢߔ߇ߢ߹߹ޔᣣᧄߢߪࠅ߹ߖࠎߢߒߚ☨ޕ࿖ߢߪ㕖Ᏹߦᛥ⊛ߦࠊ
ࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔᚢᓟߔߢߦ 4 ࿁⊒ߐࠇߚߣ߁⸥㍳߇ࠅ߹ߔޕ
 ߘߒߡᦨᓟߩ࠻ࡉ࡞ߩߥຠవ‛Ꮢ႐ߩታߢߔޕ1 ὐ⋡ߪవ߶ߤߩ➅ࠅߒߢߔ
߇߇࡞ࡉ࠻ޔᄙขᒁᚲᄖขᒁޔᶏᄖవ‛ขᒁߦኻߒߡ⸵นࠍዉߒⴕޔὑⷙࠍᒝ
ൻߒ߹ߔⷙࡑࠕࡠࡊޟߪߣޕࠅࠃߪߡߟߦࡠࡊޔߡࠇࠍޠṖߦߥࠆࠃ߁ࠕޔ
ࡑߦߟߡߪචಽߥ⼔ࠍታߒ߹ߔ▸ߩࡑࠕࡠࡊޕ࿐ߦߟ߈߹ߒߡߪޔᴺᓞߩ⋭
ߢ⚦ࠍߡߊߎߣߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߚ߹ޕᆔ⸤⠪⼔ၮ㊄ᐲߦߟߡ߽ᯏ⢻ࠍᒝ
ൻߒޔ߹ߢߪนᴺੱߢߪࠅ߹ߖࠎߢߒߚ߇ޔ࿁߆ࠄนᴺੱൻࠍߔࠆߣ߁ౝ

 ߣߪ㕖Ᏹߦߚߊߐࠎ⼏⺰߇ߞߚਇ⺧൘⺃ߩᱛⷙቯߢߔߪࠇߎޕᴺᓞߢᱛⷙቯ
ࠍዉߒ߹ߔ߇ౕޔ⊛ߥኻ⽎ߪߢᜰቯߔࠆߎߣߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕᜰቯߩኻ⽎
ߦߟ߈߹ߒߡߪޔขᒁᚲᄖขᒁߣߔࠆߣ߁ߎߣ߇ᒰೋߩ⠨߃ߢࠅ߹ߒߚ߇⺞ޔᢛߩ⚿
ᨐޔਅߩᵈߦᦠߡࠆࠃ߁ߦ৻⥸ੱࠍ⋧ᚻᣇߣߔࠆ႐วߦߪߩߡߴߔޔขᒁᚲᄖขᒁ
ߦട߃ޔขᒁᚲขᒁߦߟߡ߽ೋߩᛩ⾗㊄㗵એߩ៊ᄬߩ⊒↢ࠍ㒐ߋ⚵ߺߣߥߞߡ
ࠆขᒁએᄖߩ߽ߩࠍኻ⽎ߣߔࠆߎߣߦߥߞߡ߹ߔߩߘޔߒߛߚޕᓟ߽ⵍኂ߇⸃ᶖߒߥ
႐วߦߪ৻⥸ੱࠍ⋧ᚻᣇߣߔࠆຠవ‛ขᒁߩో⥸ߦߟߡኻ⽎ߣߒ߹ߔⵍޕኂߩ⁁ᴫ
ߦߟߡߪᏱߦേะࠍᵈⷞߒޔᔅⷐߦᔕߓߡᴺᣉⴕᓟ 1 ᐕߣ⸒ࠊߕޔᣧᦼߦᱛኻ⽎ࠍ
⋥ߔߎߣߦߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߎࠇߦ⥋ࠆ߹ߢߩ࿖ળߢߩ߿ࠅขࠅߦߟ߈߹ߒߡߪ⾗ޔᢱ 4 એਅߢ⼏㍳ࠍߟߌߡࠆ
ߩߢߏⷩߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔ߇ోޔㇱ⺒ࠎߢߚߛߊߩߪᄢᄌߛߣᕁ߹ߔߩߢ⑳ޔ
߇߹ߣߡߺ߹ߔޕ
 వ߶ߤߩਃߟߩᩇߔ߿ޔᏒ႐ޔㅘߥᏒ႐ߥߩ࡞ࡉ࠻ޔᏒ႐ߣ߁ߎߣߦߟ
ߡࠆߣߔ߿߫߃ߣߚޔᏒ႐ߦߟ߈߹ߒߡߪޔ
߇ࠊޟ࿖Ꮢ႐ߩᵴᕈൻޔขᒁᚲߩ࿖
㓙┹ജᒝൻ߇ᣣᧄߩ↥ᬺ╷ਇนᰳߥ⺖㗴ߢߪߥ߆ߩߘޕᣇ╷ߪߤߩࠃ߁ߦ⠨߃ߡ
9

ኈߣߥߞߡ߹ߔޕ

 ೨ߩࡍࠫߦᚯߞߡߚߛ߈߹ߔ߁߽ޕዋߒౕ⊛ߦ⺑ߔࠆߣᰴߩࠃ߁ߦߥࠅ߹ߔޕ

߹ߕ߿ߔᏒ႐ߩߚߦޔขᒁߔࠆᣇ߇߇ࠇߘߡߒߚߪޔຠขᒁᚲᴺߦၮߠߊขᒁ

ߥߩ߆ޔᶏᄖవ‛ขᒁᴺߥߩ߆߽ߣࠇߘޔᴺᓞߩⷙߩߥㇱಽ߆ߣ߁ߎߣ߇ࠊ߆ࠄߥ

߆ߞߚߩࠍޔ࿁ߪ৻ᧄൻߒߡޔ࿖ౝᄖޔขᒁᚲౝᄖߢ㓗㑆ߩߥᐲࠍ᭴▽ߔࠆߣ߁

 ߹ߚขᒁߩ⸽㊄ߦߟߡ߽ޔߪ㊄ޔଔ⸽ߩߺߣߥߞߡ߹ߔ߇ޔ㌁ⴕ⸽

ߢߩઍ↪ࠍน⢻ߣߒߡᬺ⠪ߩᣇߩ⽶ᜂࠍシᷫߒ߹ߔޕขᒁᚲߩ႐ຠߩຠߙࠈ߃ࠍᄙ

᭽ൻߔࠆߣ߁ߎߣߢޔၮᧄ⊛ߦߪឃᮭขᒁ╬߽ขᒁᚲߢ႐ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߹

ߔޕ

 ᰴߦขᒁᚲߩ⼏ᮭࠅ߹ߟޔᩣᑼߢߔޕߪ৻ੱ߇ 5㧑એᜬߟߎߣ߇ߢ߈ߥߣ

߁ⷙ߇߆߆ߞߡ߹ߔ߇✭ࠍࠇߎޔߒߡ 20㧑߹ߢߪߡࠇߘޔએߦߟߡ߽

৻ㇱᄖࠍߡ߹ߔޔߪߡߒ߹߈ߟߦࠇߎޕ㊄Ⲣຠขᒁᴺߣ߶߷หߓౝኈߣߥߞߡ

߹ߔޕ

 ߹ߚవ߶ߤߩ 19 ᐕ 12 ߩႎ๔ߚ߃߹〯ࠍࠇߘߪߦࠄߐޔ㊄Ⲣ⾗ᧄᏒ႐┹ജᒝൻࡊ

ࡦߩౝኈߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔ㊄Ⲣຠขᒁᚲߣߩ⋧ਸ਼ࠅࠇࠍࠆߎߣߦߒߡ

߹ߔ߫߃ߣߚޕ㊄Ⲣຠขᒁᚲߩሶળ␠ߣߒߡຠᏒ႐ࠍᜬߟߣ߆ޔㅒߦຠขᒁᚲ߇ሶ

ળ␠߹ߚߪఱᒉળ␠╬ߢ㊄ⲢຠᏒ႐ࠍㆇ༡ߔࠆߎߣ߽น⢻ߦߥࠅ߹ߔߣߎߥ߁ࠃߩߎޕ

ࠍㅢߓߡขᒁᚲߩㅪ៤ࠍᒝ┹ޔജᒝൻࠍታߔࠆߎߣߦߥߞߡ߹ߔޕ

 ߎߎߦߪタߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎ߇ߢ߹߹ޔቯ᱅ߢߥߌࠇ߫ߌߥ߆ߞߚ߽ߩ߇ᬺോⷙ

⒟ߢߚ߹ޔᬺോⷙ⒟ߢߥߌࠇ߫ߌߥ߆ߞߚ߽ߩ߇ߐࠄߦਅߩⷙ⒟ߣޔ㕖Ᏹߦ⥄↱ᐲ

߇Ⴧߔౝኈߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 2 ⇟⋡ߩㅘᕈะߢߔ߇ౕޔ⊛ౝኈߣߒߡߪߎߎߦᦠߡࠆࠃ߁ߦޔขᒁᚲᄖߩ

ขᒁߦߟ߈߹ߒߡߪޔవ߶ߤ↳ߒߍߚࠃ߁ߦߩᤨὐߢߪዯߌ⟵ോ߇㕖Ᏹߦዊߐ

ߩߢታᘒᛠី߇㕖Ᏹߦ㔍ߒ߆ߞߚߩߢߔ߇ޔᓟߪታᘒᛠីࠍน⢻ߦߔࠆߣߣ߽ߦޔታ

⊛ߦߪ⋧႐ᠲ❑ⴕὑ߇⁜▸࿐ߒ߆ኻᔕߢ߈ߡ߅ࠅ߹ߖࠎߩߢࠍࠇߘޔታᘒߦวࠊߖߡᐢ

ߊߒߡ⟏ೣࠍᢛߚߒ߹ߔޕ

 ᰴߦᶏᄖᒰዪߣㅪ៤ߒߚ⋧႐ᠲ❑ⴕὑߩ៰⊒ࠍน⢻ߣߔࠆߚߦޔᖱႎ឵ᚻ⛯߈ࠍⷙ

8

ߎߣࠍౝኈߣߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ᬺᣣߏߣߩឭ╬ޕߔߢޘขᒁᚲ߆ࠄਥോ⋭߳ߩႎ๔㗄ࠍలߒޔਇᱜߥขᒁ⋧ޔ႐ᠲ

ቯߒߡ߹ߔޕ߅ޔ㊄ߩᵹࠇߪቢోߦ࿖Ⴚࠍ߃ߡ߹ߔߩߢޔฦ࿖ߩⷙᯏ㑐ߣ

ኻߒߡߪߢ߈ࠆߛߌ߿ߔߊߩࠕࡘ࠴ࡑࠕޔᣇߦኻߒߡߪ⼔߇ߒߞ߆ࠅߣߢ߈ࠆߣ

72

⺧൘⺃ߩޢᱛߦߟߡߪޔᒰ㕙⥸৻ޔੱࠍ⋧ᚻᣇߣߔࠆోߡߩᐫ㗡ขᒁ߮ೋᦼߩᛩ
⾗એߩ៊ᄬ߇⊒↢ߔࠆน⢻ᕈߩࠆขᒁᚲขᒁࠍᜰቯߩኻ⽎ߣߔࠆߎߣޔߦࠄߐޕ
ᣉⴕᓟ৻ᐕએౝࠍ⋡ಣߦⷙޔߩലᨐ߮ⵍኂߩታᘒ╬ߦᾖࠄߒߡᜰቯߩኻ⽎╬ࠍ
⋥ߔ߽ߩߣߒޔᔅⷐߦᔕߓߡᤨޔᯏࠍᄬߔࠆߎߣߥߊ৻⥸ੱࠍ⋧ᚻᣇߣߔࠆขᒁోߡߦ

 ߦ․ޔߢߣߎ߁ߣޠ߅ߥޟᒙ┙႐ߩᣇߦኻߒߡޟޔᑄᬺࠍ೨ឭߣߒߚ㚟ߌㄟߺ⊛ߥޔ
ᖡ⾰ߢᒝᒁߥ൘⺃߆ࠄ৻⥸ੱࠍ⼔ߔࠆࠃ߁┙ޔᬌᩏޔಣಽ╬ࠍㄦㅦ߆ߟ෩ᱜߥ
ᴺၫⴕࠍⴕ߁ߎߣޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐߣޠ
 2 ⇟⋡ߣߒߡ┹ജߩㇱಽߢߔޕ
ޟ࿖ౝຠขᒁᚲߩ⚻༡ദജࠍ৻ጀଦߔߣߣ߽ߦޔᄙ᭽
ߥຠขᒁࠍ৻ర⊛ߦⴕ߁ࠆ⚵ߺߩዉߥߤޔᏒ႐ߩ㝯ജࠍ✚ว⊛ߦ㜞ࠆࠃ߁ᒁ߈
⛯߈ദജࠍᛄ߁ߎߣޟޔߚ߹ޔޠߩޘᷡ▚ᯏ᭴߇⸳⟎ߐࠇߡࠆ߇ޔᓟޔ࿖㓙⊛ߥേะ
ߦᾖࠄߒޔຠ⸽㊄Ⲣߩ❑ഀࠅߩ᭴ㅧࠍขࠅᛄߞߚㅢᷡ▚ᣇᑼߩዉࠍଦߔߥߤޔ
ขᒁᚲߩᦝߥࠆ⛔ว╬߽ⷞ㊁ߦࠇߟߟޔଢᕈะߦദࠆߎߣޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐߣޠ
 3 ⇟⋡ߪ࿖ౝ߮࿖㓙⊛ߥ⋙ⷞߩᒝൻߦㆡಾߦኻᔕߔࠆࠃ߁▤ޔℂ⋙〈ߩల
ታࠍ࿑ࠆߣ߁ߎߣ߇㒝Ꮺ⼏ߣߒߡ⼏ߐࠇߡ߹ߔޕ
 หߓߊෳ⼏㒮ߦ߅ߡߪᰴߩࡍࠫߩ⾗ᢱ 3 ߢߔ ߪࠇߎޕ4 ὐߢߔޕ1 ὐ⋡ߪవ߶ߤߩ
ⴐ⼏㒮ߣหߓౝኈߣߥߞߡ߹ߔޕᄙዋ㆑߁ߩߪᦨᓟߩ 2 ⴕߢߔ߇ޟޔᖡ⾰ᬺ⠪ߦኻߒߡ
ߪ⼊ޔኤ╬ߩ㑐ଥᯏ㑐ߣㅪ៤ߒߟߟ┙ޔᬌᩏⴕޔಣಽ╬ࠍߚㄦㅦ߆ߟ෩ᱜߥᴺၫ
ⴕࠍⴕ߁ߎߣ߇ߣߎ߁ߣޠઃ⸥ߐࠇߡ߹ߔޕ2 ⇟⋡ߪޔ
߈ߴࠆߢࡑࠕޟᆔ⸤⠪߇ࡊࡠ
ߣߒߡᛒࠊࠇߥࠃ߁චಽ㈩ᘦߔࠆߎߣޕߔߢޠ3 ⇟⋡ߪవ߶ߤߩ┹ജᒝൻߩߣߎࠈߣ
หߓౝኈߢߔ߇ޔ
ޟหᷣᯏ㑐ߩഃ⸳ߩᬌ⸛ࠍଦߔ৻ޔߣߤߥޠᱠ〯ߺㄟࠎߛᦠ߈ᣇ߇ߐ
ࠇߡ߹ߔޕ4 ߣߒߡޔㅘᕈะߩߚߩ⋙ⷞߩᒝൻߣ߁ߎߣ߇㒝Ꮺ⼏ߣߒߡ
ߐࠇߡ߹ߔޕ
 ߎࠇࠄోࠍㅢߓߡ⑳ߚߜޔ㑐ଥ⠪ߩᣇޔޘ࿖ળߩవ↢ᣇߣࠈࠈ⼏⺰ࠍ㊀ߨߡ߈ߡޔ
ຠవ‛ขᒁߦኻߔࠆℂ⸃ߪᷓ߹ߞߚߣᕁ߹ߔ߇ޔຠవ‛ขᒁ߇㊀ⷐߛߣ߁ߎߣߪ
ࠊ߆ߞߡ߽৻ޔᣇߢ⸵߽ߡߒ߁ߤޟนᬺ⠪ߢࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ࠻ࡉ࡞߇ᄙߣ߁ߎ
ߣ߇ታߣߒߡ㗴ߢߪߥ߆ޕᷫߞߡ߈ߚߩߪታߢࠆ߇ ߫߃ߣߚޔFX ߦᲧߴߡ 1
ᩴᄙഀวߢߪߥ߆߽ߣߎ߁ߣޠᜰ៰ߐࠇ߹ߒߚޕ
 ߕࠇߦߒࠈ࿁ᴺᓞߣߒߡᚑ┙ߒ߹ߒߚ߇ޔᓟߎࠇࠍ⋭ޔߣߛࠎߛࠎߟߊߞ
ߡߊߎߣߦߥࠅ߹ߔߩߘޕ㓙ߦߪ⊝ߐࠎߣᗧࠍ឵ߒߥ߇ࠄޔታᘒߣ㔌ࠇߥࠃ߁ߥޔ
11

ኻ⽎▸࿐ࠍᄢߔࠆߎߣޕޠ

ࠆߩ߆ޔޠ
ޟᣣᧄߩᏒ႐߇⋡ᜰߔߴ߈Ꮢ႐ߩᣇะᕈߪ߆ޟޔޠขᒁᚲߩ⛔วౣ✬ࠍㅴ

ࠆߴ߈ߢߪߥ߆⋧ޟޔޠਸ਼ࠅࠇߦߟߡߪขᒁᚲߛߌߢߪߥߊࠢࠕࡦࠣࡂ࠙ࠬߩ

⛔วߣ߆ޔ㊄Ⲣ⸽ޔޔຠขᒁߩหᷣᯏ㑐ࠍഃ⸳ߔߴ߈ߢߪߥ߆⾰ߏ߁ߣޠ

 ߹ߚㅘߥᏒ႐ߣ߁㕙ߦߟ߈߹ߒߡߪޔᤓߩේᴤଔᩰߩേะߣߘߩේ࿃ߦߟߡޔ

ߎࠇߪⓃ‛ߦ㑐ߒߡ߽ห᭽ߩߏ⾰߇ࠅ߹ߒߚ߇ޔ
ߡ߃߹〯ࠍࠇߘޟ࿖ߣߒߡߤߩࠃ߁ߥ

ኻᔕࠍߒߡ߈ߚߩ߆ޔޠ
ޟᏒ႐⋙ⷞޔㅘᕈะߩߚߩ࿖㓙⊛ߥㅪ៤߇㊀ⷐߢࠆ߇ߎޔ

ࠇ߹ߢߤߩࠃ߁ߥኻᔕࠍߒߡ߈ߚߩ߆ޕᓟߩኻᔕߪߤ߁ߔߴ߈ߥߩ߆⾰ߏ߁ߣޠߢ

ߔޟߦࠄߐޕᏒ႐⋙ⷞߩߚߩߪߪߚߒߡචಽߥߩ߆⾰߁ߣޠ߽ߚߛߡ߹

ߔޕ

 3 ⇟⋡ߩ࠻ࡉ࡞ߩߥᏒ႐ߩⷰὐߦߟ߈߹ߒߡߪޔ㕖Ᏹߦ෩ߒߏ⾰ࠍᄙᢙߚߛ

߈߹ߒߚޕ
ޟขᒁᚲౝขᒁߦߟߡߪ࠻ࡉ࡞߇ᷫዋߒߚߣߞߡ߽ޔଐὼߣߒߡᄙᢙߩ࠻

ࡉ࡞߇⊒↢ߒߡࠆߩߢߪߥ߆ߚߩߘޟޔޠਇ⺧൘⺃ᱛߩ▸࿐ߦߟߡߪޔขᒁ

ᚲౝขᒁ߽ోߡࠆߴ߈ߢߪߥ߆ޟޔޠᓟⵍኂ߇⸃ᶖߒߥ႐วߦߪ⥸৻ޔੱࠍ⋧

ᚻᣇߣߔࠆߔߴߡߩਇ⺧൘⺃ࠍᱛߔߴ߈ߢߪߥ߆ⷙߩࡑࠕࡠࡊޟޔޠߩዉߦߟ

ߡޔᤃߦࠕࡑ࠴ࡘࠕ߇ࡊࡠߣߒߡขࠅᛒࠊࠇߥࠃ߁ߦߔߴ߈ߢߪߥ߆ߚߩߘޕ

ߩᣇ╷ߪߤ߁ߔߴ߈ߥߩ߆ޟޔޠᖡ⾰ߥᬺ⠪ߩ㚟ߌㄟߺ⊛ߥ༡ᬺࠍ㒐ᱛߔࠆߚߦߤߩࠃ߁

ߥኻᔕࠍߔߴ߈ߥߩ߆ޠ
ޟޔຠవ‛ขᒁખᬺ⠪ ࠆࠁࠊޔIB ߦߟߡ߽߇࡞ࡉ࠻ޔ

Ⴧ߃ߥࠃ߁ߦߔࠆߚߦߪචಽߥኻᔕ߇ᔅⷐߢߪߥ߆⸵ߦ․ޕน߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚᬺ

⠪߇ IB ߦߥߞߡ࠻ࡉ࡞ࠍߎߐߥࠃ߁ߦߔࠆߚߦߪߤ߁ߔߴ߈߆⾰ߏߩޘ╬ޠ

ࠍߚߛ߈߹ߒߚޕ

 ߹ߚⴐෳਔ㒮ߢߩ⾰⇼ߩ೨ߦฦౄߦ⺑ߔࠆᲑ㓏ߢ߽ޔ
ޟຠవ‛Ꮢ႐ߪᧄ᧪ࡊࡠะߌߩ

Ꮢ႐ߢࠆߴ߈ߢޔᓥ᧪߆ࠄ࠻ࡉ࡞߇ᄙ⊒ߒߡࠆߎߣ߆ࠄޔੱߩຠᏒ႐߳ߩෳട

ࠍ৻ಾᱛߔߴ߈ߢߪߥ߆߁ߣޠ㕖Ᏹߦ෩ߒߏᗧ߽ᄙᢙ㗂ᚬߒ߹ߒߚ߁ࠃߩߎޕ

ߥߎߣ߆ࠄޔవ߶ߤ⨹ળ㐳߆ࠄ߽߅߇ࠅ߹ߒߚࠃ߁ߦޔᓥ᧪ߩຠขᒁᚲಽ⑼ળߩ

ႎ๔߆ࠄߐࠄߦ৻ᱠ〯ߺㄟࠎߛౝኈߣߖߑࠆࠍᓧߥ߆ߞߚߣ߁⁁ᴫߛߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߎߩࠃ߁ߥክ⼏ࠍ⚻ߡߪߦ⊛⚳ᦨޔ㒝Ꮺ⼏߇ߟߡ߅ࠅ߹ߔ⾗ߪࠇߎޕᢱ 2⾗ޔᢱ 3

ߢߔޕ㒝Ꮺ⼏ߣ߹ߔߩߪޔᴺᓞࠍᡷᱜߔࠆ㓙ߩ࿖ળߣߒߡߩᗧᕁࠍ⏕ߦߒߚ߽ߩ

ߢߔ⾗ߡߟߦࠇߎޕᢱ 2 ߢߪⴐ⼏㒮ߩ㒝Ꮺ⼏߇ߟߌࠄࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ᄢ߈ߊ 3 ὐࠅ߹ߒߡ ߕ߹ޔ1 ⇟⋡߇వ߶ߤߩਇ⺧൘⺃ߩᱛߦߟߡߢߔޕ
ޡޟਇ

10

ࠍߚߛߡ߹ߔޕ

73

ߢ߈ߥಽޔะߎ߁߆ࠄࠕࡊࡠ࠴ߒߡ߈ߚᣇߦߪ◲ଢߦߎ߁ߒߚᣇᴺ߽ขࠇࠆ
ߩ߆ߤ߁߆⺑ޔߪචಽߦߒߥߊߡߪߌߥߣ߁ߩߪㅺ⣕ߒߥࠃ߁ߦߒߥ
߇ࠄޔઃߩߣߎࠈߦߟߡߪ߅ቴ᭽߇ᦸ߫㔚⏛⊛ߦⴕߞߡߣ߁⠨߃ߢ
ߡ߽ࠃࠈߒߩ߆߅ޔ߆ߩࠆ߈ߢ߽ߢ߹ޔ⡞߈ߒߚߩߢߔ߇ޕ

ߡߪ 1 ᐕඨએౝߣߥߞߡ߹ߔޕ

 ߢߔ߆ࠄ⾰ߏߩ߹ޔߩઙ߇ਇ⺧൘⺃ߩᱛⷙቯߩߢࠇ߫ޔၮᧄ⊛ߦ

ߪ 1 ᐕඨᓟߦታ㓙ߦᣉⴕߐࠇߡᤨߩߎޔὐߢ৻⥸ੱࠍ⋧ᚻᣇߣߔࠆ႐วߦߪޔ

ೋߩᛩ⾗㊄㗵એߩ៊ᄬߩ⊒↢ࠍ㒐ߋ⚵ߺߣߥߞߡࠆ߽ߩߢߥ㒢ࠅޔਇ

߹ߚ⚦ߦߡߊᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߹ߔߪߡߟߦࠇߘޕᆔ⸤⠪⼔ࠟࠗ࠼
ࠗࡦߥߤ߽ࠄ߆ࠇߎޔᣣදߣ߽⋧⺣ߒߥ߇ࠄޔᔅⷐߦᔕߓߡߡߊߴ߈

ߦߪᴺᣉⴕᓟ㧝ᐕߣ⸒ࠊߕߦᣧᦼߦᱛኻ⽎ࠍ⋥ߒޔ႐วߦࠃߞߡߪੱࠍኻ

⽎ߣߒߚߔߴߡߩຠవ‛ขᒁߦߟߡਇ⺧൘⺃߇ᱛߐࠇࠆߣ߁ߎߣߢߔޕ

߁ᣇะߩኻᔕࠍߒߡߚߛߊߎߣ߇ᧄ᧪ߩ⿰ᣦߢߔ߆ࠄ⺈ࠍߎߘޔታߦ߿ߞߡ

ᦼ㑆ࠍ⟎ߡߥߩ߆߇ࠎ߳ߩߘޕ߆ߩߥ߈ߢ↢৻߽ߣࠇߘޕ⡞߈ߚߩߢߔ߇ޕ

ࡠߢߔ߆ޕ

߁߁߽ߩߦߟߡߪᱛߐࠇ߹ߔޕ

12
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 ዊጊ⺖㐳㧦 ࡊࡠࠕࡑߩಽߦߟ߈߹ߒߡߪޔᴺᓞߢ߹ߞߡࠆㇱಽߣ⋭એਅ

ࠈࠎࡊࡠߛߣᕁ߹ߔ߇ޔ᧪⊛ߦࡈࠔࡦ࠼߇ߞߡ߈ߚ႐วࡊࠅߪ߿ߪࠇߘޔ

߹ߔߩߢߣߚߞߥߦ߅ࠍ⪲⸒߁ߣ࠻࠶ࠞࠬࡠ߹ߢࠇߘޔᕁ߹ߔ߇ߘޔ

 ߚߛߩߘޔᓟ 1 ࠞએ㒠ߤߎ߹ߢߛ߆ߣ߁ߎߣߦߟߡߪࠄ߆ࠇߎߛ߹ޔ

 ⾰㧦 ࡊࡠߣࠕࡑߩⷙ߇⸒ࠊࠇߡ߹ߔ߇⥄ޔ߫߃ߣߚޔᏆߩ࠺ࠖࡦࠣߪ߽ߜ

ߥߣߌߥߣ߁ߎߣߢߔߣࠆ߇ߺ⚵ߥࠈࠈ߽࠻࠶ࠞࠬࡠޕᕁ

ᱜ⏕ߦߎߎߦᦠߡࠆߩߪޔᒰೋߩᛩ⾗㊄㗵એߩ៊ᄬࠍ㒐ߋ⚵ߺ߇ߢ߈ߡ

ߚߛߊᔅⷐ߇ࠆߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߥ߇ࠆࠃ߁ߥ߆ߚߜߦߒߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ߎߣߢߔⵍޕኂ߇ᷫዋߔࠆߣ

ࠍ⪭ߣߒߡቢੌߒߚߣߒ߹ߔߩߘޕᣇ߇ขᒁࠍౣᐲౣ㐿ߢ߈ࠆߩߪߤࠇߊࠄߩ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ߹ߕߩߎޔᴺᓞߩਛߢߪࡠࠬࠞ࠶࠻ߣ߁⸒⪲ࠍߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎࠅࠃޕ

ⷐߪޔ㔚ߣ߆⸰⽼ᄁ߇ᦨ⚳⊛ߦ࠻ࡉ࡞ߦߥࠄߥࠃ߁ߦߩߘޔᷫዋߦߟ

߽ߩߛߣᕁ߹ߔޕ

ߡࠆߣ߅ࠅߢߔ߇ౕޔ⊛ߦߎ߁߁႐วߪߩ߆ޔᖡߩ߆ߣ߁ߩߪޔ

 వ߶ߤߩ⾗ᢱ㧝ߩ৻⇟ਅߦᦠߡࠅ߹ߔ߇ߩߘޔᓟ߽ⵍኂ߇⸃ᶖߒߥ႐ว

 ⾰㧦 ߚߣ߃߫ੱᛩ⾗ኅ߇ࡠࠬࠞ࠶࠻ߢขᒁࠍᆎߡޔ㧝ㅳ㑆ᓟࡠࠬࠞ࠶࠻ߢᑪ₹



ᣇᴺߢઃߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩ߆ޔᄾ⚂߹ߢߩࡊࡠࠬߩߣߎࠈߢਇ⺧൘⺃߇

⋧ਸ਼ࠅࠇߥߤߩㇱಽߦߟߡߪ 1 ᐕએౝߢߔࠇߘޕએᄖߩᬺⷙߩㇱಽߦߟ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ਇ⺧൘⺃ߩᱛߪߤ߁߁߽ߩࠍኻ⽎ߦߔࠆ߆ߣ߁ߩߪᦠߦߎߎޔ

ઃߦߟߡ߽߅ޔቴ᭽߇Ꮧᦸߒߡࠆ႐วߦߪࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍㅢߒߡ㔚⏛⊛ߥ

߈߹ߒߡߪޔ3 ࠞએౝߦ߿ࠆߎߣߦߥߞߡ߹ߔ৻ޕᣇޔ㊄Ⲣຠขᒁᚲߣߩ

⺧൘⺃߇ᱛߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

ㄟߥߣ߁ᘒߦ㒱ࠆߣ⠨߃ߡ߹ߔޔߢߎߘޕኻ㕙ขᒁߢߩᦠ㘃╬ߩ

ࠄࠇߡ߹ߔ߇ޔኻ㕙ขᒁߦ߅ߡߪᦠ㕙╬ߩታ‛ࠍઃߒߥߊߡߪߌߥ

ߟߎ߁ߥࠆߣ߁ߩࠍ߽߁ዋߒ⏕ߦ⺑ߒߡߚߛߌ߹ߔ߆ޕ

ߢቯࠆᣣߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔ߫߃ߣߚޕవ߶ߤߩ⸽㊄ᒁ߈ߍߩᢛߦߟ

࠻ขᒁߢࠇ߫ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߆ࠄ࠙ࠚࡉࠍㅢߒߡ↳ߒㄟߣ߁ࡊࡠࠬ߇

ߎߩࠕ࡚ࠢࠪࡦࠍߎߔߦߚߞߡߩౕ⊛ߥࠬࠤࠫࡘ࡞ޔߡߞߥ߁ߎߟޔ

ߣ߁❈ࠅ߇ߞߡޔ༡ᬺᵴേࠍߒߡߊ߁߃ߢ㜞ࠦࠬ࠻ߩഀߦ߹ࠅฃᵈ߇

ࠍߎࠇ߆ࠄ㧝ᐕඨߩ㑆ߦ᭴▽ߒߡ߆ߥߣߌߥߣ߁⠨߃ߢ߹ߔ࠶ࡀޕ

 ⾰㧦 ⑺એ㒠ޔ3 Ბ㓏ߦಽߌߡਇ⺧൘⺃ߩᱛߣ߆߇ᣉⴕߐࠇࠆߣ߁ߎߣߢߔ߇ޔ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ోߩᣉⴕᤨᦼߪޔᏒ႐ߩⷙߦ㑐ߔࠆㇱಽߦߟߡߪ 3 ࠞએౝߩ

ࠕࡊࡠ࠴߇㒢ߐࠇࠆߣ߁ߎߣߢޔㄟߺቴߩᣇ߇↳ߒㄟࠎߢ߈߿ߔⅣႺ



 ⾰㧦 ਇ⺧൘⺃ߩᱛߣ߁ߎߣߢޔᣢሽߩ༡ᬺߩᒻᘒ߆ࠄ⸒߁ߣߩࠄ߆ࠄߜߎޔ

ߡࠆߎߣߛߌߢߔޕ

ⷐߩ⺑ߣߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

㧠㧚⾰⇼ᔕ╵

⚦߇߹ߞߡߊߣ⠨߃ߡ߹ߔᤨߩ߹ޕὐߢ߹ߞߡࠆߩߪᦠߦߎߎޔ

ߒߞ߆ࠅߣߒߚౝኈߦߒߡ߈ߚߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ৻ޕㇱ㕖Ᏹߦ㔀㚛ߢߒߚ߇ޔએߢ

74

ᢥ߇ߥ⁁ᴫߦߥߞߡߊߣߪࠇߘޔᱜߥଔᩰߩᒻᚑ߆ࠄߕࠇߡߊߩߢߪ

ߌ߫ߣᕁ߹ߔ߇ߪ⁁ޔᴺᓞߢߢ߈߹ߖࠎߨޕ

 ߘࠇߢⷙߩ߶߁ߪౕ⊛ߦㅴࠎߢࠆޕ

േᕈࠍ㜞ࠆߣ߁ᚻᲑ߇⚂ߐࠇߡࠆ ࠢ࠶ࠢޟ߈ߞߐޕ365߇ߩޠߡ
߹ߒߚ߇ߪߎߘޔ⒢߇㆑߹ߔࠄ߆ߔߢޕຠขᒁᚲߢขᒁࠍߔࠆ߽ߩߦ

ߦߤ߁߁߰߁ߦߞߡ߽ࠄ߁߆ߦߟߡߪߩࡠࡊޔ႐วߦߪߢ߈ࠆߛߌࠅ߿

ߔߊߒߡߚ߈ߡߞ߇ࠕࡘ࠴ࡑࠕޔ႐วߦߪචಽߥ⼔߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߣ

߁ߎߣߢߔޕߦੱࠍᱛߔࠆߣ߆ߘޔ߆ߣߥߌߪߡߞ߇ࠕࡘ࠴ࡑࠕޔ

15

߁ߎߣ߇⏕ߢ߈ߚߣ߁ߛߌߢߔߨޕ

߈ࠆߣ߁ߩߪ⾥ᚑߒ߹ߔߊߚߞ߹ޕኻߔࠆߣߎࠈߪࠅ߹ߖࠎ߇ߚߩߘޔ

14

ߪߪ߹ޔℂᔨߛߌߢ߽ᚻ߇ᛂߚࠇߡߥߊߡߣߥߌ߫ࠇߌߥߒ߁ߘޔ

 ၮᧄ⊛ߦߪᄙ᭽ߥෳട⠪߇ࠆ߶߁߇ࠅࠃޔෘߺ߇ߞߡᱜߥଔᩰᒻᚑ߇ߢ

৻ᣇߢⷙ߇ㅴࠎߢߊ㕙ޔᵹ

ੱࠍߚߊߐࠎჇ߿ߐߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁㕙߇ࠆࠊߌߢߔߦࠇߎޕኻߒߡ

ࠕࡑ࠴ࡘࠕ߇ߞߡߊࠆ႐วߦߪචಽߥ⼔߇ታߢ߈ࠇ߫ߣ߁ߢߔޕ

৻ᣇߢᵹേᕈࠍ㜞ߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁㗴߇ࠅ߹ߔߨޕ
ࠈࠈߥ↥ᬺࠗࡦࡈߣߒߡⷐࠆߣ߁ᄢ೨ឭ߇ࠅ߹ߔ߆ࠄߦߎߎޔෳടߔࠆ

߹ߔ߇ޔ

ߟߡߪߪࠕࡘ࠴ࡑࠕޔߊߔ߿ࠅࠃߪߦࡠࡊޔߦᱛߔࠆࠊߌߢߪߥߊߡޔ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ߏ⾰ߩ⿰ᣦߦ߁߹ߊ╵߃ࠄࠇࠆ߆ߤ߁߆ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎ߇ߦࡑࠕࡠࡊޔ

ߣ߁ⷰὐ߆ࠄᄖࠇߡߊߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

 ⾰㧦 ਇ⺧൘⺃ࠍᱛߒߡ࠻ࡉ࡞ࠍߥߊߔߣ߁ߩ߇৻ߟߩᣇะߥߩߛࠈ߁ߣᕁ

߇⼏⺰ߩኻ⽎ߣߐࠇߡ߅ࠅ߹ߒߚޕ

ߡߎ߁ߣᕁ߁ߣߔߏߊ෩ߒߣᕁ߹ߔޕਇ⺧൘⺃ᱛߩ㗴╬ߣࠆ߇ޘ

ᕁ߹ߔ߇ߩߌߛࡠࡊ߽ߦࠅ߹ޔᏒ႐ൻࠍ⋡ᜰߒߡߊߣޔᱜߥଔᩰߩᒻᚑ

߽ࠄߒߚߣᕁ߹ߔ߇ޔၮᧄ⊛ߦߪ࠻ࡉ࡞⊒↢ߩᲧ₸ޔᐲวߣ߁ߣߎࠈ

ਛߢࠊࠇࠊࠇ߇ขᒁຬߣߒߡ⛮⛯ߒߡߊਛߢߩ⁁ޔᑪ₹એߩ߽ߩࠍ₪ᓧߒ

߁ߥᨒ⚵ߺߦߥߞߡߒ߹߹ߒߚ߇ޔFX ߩߣ߈ߣ࿁ߣ߇㆑߁ߩߢߔ߆ޕ

ࠎ㓸ߡ߈ߡࠍࠇߘޔᏒ႐ߦᑪ₹ߒߡߊߎߣߦߥࠇ߫ߩ᧪ᧄߪࠇߎޔᱜߥଔ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ߘߎߦߟ߈߹ߒߡߪ⼏ߥࠈࠈޔຬߩᣇߣද⼏ࠍߒߚࠅޔᝄ⥝දળߩᣇ

ߎࠇߪขᒁᚲขᒁߢࠅߥ߇ࠄࠆࠁࠊޔᶏᄖవ‛ߣ߆ࡠࠦࡠࡦ࠼ࡦߣหߓࠃ

᧪⊛ߦࠄࠇߡ߁߁ߘޔ㓸ߩᣇࠍߒߡࠆޔᗧߢᛩᯏ⾗㊄ࠍߚߊߐ

ᩰᒻᚑߦߔߏߊᗧ⟵ߛߣᕁ߹ߔߩࠅ❈ߩ⁁߽ߢޕਛߢⷙࡑࠕࡠࡊޔߩ

ߪኻ⽎ߦߥࠄߥ߆ߞߚߢߔߨޔ
 ࠢ࠶ࠢޟ365ޕߪ߈ߣߩޠ࿁ߪຠవ‛ขᒁߩޔ

     ߘࠇߣ߽߁৻ߟ ߫߃ߣߚޔFX ߪਇ⺧൘⺃߇ᱛߦߥߞߚߣ߈ߦขᒁᚲขᒁ

    ߎࠇߪ৻છൊቯ߇ࠄࠇߥߣߢ߈ߥߢߔ߇߇ߣߎߚߞ߁ߘ߫߃ߣߚޔ

 ⾰㧦 ⾗ᧄߩ㑐ଥ߇ߞߚࠄߛߛߣ߆ⷙ߁߁ߘޔ߇ߞߚߣᕁ߁ߩߢߔ߇ޕ

ߥޕ

ߔޕ᧪⊛ߦ߽ߞߣߎࠇ߇⚦ߞߡߞߚߣ߈ߦ⋥ޔㄭߢᧄߒ߽ޔᒰߩࡊࡠߒ߆ᵈ

߁ߎߣ߇ࠅ߿ߩߟ৻ޔᣇߣߒߡߔߋߦߢ߈ࠆߩߢࠇ߫ߚ߹ޔ༡ᬺᚻᴺࠍᄌ߃ߡ

⸳ߌߡߥ߆ߞߚࠃ߁ߦ⸥ᙘߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ᧄᒰߦᄁ⾈ࠍߡࠆߣᄢ߈ߥࡠ࠶࠻ߩᵈᢥ߇ߖߥᏒ႐ߦߥߞߡࠆࠊߌߢ

ࠇ߇ఱᒉળ␠ࠍߟߊߞߡࠍ࠼ࡦࠔࡈߢߎߘޔ㓸ߡ߇ࠇࠊࠇࠊࠍࠇߘޔߔߣ

ࠅว߅߁ࠃ⺣߁ߣޠวߩᏒ႐ߩࠃ߁ߥ߽ߩߦߥߞߡߊน⢻ᕈ߽ߥߣߪ⸒߃

ߎߎߦ߹ߚ৻ߟߩო߇ߢ߈ࠆࠊߌߢߔߨ߽ߢ߹ޕએ೨ߩࠃ߁ߥߚߊߐࠎߩ₹߇ޔ

ߔ߇ޔᱜߥଔᩰᒻᚑ߇ߢ߈ߥߩߢߪߥ߆ࠊࠇࠊ߫߃ߣߚޔࠈߎߣߩ߹ޕ

ᕁ߹ߔ߇ޔߦሶળ␠ࠍߟߊࠆߣ߁ߦߥࠆߣޔຠขᒁᚲᴺߪ․ߦⷙߪ

ߣ߆ⷙࠈࠈޔ߇ࠅ߹ߔ៊ߢߎߘޕᄬ㒢ቯขᒁߒ߆൘⺃߇ߢ߈ߥߣ߆ޔ

ߣᧄᒰߩᗧߢ⋥ޔㄭߢࡊࡠߛߌߩᏒ႐ᒻᚑߣ߁ߩߪ⺣߫ࠊޔวߢߪߥߢ

ߥ߆ߥߣߣࠆߔ߁ߘޕᄌߥߢߔ߇ᦨޔೋ߆ࠄ୯Ბߪ߹ߞߡߡߢࠇߎޟ᛬

ߥ߽ߩ߇ߞߡޔᒰೋߩᛩ⾗น⢻⾗㊄㗵ߩ 3 ಽߩ 1 ࠍ߃ߡᑪߡߡߪߌߥ

ࠆߪ␠ౝߢߟߊࠆߣ߁ߎߣߪߪߢ⁁ޔᴺᓞ⊛ߦߢ߈߹ߖࠎߨࠆߔ߁ߘޕ

 ⍹ଥ㐳㧦 ⚦߆ߣߎࠈߦߥࠅ߹ߔ߇߹ޔᬺߔࠆ႐วߪዯߌߩ⟵ോ߇ߞߚߣ

ࠆߣ߁ߩ߇⁁ߛߣᕁ߹ߔ ߽߹߫߃ߣߚޕ3 ࠞ㑆ߩ⼔⢒ᚑᦼ㑆ߺߚ

߇ᷫߞߡࠆߩ߇ታߢޔຠขᒁᬺߣ߁༡ߺࠍ⛯ߌߡߊߩ߇㔍ߒߊߥߞߡ

 ⾰㧦 ߽ߜࠈࠎߘ߁ߞߚߎߣߪߤߎߦ߽߁ߚߞߡ߹ߖࠎ߇ࠎߤࠎߤޔ߹ޔᑪ₹

߁߁ߎߣߢߪ߹ߞߚߊࠅ߹ߖࠎޕ

ળ␠ࠍ⛮⛯ߐߖߡߊ႐วߦ߫߃ߣߚޔຠขᒁຬ߇ຠᛩ⾗㘈ࠍሶળ␠ߥࠅޔ

 ⾰㧦 ߚߣ߃߫ߘࠇ߇ࡊࡠߛߣߒߡࠇࠊࠇࠊ߹ޔขᒁຬ߇᧪⊛ߦ㓹↪ߩ⏕ߣ߆

4 㗄ߦⷙቯߔࠆຠᛩ⾗㘈ᬺ⠪ߦߟߡߪޔᒰὼࡊࡠߣߒߡኻᔕߒ߹ߔޕ

ߢࠆㇱಽ߇ࠅ߹ߔ߇ߊߏޔᄢ߹߆ߦ⸒߃߫ࠆࠁࠊޔຠࡈࠔࡦ࠼ᴺ 2 ᧦

75

▚ࠍߔࠆߣ߁ታോ߇Ᏹߦઃ߈߹ߣ߹ߔ߇ᤨߩ߹ޔઍߪߘ߁߁ታോߪ㔚▚
ࠪࠬ࠹ࡓߢಣℂߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߩߘޔᢛߪߔߋߦߢ߽߿ߞߡߊᔅⷐ߇
ࠅ߹ߔߌߛࠆ߈ߢޔࠄ߆ߔߢޕ႐ߩ⁁ᴫࠍࠃߊ߅⡞߈ߚߛ߈ߥ߇ࠄޔᣉⴕߩ
㓙ߦḰߢ߈ࠆࠃ߁߅㗿ߒߚߊࠃޕ㊄Ⲣᐡ߇ኻဳߣ߁ߎߣߢࠆߔ〈⋙ޔ
ᣇߣ⋙〈ߐࠇࠆኻ⽎ߩᣇߩ㑆ߢኻࠍߒߥ߇ࠄ߿ߞߡߎ߁ߣ߁ߩߢޔBetter
regulation ߢࠈࠈኻᔕߐࠇߡࠆߎߣ߽ᛚ⍮ߒߡ߅ࠅ߹ߔ߭ߗޕᣉⴕߦะߌ

߹ߔ৻ߛߚޕᣇߢࠊࠁࠆ㊄Ⲣߩవ‛ޔFXޔຠవ‛ขᒁ╬ߦߟ߈߹ߒߡߪޔ

ߎߩਃߟߩ㑆ߢߪ៊⋉ㅢ▚߇ߔߢߦน⢻ߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߐߦ߆ࠍࠇߎޔ

ࠄߦᐢߍߡߊ߆ߣ߁ߎߣߦߟߡߪޔᬺ⇇ߣ৻✜ߦߥߞߡ㗎ᒛߞߡ߈ߚ

ߣᕁߞߡ߹ߔޕੱࠍჇ߿ߔߚߩദജߪᝄ⥝දળ߽㕖Ᏹߦ㗎ᒛߞߡߚߛ

ߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߩߎޔ႐ߢߪࠅ߹ߔ߇ߒ߽ޔᝄ⥝දળߩ߶߁߆ࠄ⿷ߒߡߚ

ߛߊὐ߇ࠇ߫ޕ

߁⁁ᴫߩਛߢߟߦࠇߎޕߔߢߣߎ߁ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍࠬࡀࠫࡆߩࠇߙࠇߘޔ

ࠍᢛ߃ࠆߚߦߪ⋧ᒰߩḰᦼ㑆߇ⷐࠅ߹ߔߩߢߦࠆߔⷐޔ⋭ߩ㛽ᩰࠍᣧ

17

ࠄߦਁ߇৻ⵍኂ߇ᷫዋߒߥ႐วߦߪో㕙⊛ߦᱛߐࠇߡߒ߹߁น⢻ᕈ߇ࠆߣ

ࠆ㓙ߦߪ⋧ޔᒰߩḰ߽ߘࠇߥࠅߦᔅⷐߢߔ߽ߤ⑳ޕᣣදߪᣣදߣߒߡ

16

ࠇߙࠇߩࡆࠫࡀࠬࡕ࠺࡞߇ࡌࠬ࠻ߥߩ߆߽ߣࠇߘޔ⠨߃⋥ߔᔅⷐ߇ࠆߩ߆ߐޔ

ߢޔ1 ᐕඨߣߪ⸒߹ߔ߇߫߃ߣߚޔᣣ߅㓸߹ࠅߩᣇ⸵߇ޘน↳⺧ࠍߐࠇ

ߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

߁ⷙቯ߇ࠅ߹ߔⷙ߁߁ߘޕቯ߱ࠅ߆ࠄ⠨߃ࠇ߫ޔᣉⴕߩᣣએ㒠ߪᣂߒ

1 ᐕඨᓟߦߪߘߩኻ⽎ߢታ㓙ߦታⴕߐࠇࠆࠊߌߢߔ߆ࠄߦࠇߘޔ߃ߡ߹ߩߘ

ߴ߈ߥߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ߡߚߛ߈ߚߢߔߒߦ✜৻߽ߜߚ⑳ߪߎߘޔ⠨߃

ߣ߆⚗ಣℂⷙ⒟ࠍᣂᴺߦว߁ࠃ߁ߦᄌ߃ߡޔᣉⴕᣣ೨ߦนߩ↳⺧߇ߢ߈ࠆߣ

߽ⴕ⊛ߦ⸵นߥࠅนߩᚻ⛯߈߇ᓧࠄࠇࠆߣᦠߡࠅ߹ߔߩߢ߁߁ߘޔᗧ

ࠍขࠆᔅⷐ߇ࠆߩ߆ޔᝄ⥝දળߣߒߡ߽ᓟߤ߁߁ߣߎࠈߦജࠍࠇߡߊ

ᣉⴕ೨ߦ⸵นࠍขࠅ⋥ߔߣ߁ߎߣ߇ࠅ߹ߔߒ߽ߤ⑳ޔᣣදߦߟߡߪቯ᱅

     ฦߩขᒁຬߦ߅߆ࠇ߹ߒߡ߽ޔਇ⺧൘⺃ᱛߩ▸࿐߇࿁ᴺᓞߢ߹ࠅޔ

ߒޔડᬺ߽ߕ߱ࠎჇ߃ߡߊࠆߚߞ߁ߘޕ႐วߦߪᣣදߣߒߡߤ߁߁ኻᔕ

߁ߎߣߢߔ߇ޔ㒝ೣߩ߶߁ࠍ߹ߔߣ߫߃⸒ߡ߃ߣߚޔขᒁຬߩᣇߦߟߡߪ

♽ߩਅߢߩࠈࠈߥ߇ࠬࡓ࠭ߦㅴࠃ߁ߦޔ㒝ೣࠍࠆߣᣉⴕᣣ೨ߦߢ

ࡦࠢߛߌߢ߽ᢙਁੱⷙᮨߢᄖോຬ⹜㛎ࠍฃߌࠆߎߣ߽ࠅ߁ࠆ߿ߦુߞߡ߹ߔ

ߡߪᏓߩᣣ߆ࠄ 1 ᐕඨᓟޔᱜ⏕ߦߪ 1 ᐕඨએౝߦߢቯࠆᣣ߆ࠄᣉⴕߣ

ᯏ㑐ޔ␠߇㕖Ᏹߦᄙᢙࠆߣ߁ߎߣߢ߁߁ߘޔᣇ߇ޘෳߒߡߊࠆߎߣ߽

ߦߟߡߪ↳๔ಽ㔌⺖⒢ߢ৻ᧄൻߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߚߣ߃߫ᄖോຬߪ߹྾ජᢙ⊖ੱߢߔ߇ߚߒࠍࠣࡦࠕࡅޔᲑ㓏ߢߪࡃࠟࡔޔ

ߞߡߊࠆߣ߁㗴ߢߪ߹ߞߚߊߥߊߡ ߦ․ޔOTC ขᒁࠍⴕߞߡࠆߩߪ㊄Ⲣ

ࠇ߫ߘ߁߁ᣇะߢขࠅ⚵ߺߚߣᕁ߹ߔ߇ޔߪᣣᧄ࿖ౝߩขᒁᚲขᒁ

 ᣣද㧦 వ߶ߤᡷᱜᴺߩᣉⴕߩ㑐ଥߢขᒁຬߩᣇޔᒰᣣද߽ߡߩߘޔ㑐ଥߦߟ

ࠇ߆ࠄߎߩ⇇ߪᄢ߈ߊᄌࠊߞߡߊߣᕁ߹ߔޕනߦᶏᄖవ‛ࠍ߿ࠆᬺ⠪߇

ߣᶏᄖవ‛ขᒁߦߟߡߪ⒢ߩ៊⋉ㅢ▚ߩኻ⽎ᄖߢߔߩߢޔᓟ⊝᭽ߩⷐᦸ߇

චಽ⠨߃ࠄࠇ߹ߔޕ

ㆮṳߩߥࠃ߁ߦദߚߣᕁ߹ߔ৻ߛߚޕᣇߢ߅ߩࠄ߆⑳ޔ㗿ߢߔ߇ߎޔ

߇ߢ߈߹ߔ߹ޕޔᐲߩᴺᓞߦࠃߞߡᣂߚߥኻ⽎ߣߥࠆᐫ㗡࠺ࡃ࠹ࠖࡉ



 ዊጊ⺖㐳㧦 ߹ߩὐߦߟ߈߹ߒߡߪㄘᨋ᳓↥⋭ߣ߽චಽ⋧⺣ߒޔㅪ៤ߒߥ߇ࠄኻᔕߦ

ߢࠈ߁ߣޔ⒢ߪ৻ᧄൻߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔ↳ޕ๔ಽ㔌⺖⒢ߢߩ⋉៊ߟ߆ޔㅢ▚

ߡ߅ࠍߣߎ߁߁ߘޔ㗿ߒߚߣᕁ߹ߔޕ

ߩ㑐ଥ߽ࠅ߹ߔߒ߅ޔቴߐࠎ߆ࠄᵈᢥࠍฃߌߡ⸘ࠈࠈߢࠬࠖࡈࠝࠢ࠶ࡃޔ

ߡ৻⥸⊛ߥ⸽ߣ߆߽ࠄߜߘޔߚ৻ൻࠍߒߡ߽ࠄߚߣ߁⼏⺰ࠍߒߡ

 ᝄ⥝දળ㧦 ขᒁᚲขᒁߦߟߡߪޔFX ߢࠈ߁ߣޔຠవ‛ߢࠈ߁ߣޔ㊄Ⲣ⸽ޔ

ߎߣߦߥࠅ߹ߔ߫߃⸒ߡ߃ߣߚޕᣣߩޘขᒁຬߩᣇߩታോߪޔᣂߒ߅ቴߐࠎߣ

৻ൻߩ⼏⺰ࠍㅴߡ߅ࠅ߹ߔ߇߫ࠇ߈ߢޔߪߡߒߣߜߚ⑳ޔవ‛ߛߌߢߪߥߊ

ࠈߒߊ߅㗿ߒߚߣᕁ߹ߔޕ

߁ߎߣࠍ৻ᤨ⊛ߦߢ߽߿ࠆߎߣߪਇน⢻ߢߔ߆ޕ

     2 ὐ⋡ߦ⋭߇ᣉⴕߐࠇ߹ߔߣ߽ߡߒ߁ߤޔታോߦ߆ߥࠅᄢ߈ߥᓇ㗀߇ࠆ

߹߹ᣉⴕߩᣣࠍㄫ߃ߡߒ߹߁ߎߣߦ߽ߥࠅ߆ߨ߹ߖࠎߩߢߩߘޔὐࠍ߭ߣߟࠃ

ߐࠎ߇ߞߡ߈߿ߔߊߒߡ߽ߡߞ߆߁߽ߣࠆ߿ߢߎߎޟ⒢㊄ߪዋߥߢߔࠃߣޠ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ⒢ߦߟ߈߹ߒߡߪᄢᄌ㊀ⷐߥ㗴ߛߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ߹ޕ㊄Ⲣ⺖⒢ߩ

ߦߒߡߚߛߊࠃ߁߅㗿ߒߚߩߢ߹ࠈߎߣ߆⚦߆ߥ߆ߥޕḰ߇ߢ߈ߥ

ߟߡߪᤨޔ㒢┙ᴺ⊛ߢ߽ߢߔ߆ࠄߩߎߘ߽ߢ⊛ᤨ৻ޔ⒢ࠍ✭ߊߒߡ⊝ޔ
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ߚߛ߈ߚߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ߅ߊߒࠈࠃޕ㗿ߒ߹ߔޕ
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19

ߪߎ߁߁ຠ߽ࠆࠎߢߔࠃߡߞߥߦࠣࠅߥ߆ߪߎߘޔߣࠆ߿ߡߞ⸒ߣޠ

 ዊጊ⺖㐳㧦 ߚߛߒᦨೋߦࡠࠬࠞ࠶࠻ޔೋᦼᛩ⾗એߩ߽ߩߢ൘⺃ߒߡ߅߈ߥ߇ࠄޔ
ޟታ

ࠄ൘⺃ߒߡࠆࠊߌߢߪߥߩߢ߁߁ߘޔขᒁߪߢ߈ࠆߎߣߦߥࠈ߁߆ߣᕁ

ജ߇ߥޕߘ߁߁⁁ᴫ߇⊒↢ߒߡࠆߣ߁ߎߣࠍޔᤚ㕖ᣧᕆߦᬌ⸛ߒߡ

 ⾰㧦 ਇ⺧൘⺃ߩᱛߪޔߣߔ߹⸒ߦࠎࠄ߫ߊߞߑޔ༡ᬺࡑࡦߦޟᣣ߆ࠄฬ★



 ⍹ଥ㐳㧦 ߅ቴߐࠎ߇⥄ࠄߘ߁߁ขᒁࠍߒߚߣ↳ߒࠆ႐วߪޔขᒁຬࠨࠗ࠼߆

ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣߢߔޕ

ߢ߈߹ߔߣޔᨎᢙ߇ᷫߞߡߊਛߢขᒁ㊂߇ᷫࠆߛߌߢߪߥߊ߿ߪࠇࠊࠇࠊޔ

ࠄߥߌࠇ߫ߌߥ߇ߢ߈ߥߦߐ߹ޔߡߞߣߦࠞࡠࡉޕᏒ႐ߣߒߡ㝯

ߎߜࠄ߆ࠄ൘⺃ߒߚ߅ቴߐࠎߢߔ߆ࠄߥߦߜߚ߆߁ߣޠࠎߖ߹߈ߢߪߚߥޟ

ࠞ߇ஜోߦࠍߒߡߌࠆࠃ߁ߥᐲ⸳⸘ߪࡑࠬ࠻ߛߣᕁ߹ߔ߹߹ߩߎޕ

ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߘࠎߥ㜞ᚻᢙᢱࠍขࠆߩߢࠇ߫ߎߩᏒ႐ߪࠊߥߣ߁ߩ߇ะߎ߁ߩ

ขࠅߚߣߞߡ߈ߚ႐ว◲ޔනߦ⸒߃߫ޔᩣଔߢਅ߇ߞߡ㔍ᐔߒߚޔߛߚޕ

วࠍ㒰ߌ߫ߪߡߒߣߜߚ⑳ޔၮᧄ⊛ߦߪ 1 ᐕඨᓟߣ߁ߩ߇৻ߟߩ⋡ಣߛߣ⠨߃

ߞߣߍߡߊߛߐߣ⸒ߞߡ߽ߩߤޔળ␠߽ߘࠇߪฃߌߡߊߛߐࠄߥޔࠈߒޕ

ߣ߁ߎߣߢߔ߈↢߇߽ߤ⑳ߜࠊߥߔޕᱷߞߡߊߚߩᣇ╷ࡠࡉࠅ߹ߟޔ

߆ߩኻᔕࠍߖߑࠆࠍᓧߥߣ߁ߎߣߪࠅ߁ࠆߣᕁ߹ߔ߁߁ߘޔߛߚޕ႐

ᣣᧄߩᏒ႐ߩᢱ₸ߪ㜞ࡌ࡞ߦࠅ߹ߔ߇߽ߤ⑳ࠍࠇߎޕ㘩ߴߡߊߚߦ߽

߁߆ߚߜߦߥࠆߩߢߒࠂ߁߆ޔࠅ߹ߟޕᆔ⸤⠪߇ೋᦼᛩ⾗㊄㗵ࠍ࿁ࠆࠬࠢࠍ

߆ߟ 1 ᐕඨᓙߚߥߌࠇ߫ߌߥߩ߆ߣ߁ᄢ߈ߥჿ߇ߡ߈ߚߣ߈ߦߪޔࠄ

ߩߛߌߦߥߞߡ߹ߔޕታߪ⇇ߩᏒ႐ߩࠦࡒ࠶࡚ࠪࡦߩᢱ₸ߦኻߒߡޔߩ

߹ߔߒ߆ߒޕᣣᧄߢߪޔᷡ▚ᯏ᭴ߦోㇱ߅㗍ߌߒߡߩߡߴߔޔ㊄ሶߪߥ

㧔࠻ࡉ࡞߇㧕2 ߕߟჇ߃ߡߊߣ߁ߎߣ߇ߞߚ႐วߦ߅ߥ߽ߢࠇߘޔ

ࡉࡠࠞߢࠆࠊࠇࠊࠇߪ߽ߊߛߚߢߜߚ߆߁ߣࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠦࠆࠁࠊޔ

ߚ߁߃ߢߩߘޔขᒁߪᦸ߹ߥߣߥߞߚ႐วߢ߽ޔᆔ⸤⠪ߦߪㆬᛯᮭߪߥߣ

߆ߨߥߩߟ৻ߢ߹ߊߪࠇߎޕቯߢߔ߇ޔᖡ⾰ߥ㚟ߌㄟߺ༡ᬺ߇ⴕࠊࠇߡᲤ

߫⥄ࠄࠬࠢࠍขߞߡߡߒࠍࠣࡦࠖ࠺࠻ޔ⋉ࠍߍࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ߇ޔ

ࡉࡠࠞߪ߅ቴ᭽߆ࠄ㗍߆ߞߚ㗍߆ࠅ㊄ߩ㊄ࠍ⥄ࠄߩߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈

ߦޔ࿖ౝຠขᒁߦ㑐ߒߡߡߒߚߪޔ߽ߒߥߊߡߩ߆ߣ߁ߎߣߦ߽ߥࠅ

ࠃ߁ߥࡉࡠࠞ߇ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߡሽ┙ߢ߈ࠆ߆ߣ߁ὐߢߔޕᏒ႐ౝߢࠇ

ࠍ㒐ߋ⚵ߺߦߥߞߡࠆขᒁࠍᆔ⸤⠪ߦ൘⺃ߒߚߣ߈ߦޔᆔ⸤⠪߇ࠃߊℂ⸃ߒ

ߢ ߩߎޔ1㨪2 ࠞߢ࠻ࡉ࡞߇ᕆỗߦჇ߃ߚⵍޔኂ߇㕖ᏱߦჇ߃ߚߣ߁႐ว

ࠍᜂ߁⽿છ߇ࠆߣᕁߞߡ߹ߔߛߚޕ㗴ߥߩߪޔߩᏒ႐⸳⸘ߢ⑳ߤ߽ߩ

߁ߥ߆ߚߜࠍᤚ㕖ᬌ⸛ߒߡߚߛ߈ߚߩࠞࡔࠕ߫߃ߣߚޕᏒ႐ߦ߅ߡߪޔ

ࠄࠇߘޔએߩߎߣߪߥ߆ߥ߆⸒ߦߊߣ߁⁁ᴫߢߔᦨ߫߃ߣߚޕᖡߩ⁁ᴫ

ࡈࠔࡦ࠼♽ߩડᬺࠍߎߩᏒ႐ߦᣧߊᜬߞߡߎߥߌࠇ߫ߌߥߒߩߎߪ⑳ޔ

 ⾰㧦 ၮᧄ⊛ߥߎߣࠍ⡞ߊߎߣߦߥࠆߣᕁ߹ߔ߇ޔೋᦼᛩ⾗㊄㗵એߩ៊ᄬߩ⊒↢

 ߚߛߦߐ߹ޔߪߩ߁ߣ߆ߟ߇ࠇߎޔߢቯࠆߣᦠߡࠆߛߌߢߔ߆

ࠍ߽ߚࠄߔߣ߁㊀ⷐߥߣߒߡޔᶏᄖߩࡊࡠ࠶ࡊ࠻࠳ߣ߆ޔ㌁ⴕ♽ޔ

 ߎߎߢ৻ߟ߅㗿ߢߔޕᏒ႐ߩ⸳⸘ࠃࠆߌߡ߈↢߇ࠞࡠࡉࠇࠊࠇࠊޔ

ߥߪήℂߛߣᕁ߹ߔߒ৻ޔቯᦼ㑆ᓟߦߥࠈ߁ߣᕁ߁ޕ

ߣߢޔᄢ߈ߥ⼏⺰ߦߥߞߡࠆߎߣߪࠃߊሽߓߡ߅ࠅ߹ߔઁޕᣇޔᏒ႐ߦᵹേᕈ



એౝߢߢቯࠆߣ߁ߩߪޔḰᬺࠍ⠨߃ࠇ߫ ߩߎޔ1㨪2 ࠞߣ߆ߘࠎ

ᵹേᕈࠍ߽ߚࠄߔߪߕߢࠆ৻⥸ᛩ⾗ኅ߇ߞߡߎࠄࠇߥ⁁ᴫ߇ࠆߣ߁ߎ

ᔕߦߥߞߡߒ߹߹ߔޕ

ᴦᖱ߽ᵹേ⊛ߥߩߢ⑳ߚߜ߽ߥ߆ߥ߆⸒߃ߥߩߢߔ߇ޔၮᧄ⊛ߦߪ 1 ᐕඨ

 ⾰㧦 ߎߎߢߩ⼏⺰ߢ⊝ߐࠎߩ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥ㑐ᔃߪ߿ߪࠅਇ⺧൘⺃ߢߔޕᏒ႐ߦ

ᤨᦼߛߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ߇߇ࠇߘޔ೨ୟߒߐࠇࠆน⢻ᕈ߇ߥߣߪ⸒߃ߥޕ

 ዊጊ⺖㐳㧦 1 ᐕඨએౝߢߢቯࠆᣣߣߥߞߡ߹ߔޕḰࠍ⠨߃ࠆߣ 1 ᐕඨߦㄭ

ߒߡߢߔ߆ޕ

㑆߽ࠆߣ㕖Ᏹߦ⍴ߣᕁ߹ߔߩߢޔචಽߥߏኻᔕࠍᬌ⸛ߚߛ߈ߚߣᕁ

߹ߔޕ

ࠍߡ㔚ࠍ߆ߌߚࠄߛߛߣޠᜰ␜ߔࠆߩߪ⇟৻ޔᣧߊߡ߽ 1 ᐕඨᓟߛߣ⼂

ߡߪ⌀ߦߢߔޔߦ⠨߃ߡࠄߞߒ߾ࠆߣᕁ߹ߔ߇ޔ1 ᐕඨߣ߁ߩߪḰᦼ

77

20

߃ߢޔᓟᣣදߣ૬ߖߡࠟࠗ࠼ࠗࡦ╬ߦᤋߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

એ

߽ߩߪ෩ߒߊߡߊߣ߁⊒⸒߇ࠅ߹ߒߚߩߢ߁ߚ߃߹〯ࠍߣߎ߁߁ߘޔ

߽ߩࠍ૬ߖߡ⺑ߔࠆߣ߁ߎߣߪ࠻ࡉ࡞ߦߟߥ߇ࠆߩߢߪߥ߆߁߁ߘޕ

 ߆ߦ߽ޟೋᦼᛩ⾗એߩ៊ᄬ߇ߥ߽ߩߢߔࠃޔߡߞ⸒ߣޠᮮߢߘ߁߁

ߥࠃ߁ߦߒߡߊࠇߣ߁⾰߽ࠅ߹ߒߚޕ

ߢ߽ޔవ↢߇ࡠࠬࠞ࠶࠻ߣ߁⸒⪲ࠍߞߚࠎߢߔ߇߇߹࠻࠶ࠞࠬࡠޔ൘⺃߇

ߊࠆߣᕁ߹ߔ߁߽ޔߪߡߟߦࠇߘޕዋߒ⚦ࠍࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ࿖ળ

ߒ߆ߒޔᵹേᕈะߩߚߦⴕὑⷙࠍ✭ߔࠆߣ߁ߎߣߪࠅ߃߹ߖࠎߎޕ
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␠ળ߇ຠవ‛ขᒁᬺ⇇ߦᛴߡࠆࠗࡔࠫࠍᄌ߃ߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕᄌ߃

ࠍᜂߞߡߞߡߚߛ߈ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ

ߣ߁␠ߪ⥌ߒᣇߥⴕޕߣߒߡߪޔᆔ⸤⠪⼔ⷙࠍㆩߔࠆડᬺߦߎߩᏒ႐

ߪ␠ޔળ⊛ߦฃߌࠇࠄࠇߥߎߣߪࠄ߆ߢߔޕᆔ⸤⠪⼔ⷙߦ⠴߃ࠄࠇߥ

ኻᔕߪߒߥߒ↳ߣࠅ߈ߞߪߣޠߍߚޕᆔ⸤⠪⼔ߦଥࠆⷙࠍ✭ߔࠆߎߣ

ߡ߽ࠄ߁ߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆᣇ߇ࠆߣߔࠇ߫ޔਥോ⋭ߣߒߡ߁߁ߘޟޔᣇะߢߩ

߽ߒ߽ޔᆔ⸤⠪⼔ߩߚߦᴺߢ⺖ߖࠄࠇߡࠆฦ⒳ߩⴕὑⷙࠍㆇ↪ߢ✭ߒ

ߒߡߪޔᏒ႐ߩ⛽ᜬߩ㗴ߣขᒁຬߩ⚻༡ߩ㗴ߪಾࠅ㔌ߒߡ⠨߃ߡߊᚲሽߢߔޕ

ߣ߁ߩߪ⚻ߩࠄ⥄ޔ༡⽿છࠍઁߦォᇾߒߡࠆߣࠊߑࠆࠍᓧ߹ߖࠎޕਥോ⋭ߣ
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(３) 同趣旨の法定帳簿の統合
例えば、
「証拠金等出納帳」と「委託者別証拠金等現在高帳」又は、
「委託者総合管理
表」と「委託別資産管理・保全台帳」等、趣旨を概ね同じくする帳簿は統合されたい。
（理由）
「商品先物取引法」施行後には媒介・代理を行う商品先物取引業者や商品先物取引仲
介業の為の法定帳簿が追加される事が予想される。かかる状況下、趣旨を概ね同じく

（２）記載項目、添付書類のうちいずれか一方の廃止
様式での記載項目と提出が求められる添付書類が同内容の為、どちらか一方を廃止
とする。
（説明）
短期借入金及び長期借入金の明細について「様式第一号」純資産額に関する調書の
（５）にて記載が求められているが、同記載は「様式第十七号」月計残高試算表の添
付書類（様式第 8 号）として毎月提出を行っている為、一方を記載不要又は添付不要
として頂きたい。
（理由）
内容が重複し、特段の記載又は提出が不要と思われる為。

１．様式に係る意見
（１）押印欄
各種届出等の押印欄については削除、又はその押印箇所の削減、或いは他の代替的
方法による意思表示方法を容認されたい。
（理由）
毎月定期的に提出することとされる書類（以下を参照のこと）もあり、1 枚 1 枚に
形式的に押印するのは作業負担が大きい。
（説明）
・例えば、カガミ文面 1 箇所で足りることとする等、押印箇所を削減できないか。
・仮に電磁的方法での提出が認められると、押印自体が不要なものになる。
（対象となる法定書類の例）
様式第 1 号（純資産額調書）
、
様式第 10 号（事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書）
、
様式第 11 号（兼業業務の概要に関する届出書）
、
様式第 12 号（支配関係法人の概要に関する届出書）
、
様式第 13 号（特定業務の概要に関する届出書）
、
様式第 15 号（純資産額規制比率に関する届出書）
、
様式第 15 条の 2（事業報告書）
、
様式第 16 号（分離保管等に関する調書）
、
様式第 17 条（月計残高試算表）
、
様式第 18 号（定期業務報告書）など。

法定様式の改正に係る応募意見
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例４：日本商品委託者保護基金
希望：定款に基づく届出について、
「日本商品先物振興協会の【様式第５号】会
員の届出事項に関する届出書」のように一覧表に○を付け、添付書類等も主務省
へ提出した写しで行いたい。

例３：中部大阪商品取引所
様式５
本店又は主たる事務所の名称及び所在の場所変更に係る届
様式６－（1） 資本金の変更に係る届
様式６－（2） 定款の変更に係る届
様式６－（3） 役員の氏名変更に係る届
希望：上記４つについては「様式 30 の主務大臣へ届け出た写しに係る届」を代
用したい。

例２：
（株）東京工業品取引所
様式 03 本店又は主たる事務所等に関する届出書
様式 19-2）役員の変更に係る届出書
様式 19-1）定款の変更に係る届出書
希望：上記３つについては「様式 28-1 本所が別に定める場合の届出書」を代
用したい。

（＊様式に係るその他の問題意識）
書式の共通化・統一化
主務省及び関係諸機関（商品取引所、清算機構、関係団体）への提出書類において、
趣旨が類似しているものについては、なるべくその書式を共通化されたい。
（説明）
主務省と各取引所、各業界団体へ提出する同一内容の届出書の中には、各所でフォー
ムが独特なものが多い。改めて作成しなければならない。また、添付書類で謄本が必要
であり費用がかさむ。
（具体例）
例 1：
（株）東京穀物商品取引所
1-06 本店又は主たる事務所の所在地（表示）の変更届出書
1-07 資本金の額（出資金の額）の変更届出書
1-08 定款の変更届出書
1-09 役員の変更届出
希望：上記４つについては「2-13 商品取引所定款に定める受託会員の届出事
項に基づく届出について」を代用したい。

する帳簿が統合されれば管理コストの削減に繋がる為。

［ 資料６－（４） ］
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（３）廃止市場に係る脱退届けの不要化
取引員、主務省の双方における事務負担軽減の観点から、市場が廃止された場合、
以下の届出書の提出は不要とされたい。
（対象となる法定様式）
商品市場・取引の別に係る届出書
（法第１９５条第１項第１号、省令第７９条第２号第３号）

（２）書式の e-Gov での一元的提供
様式（参考様式含む。
）のワード、エクセル版提供は、e-Gov 経由にて一元的に提
供されたい。
（理由）
① 現在、様式のワード・エクセル版は、日本商品先物取引協会の会員ページ「主
務省関係資料」内「主務省資料関係」にて変更の都度に告知がなされ修正様式が
掲載（日本商品先物取引協会のサーバー内）されている一方、同ページ内「主務
省届出様式集」では網羅的に様式が掲載（経済産業省のサーバー内へのリンク）
されている。
しかし、両者の内容が一部異なる等の齟齬が生じる事態も発生している。
このためワード・エクセル版の様式は e-Gov に一本化して掲載して提供を希望
する。
② 「e-Gov 電子申請システム」を利用した電磁的方法による様式提出には、e-Gov
内での様式提供が不可欠となる。また、複数箇所の提供による混乱を回避し、か
つ、
「商品先物取引法」施行後は日本商品先物取引協会に属さない「商品先物取
引業者」も観念し得えることから、一般的に誰でも閲覧・ダウンロードできる
e-Gov にてワード、エクセル版の提供が必要になると思われる。

２．提出方法に係る意見
（１）電磁的提出の可能化
主務省への提出用の様式についても電磁的提出（電子メールや電子申請システム
（web 等）での提出）を可能とされたい。
（理由）
（ａ）電磁的方法での提出であれば当日申請が可能。データ作成後の業務の負担軽減
が可能となる。
（ｂ）用紙代・印刷代・郵送代等の削減が可能。
（ｃ）主務省以外への書類や保存物には電磁的記録を認めるケースが多い。
例 1：税務署に提出する支払調書、先物取引に関する調書は、光ディスク等
での提出可能な書類。
例 2：商品取引所法の中で民間事業者等が行う書面の保存等は、電磁的記録
による保存が可能。
例 3：委託者への事前交付書面は委託者の承諾を得ることにより、電磁的交
付可能。

-4-

以上

（＊ 添付書類に係るその他の問題意識）
添付書類の写しによる提出について
添付書類については、例えば、主務省に原本を送付し、その他の関係諸機関（各取引
所や各団体等）にはその写しを提出すれば足りることとされたい。
（理由）
（ａ）主務省及び関係諸機関への添付書類として、それぞれに登記簿謄本等が必要であ
り、費用がかさむ。
（ｂ）役員の官公署の証明書は、役員個人が取り寄せているために負担が大きい。

（２）添付書類の写しによる提出の可能化
写しによる添付書類の提出を可能とされたい。
（説明）
届出書類の添付資料で登記事項証明書、住民票等が必要となる場合がある。添付書
類については、主務省、その他の関係諸機関（各取引所や各団体等）ともに、その写
しを提出することで足りるこことされたい。
（理由）
取得コスト、人的コストの軽減を図るため。

３．添付書類
（１）廃止市場に係る脱退届出書への取締役会議事録の添付不要化
市場が廃止による脱退届出書への取締役会議事録の添付は不要とされたい。
（説明）
自社の都合による加入・脱退の場合は、取締役会で決議されるべきものだが、市場
廃止による脱退においては取締役会決議というよりはむしろ、当然脱退である。
（届出書自体の提出が不要とされることが望ましい。１．
（２）を参照のこと。
）

（＊ 法定帳簿の提出の方法に係るその他の問題意識）
主務省に対する cfef システム経由の提出
主務省に対しても、cfef システムによって提出することが認められないか。
（説明）
株式会社日本商品清算機構、委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金、日本
商品先物取引協会に対する経理関係書類の提出について、既にシステムが構築されて
いる cfef システムでの提出を認めるべき。
該当様式：経理関係様式（様式 1、15～18）の提出には
（理由）
電磁的方法による様式提出が可能となれば、経費や環境コストの削減及び提出期間
の短縮等に繋がることになると思われるため。

当該取引について、当初に預託を受ける取引証拠金の設定において、証拠金倍率を

を提供し、超過損失を生じることのないよう工夫された損失限定取引となる。

とを確認することができました。この前提に立てば、以下の懸念についてもご理解をいた
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は不招請勧誘ではないものとして扱うこと。

ります。

う、下記について、特段のご配慮が是非とも必要と考えるものであります。

「初期の投資金額以上の損失が発生する可能性のない取引」が現実的に開発可能となるよ

「取引所外取引」と「取引所取引」に一定の差異を設けた国会付帯決議の趣旨に鑑み、

に低下させることにつながりかねません。

となり、その結果、かえって委託者保護に逆行するとともに商品先物市場の流動性をさら

委託者保護制度を有する取引所取引の制度や仕組みなどを詳細に説明する手段を失うこと

上不可能ということとなれば、顧客に対して、法規制、自主規制の面から圧倒的に優れた

資産運用取引等の形で参加できるよう、柔軟性をもった規定とすること。
以 上

４．プロ・アマ区分については、一般投機の参加減少に見合う数量の取引がヘッジ取引や

と。

ことについての適合性が認められる者については、不招請勧誘の禁止の対象外とするこ

続的取引関係にある者、未決済の店頭金融商品先物取引の残高を有する者等取引を行う

るものと確信しております。

従いまして、「初期の投資金額以上の損失が発生する可能性のない取引」の開発が事実

金）取引」を行った経験を有する者、金融商品取引業者とデリバティブ取引について継

顧客に十分に理解された上で取引を開始していただくことが、当業界の信頼の向上に繋が

り、商品先物取引の制度や仕組みなどをより詳細に説明することが必要であり、その結果、

３．過去の一定期間以上にわたり、商品先物取引や金融先物取引などの「証拠金（保証

象商品の取引を行いたい旨の申出書の提出等により顧客の意思が示された場合において

もとより商品先物取引は高度に発達した商取引ですので、顧客に直接接することによ

２．不招請勧誘の禁止の対象外の商品の勧誘・説明の後に、顧客から不招請勧誘の禁止対

い取引」でなければ、顧客からの要請なく対面しての勧誘をすることができないこととな

商品先物取引業者は、2011 年１月の改正法施行により、政令指定により不招請勧誘が

禁止される取引以外の取引、すなわち「初期の投資金額以上の損失が発生する可能性のな

基づき顧客建玉の決済のための取引を成立させるための受け皿を検討する。

なお、取引所においては、超過損失が生じる前に商品先物取引業者と顧客が契約に

引及び取引所業務規程に基づく市場外取引を通じて確実に決済注文を執行する仕組み

だき、ご支援いただけるものと確信します。

の価格変動の状況をモニタリングし、市場の価格が当該水準に達した場合に、市場取

に際しては、超過損失が発生する可能性が統計的にない範囲で受けるものとし、市場

商品先物取引業者は、顧客から決済を行う価格水準についての予めの指示を受ける

じる可能性がない取引（以下「損失限定取引」という。）とする。

り決め、決済の結果、取引証拠金額を超える損失（以下「超過損失」という。）が生

引証拠金額の一定比率の計算上の損失となる価格となった場合に決済を行うことを取

の契約において、市場の価格が、当該取引を行うために当初に預託が必要とされた取

過去の価格変動率を参考に変動リスクを十分にカバーする料率にするとともに、予め

主務省から、我が国の商品取引所が存亡の危機にあること、日本に商品先物市場は必

日本 商品先 物振 興協 会
㈱東京 穀物 商品 取引 所
㈱東京工業品取引所
日本商品委託者保護基金
㈱日本商品清算機構
日本 商品先 物取 引協 会

具体的には、例えば、

引商品とするのでなく、商品取引員や取引所の創意工夫が活かせるものとすること。

１．「『初期の投資金額以上の損失が発生する可能性』のない取引」について、画一的な取

記

要というご認識が提示され、商品先物市場の現状について概ね業界と共通認識を有するこ

（意見交換用資料）

不招請勧誘の禁止等について

平成 22 年 3 月 23 日

［ 資料６－（５） ］
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は、一定の市場規模となるまでの間、流動性対策の一環としての取組みが期待されて
いる。

率の計算上の損失となる価格となった場合に決済を行うことを取り決め、決済の結果、

行うかは、各社または顧客が選択する。モニタリングのインターバルとの関係で工夫。

文を執行することによって、誠実履行義務を果たす。

等に係るリーガル・リスクを負うことになる。 ⇒ 社内体制の整備徹底）

（事後的に未整備が判明した場合には、裁判等の現場等において、不招請勧誘の禁止

④ 社内管理体制の整備によりロスカット取引契約の履行に係る誠実義務を果たす。

リスクカバー率を引上げするなど柔軟に見直し是正する。

③ 初期投資額以上の損失（超過損失）の発生可能性は、①と②を直近の変動率により

定する。取引員は、ロスカット水準を取引証拠金の 30～50％等での設定を推奨する。

② ①を前提に、取引証拠金における損失の許容範囲を顧客がロスカット水準として設

バーする設定とする。

① 取引証拠金を、1 日当たりの価格変動リスクを過去のデータに基づき 100％以上カ

ある。

セス等を明らかにした記録、申出書等の整備により、証明できるようにしておく必要が

とになるので、顧客の能動的な取引意思による基本契約であることについて、契約プロ

に）
、
「不招請勧誘の禁止」に係る法令違反を疑われかねないリーガル・リスクを負うこ

から、通常取引を行いたい旨の要請があった場合には、取引の結果次第では（事後的

損失限定取引（不招請勧誘の禁止の適用除外の取引）の勧誘・説明をした後に、顧客

２．不招請勧誘の禁止対象商品を行いたい旨の要請があった場合の手続き

る水準で、①と②を各社が工夫する。

方が格段に高いという結果となっている。統計データの検証により、ロスカットでき

カー制により値幅制限が拡大される場合との対比では、サーキット・ブレーカー制の

※ 損切り注文の成立度合いは、1 日当りの値幅制限のある場合とサーキット・ブレー

況によっては、外務員が早めの損切りを助言することもできる。

損切り水準に達しない場合でも、自己の判断で損切りは可能であるし、また、相場状

り超過損失を生じさせない仕組みの取引をいう。

１．建玉ベースで工夫の商品（基本形）

との兼ね合いで、いかに実際的なものにするかは、各社の工夫次第となる。委託者は、

いて、取引所業務規程に基づく当事者間での市場外取引により決済することによ

済注文の執行が困難である事態に備えて、市場取引で決済できなかった建玉につ

※ ①と②とにより、超過損失の発生の可能性をゼロとすることはできるが、資金効率

額を、「取引証拠金倍率の設定」において行うか、「ロスカット水準の設定」において

市場での取引及び取引所業務規程に基づく市場外取引（＊）を用いて、確実に決済注

＊「市場外取引」とは、予め顧客から指示を受けた価格水準での市場取引による決

※ 過去の最大価格変動率に基づき、例えば、2 営業日分の変動リスクをカバーできる

的に根拠のあるものとして対応することが必要である。

（②）とにより行うことが基本である。過去の価格変動率等のデータに基づき、統計

※ ロスカットができる仕組みの構築を、レバレッジの設定（①）と損切り水準の設定

動の状況をモニタリングし、予め顧客から指示を受けた価格水準に達した場合には、

は、超過損失が発生する可能性が統計的にない範囲で受けるものとし、市場の価格変

商品先物取引業者は、顧客から損切り水準についての予めの指示を受けるに際して

う。）をいう。

下「超過損失」という。）が生じる可能性がない取引（以下「損失限定取引」とい

予め想定した範囲に損失を限定できる取引であって、取引証拠金額を超える損失（以

せる取組により、激しいスリッページの発生の余地は少なくなる。Ｍ・Ｍ制度の充実

場の価格が、当該取引を行うために当初に預託が必要とされた取引証拠金額の一定比

（取引所取組）

⑥ ⑤の状況は、今後、取引所として、マーケット・メーカー（Ｍ・Ｍ）制度を機能さ

当該取引について、取引証拠金の設定において、証拠金倍率を過去の価格変動率を

（取引所取組）

により決済する（ブロック取引やＥＦＰ取引と構造上、同じ市場外取引とする）。

場で執行し、又は取引所業務規程に基づき当該価格で自己玉と対当させる市場外取引

のギャップ）が生じると懸念される場合には、予めの損切り価格を指値注文で受け市

⑤ 市場の状況によって激しいスリッページ（ロスカット水準価格と仕切り成立価格と

参考に変動リスクを十分にカバーする料率にするとともに、予めの契約において、市

「損失限定取引」とは

（参考）損失限定取引（
「ロスカット取引」
）の活用による商品開発等

手持ち資料
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４）愛称普及のためのパブリシティ

３）愛称を用いた各社広告宣伝（インターネット、新聞・雑誌等広告）

２）愛称決定の発表と不招請勧誘の禁止対象商品との違い、差別化の解説

普及手段 １）愛称についての一般募集（商品構造の周知と愛称公募） 第一段階

さわしい呼称を定着させブランド化を図っていくことが信頼につながる。

愛称としての知名度向上、広告宣伝や業界としての一体感の醸成等、多角的に見てふ

ことが、商品の普及にとって重要である。

取引（ロスカット取引）」の活用により行う場合には、商品名（呼称）が統一化される

「
『初期の投資金額以上の損失が発生する可能性』のない取引」について、
「損失限定

３．ネーミングの統一化 （今後の検討課題）

各位

会 員 代 表 者

会長 加 藤 雅 一

日本商品先物振興協会

に先駆けた「大阪における新たな先物市場」の実現を目指す。

「商品取引所の再編に係る提言」（別紙１）を提出いたしましたが、これに対し 3 月末に

84

1

る総合商品取引所化を視野に入れた取組を期待するものであり、引続きご検討願いたい。

両取引所の共通取引員の意見を踏まえれば、近い将来における両取引所の統合等によ

【東京穀物商品取引所及び東京工業品取引所に対する本会からの要請】

経営計画の推進に全力で取り組むべきである。

て時宜を得ないと考える。むしろ、現在は、競争力強化と企業価値の向上のため、中期

解消していく見通しがないことや、合併及びその検討に要する費用負担、時間等からみ

ては、両取引所間で取引手法や取引システムについて様々な相違があり、これが容易に

東穀取との合併による総合商品取引所の実現について、当社としては、現時点におい

２．東京工業品取引所からの回答の要旨

取引所とすることが、当面、喫緊の課題と考えている。

「中期経営計画」を実現することにより、スリム化された、確固たる経営基盤を有した

た、高い市場流動性を有する「グローカル」な農産物市場としての地位確立を目指す

システムとの統合による取引基盤の高度化等を通じて、利便性、信頼性、効率性に優れ

ており、まずは、株式会社化による経営基盤の強化、取引システムの整備・東工取次期

取引所運営コストや取引員サイドの取引システム費用の削減の必要性等は充分認識し

１．東京穀物商品取引所からの回答の要旨

記

下記のとおり今後の取組等について要請いたしましたので、併せてご報告申し上げます。

2

以 上

の納得の得られる運営により実現可能性のあるものとしていただくようお願いする。

貴所は、真に遺憾ながら、市場機能の発揮により取引所運営がなされているとは言い
がたく、他市場との連携強化による新たな先物市場の実現について、会員商品取引員等

また、各商品取引所からの回答に対して、当先物協会より回答受理書面にて、それぞれ

（各商品取引所からの回答書面は別紙２～５）

【関西商品取引所に対する本会からの要請】

盤を前提とした業務運営の下、他市場との連携関係をさらに強化・進展させ、東京地区

「取引所・団体等機能強化検討部会」での検討を経て、本年 1 月末に各商品取引所あてに

各商品取引所より、概要下記の回答がありましたのでご報告申し上げます。

昨年公表した「関西商品取引所のビジョンに関する報告書」を踏まえ、堅実な財政基

４．関西商品取引所からの回答の要旨

貴所会員一体の取組みにより将来ビジョンの早期実現を祈念する。

【中部大阪商品取引所に対する本会からの要請】

ない。

機能の充実と財務の改善に努めていく所存であり、他の商品取引所との合併は考えてい

中部大阪商品取引所研究会から提言された「将来ビジョン」を踏まえ、当面は、市場

３．中部大阪商品取引所からの回答の要旨

当先物協会では、昨年 11 月に実施した「取引所再編に係る意向調査」の結果を踏まえ、

「商品取引所再編に係る提言」に関するご報告について

各位

員

役

平成 21 年 5 月 1 日

21 先物振興発第 54 号

［ 資料６－（６） ］
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様

関 西 商 品 取 引 所 理事長

手交（2 月 2 日）

手交

手交

手交

長

――

-2-

商品についても、取引単位や受渡場所・方法等が違うことによって異なる顧客層の

-1-

引を継続させることで流動性の維持が期待できる。また、取引所間で重複する上場

〔理由〕

つ一定の流動性を有している上場商品については、そのまま統合された取引所で取

現在、それぞれの取引所で上場されている商品のうち、取引所間で重複せず、か

（上場商品）をどのように存続させていくかが重要である。

編を検討するにあたっては、取引所機能の充実・強化の観点から、既存の商品市場

の安定的発展に資することが求められている。このことを踏まえれば、取引所の再

成機能、価格のヘッジ機能等の商品先物市場の機能が有効に活用され、わが国経済

重要性は増しており、産業構造審議会商品取引所分科会においても、公正な価格形

市場経済化がますます進行していく中で、産業インフラとしての商品先物市場の

商品市場を存続させる必要があること。

は次の３つに集約される。
①

取引所・団体等機能強化検討部会報告書より

検討部会での検討及び会員の意向調査の結果から、取引所再編に係る基本的考え方

――

〔取引所の再編に係る基本的考え方〕（各所共通）

に取引所会員と協議・検討することが適当であると考えます。

貴取引所は、すでにその市場機能を果たしておらず、解散・統合について速やか

貴取引所は、解散・統合について速やかに検討されたいこと。

[関西商品取引所に対する提言]

所を仲介し共通の協議の場を提供する用意があります。

なお本会は、両取引所での合併についての検討がより円滑に行われるよう、両取引

ましいと考えます。

して貴取引所と東京工業品取引所（東京穀物商品取引所）が早期に合併することが望

商品取引所の再編の形態は様々な選択肢が考えられますが、以下の理由から、先行

引所の実現について早期の検討を賜りたいこと。

貴取引所及び東京工業品取引所（東京穀物商品取引所）は、合併による総合商品取

[東京穀物商品取引所・㈱東京工業品取引所に対する提言]

記

に貴取引所としての方向性・ご見解をお示し下さいますようお願い申し上げます。

ましては事情ご賢察のうえ十分にご検討賜り、誠に恐縮ながら平成 20 年度内を目途

て商品取引所の再編について下記のとおり提言いたしますので、貴取引所におかれ

定団体を含む業界団体のあり方について検討してまいりました。その結果を踏まえ

置した「取引所・団体等機能強化検討部会」において商品取引所のあり方並びに法

こうした状況を踏まえて、当先物協会では、昨年 10 月に制度政策委員会の下に設

加しています。

出決算額）の比率は平成 15 年度の 3.7％から平成 19 年度は 9.2％と 5.5 ポイント増

の受取委託手数料収入は大きく減少し、それに占める取引所・団体の運営コスト（支

等商品先物市場から撤退する商品取引員も続出しております。この結果、商品取引員

考えます。

ら東京工業品取引所と異なる事業者等の利用実態があり、一定の市場機能を果たし

貴取引所は、ガソリン・灯油の取引において取引単位と受渡場所・方法の違いか

め、検討されたいこと。

貴取引所は、その市場機能を発揮させる方途について他の取引所との合併も含

[中部大阪商品取引所に対する提言]

も視野に入れ、その市場機能を発揮させる方途について検討を進めることが必要と

一

にあります。また、商品取引員の経営状況も著しく悪化し、商品取引受託業務の廃業

雅

両取引所とも 21 年 3 月期には相当の赤字決算が見込まれること。

両取引所の早期のシステム統合が強く望まれていること。

両取引所間で重複する商品市場（上場商品）がないこと。

両取引所に加入している取引員の 8 割以上が両取引所の合併を望んでいること。

ていることから、取引所の財務状況を十分に見極めたうえで、他の取引所との合併

藤

両取引所の合併による総合商品取引所の実現が商品先物市場の競争力強化につ
ながると期待されること。

り、各取引所・団体ともに会費収入が大幅に落ち込み、今後の組織運営が困難な現状

加

⑤

④

③

②

①

わが国の商品先物市場は、平成 15 年度をピークに出来高が急激な減少を続けてお

商品取引所の再編に係る提言（各所共通）

会

日本商品先物振興協会

平成 21 年 1 月 26 日

平成 21 年 1 月 23 日

平成 21 年 1 月 26 日

様

理事長

中部大阪商品取引所

様

社

㈱東京工業品取引所

長

平成 21 年 1 月 26 日

理事長

東京穀物商品取引所

様

[発信日]

[宛先]
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③

②

商品取引員数は平成 16 年 3 月末の 97 社から平成 20 年 12 月 5 日現在で 54 社に

-3-

きる限り早く実現されることが望まれる。平成 21 年度の事業予算等に関係するこ

各取引所の運営の現状、取引員経営の現状に鑑みれば、取引所の合併、解散はで

-4-

114,181 口座

14,449 名

・登録外務員数

コスト軽減を強く望む声が聞かれた。

・委託者数

25,448 名

・役職員数

営効率化」(全体 59.6％、東穀・東工共通会員 61.8％)が上位を占め、両設問ともに

できる限り早期に実現されること。

461 箇所

16 年 3 月末
・営業所数

である。

85,299 口座

5,525 名

10,188 名

186 箇所

20 年 10 月末

その他、営業所数、役職員数、登録外務員数及び委託者数の状況は以下のとおり

減少している。

運営コスト軽減」(全体 86.5％、東穀・東工共通会員 88.2％)、「人員削減による運

討するに際して留意すべきことは何かという設問に対しては、「組織体集約化による

体 61.5％、東穀・東工共通会員 58.8％)が上位を占めた。また、取引所の合併を検

東穀・東工共通会員 94.1％)、「商品市場の集約化等による取引所機能の充実」(全

穀・東工共通会員 88.2％)、
「取引システム共通化によるコスト削減」(全体 84.6％、

は、「市場参加者コスト(定率会費等会費負担経費を含む)の軽減」(全体 88.5％、東

商品取引員の現況

況となっている。
⑤

することも必要である。

＊前記調査において、どのような視点から見直しするのが適当かという設問に対して

平成 15 年度の黒字 55 社、赤字 9 社から、平成 19 年度は黒字 16 社、赤字 42 社
と悪化。平成 20 年 9 月中間決算では黒字 12 社、赤字 35 社という非常に厳しい状

併せて、合併後の取引所の会員資格要件については、合併前のいずれかの取引所

だけにしか加入していなかった会員に対して厳しい要件とならないよう、十分配慮

商品取引員の経常収支

で減少している。

ることを十分に考慮すべきである。

を強いられており、両取引所共通会員の 94％がシステム共通化を強く希望してい

平成 15 年度の商品取引員の受取委託手数料収入合計は約 3,475 億円であったが、

委託手数料収入

に 6 ポイント以上減少した。

平成 19 年度の受取委託手数料収入は約 1,137 億円と 15 年度対比で約３分の１にま
④

③

は 80.6％（マイナス 5.5％）に減少し、直近の平成 20 年 10 月では 74.3％とさら

商品取引員の市場シェアは、平成 15 年度 86.1％であったものが平成 19 年度に

取引員の市場シェア

に減少している。

3 月末は 661 千枚と 72.3％減少。さらに直近の平成 20 年 11 月末では 429 千枚まで

また、平成 16 年 3 月末の市場全体の取組高は 2,383 千枚であったが、平成 20 年

行うたびに、それに合わせて自社システムの改修を余儀なくされ相当なコスト負担

方に加入する取引員にとっては、両取引所がそれぞれ異なる取引システムの変更を

されるべき喫緊の取組である。特に、東京穀物商品取引所と東京工業品取引所の双

なお、取引所の取引システムの共通化は、取引所合併に先行してでも直ちに実施

人員の削減も含めた運営コストの軽減が強く求められる。

は世界的には引き下げの方向にある。このため、取引所組織（ハコ）の集約化及び

は、取引所定率会費の引上げは決して容認することはできない。むしろ取引コスト

出来高の減少及び 8 割前後の取引員が赤字決算を迎えると予想される状況にあって

取引所運営は原則的には市場参加者の会費負担に依存しているが、昨今の急激な

コストや取引員サイドの取引システム費用の削減である。

であり、平成 15 年 11 月 11,360 千枚と比較すると約４分の１まで減少した。

57.3%）減少している。月間出来高でみると、直近の平成 20 年 11 月は 3,034 千枚

もさることながら、取引員からすれば、それにも増して各社が負担する取引所運営

枚）であったが、平成 19 年度は 71,071 千枚（同 57,247 千枚）と 54.4％（同

平成 15 年度の市場全体の出来高は 155,835 千枚（うち商品取引員分 134,192 千

出来高（オプションを含む）、取組高

上

取引所の合併によって期待される効果は、取引所自体の経営基盤の強化・安定化

②

①

〔参考〕商品先物市場の現状

以

とから、早期の検討と検討結果についての平成 20 年度内の報告を期待する。

市場参加者のコスト負担が軽減されること。

58.8％)が上位を占めている。

場 の 集 約 化 等 に よ る 取 引 所 機 能 の 充 実 」 ( 全 体 61.5 ％ 、 東 穀 ・ 東 工 共 通 会 員

うな視点から見直しするのが適当かという設問（複数回答）においても、「商品市

見が全体の過半数(51.9％)、東穀・東工共通会員では 61.8％を占め、また、どのよ

＊前記調査では「１取引所で上場商品が総合化されていること」が望ましいとする意

引されることが望ましい。

取引参加が期待できるものであれば、取引スペックの異なる 2 種類の商品として取
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ご高配賜りたくよろしくお願い申し上げます。

別紙に掲げた事項について実施又は整備が図られるよう要望いたします。

市場流動性の低下といった負のスパイラルを生じかねない現状にあることに鑑み、

取引員の経営環境が、商品取引受託業の廃業とそれによってもたらされる更なる

りましては、わが国の商品先物市場の信頼性の向上を図るとともに、現在の商品

貴社が提案されているスパン証拠金をベースとした新証拠金制度の導入に当た

スパン証拠金ベースの新証拠金制度の導入に係る要望

代表取締役社長

㈱日本商品清算機構

平成 21 年 11 月 30 日

21 先物振興発第 101 号
新証拠金制度の導入に向けて実施・整備していただきたい事項

である。

-1-

所ごとの違約処理のしくみにかかわらず、スプレッド証拠金を適用することが適当

いと考えられる。また、スパン証拠金の有用性を発揮させるためにも、現行の取引

スプレッド取引については、片建玉に比べて建玉そのものの損失発生リスクは低

（説明）

例えば、東工取金と東工取ガソリン等

価格変動の間に一定の相関性がある場合には商品間スプレッド割引を適用する。

② 「異なる商品グループ間」の売りポジションと買いポジション

例えば、東工取金と中大取金、東工取原油と中大取ガソリン等

① 「同一商品グループ内」のスプレッド取引（取引所をまたがる取引を含む。
）

スプレッド証拠金を以下のスプレッド取引にも適用できる制度とされたいこと。

（１）スプレッド証拠金の適用範囲の拡大

２．市場参加者の利便性向上に関する事項

② オプション銘柄の取引活性化を図ること。

いこと。

① マーケット・メーカーの参入インセンティブを高める等の工夫をしていただきた

（２）導入に併せて取り組まれるべき市場流動性向上策

します。

＊以下は商品取引所への要望事項としておりますので、貴社からもご支援方をお願いいた

き下げる余地を残すことが望ましい。

また、緊急証拠金の発動頻度が少ないのであれば、さらにリスクカバー率を引

が適当であること。

かつ、市場流動性を大きく低下させることのないようなリスクカバー率とすること

証拠金額の設定に当たっては、緊急証拠金の発動頻度が極端に高まることなく、

（説明）

せて考慮し、95％とされたいこと。

だけではなく、緊急証拠金の発動頻度との関係や市場流動性の維持・向上の視点も併

証拠金額を設定する際のリスクカバー率については、清算機関の信用力確保の視点

（１）合理的なカバー率による証拠金額の設定

１．市場流動性の維持向上に関する事項

〔別紙〕

［ 資料６－（９） ］
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本化し、清算参加者が金利収入を目的としたキャッシュ・マネジメント・ビジネスを展

差異のない制度とすることに配慮していただきたい。

緊急証拠金発動の予測可能性を高める情報として、直近の（例えば７～10 日間

に実施することができることとされたいこと。

-2-

なお、委託者への金利の支払は、後掲（５）の証拠金立替等に係る委託者からの

海外からのニューマネーの呼び込みに資するものとなる。

また、清算参加者に金利が支払われ、それを委託者に還元できることとすれば、

における立替リスク・違約リスクを軽減させることとなる。

値洗損金への充当や緊急証拠金に備えた余剰預託の推奨・誘引策となり、取引員

（説明）

よう、関連諸制度を整備されたいこと。

清算機関に預託した余剰証拠金に係る金利を清算参加者・市場参加者が受け取れる

（１）取引証拠金に係る金利の取扱い

-3-

基準額（プライス・スキャンレンジ）に建玉枚数を乗じる単純計算方式を採るなど、

① 委託者の証拠金計算は、スパン証拠金による所要額計算結果以上の額で、例えば、

（４）スパン証拠金の選択的適用

則を整理されたいこと。

額」の増額等の円滑な対応ができるよう、委託者保護ガイドライン並びに関係諸規

③ 値洗益金による建玉ができることとした場合には、それに併せて「投資可能資金

在高帳、委託者別総合管理表等）の様式について早めに提示していただきたいこと。

② 値洗損益を実現損益として扱うとした場合には、法定帳簿（委託者別証拠金等現

す。

＊以下は主務省への要望事項としておりますので、貴社からもご支援方をお願いいたしま

ができることについては、商品取引員各社が、委託者の適合性等に応じて、選択的

「スプレッド取引（裁定取引）
」であるから、当該取引の有用性を助長すべきである。

３．商品取引員の受託業務の円滑化・経営の健全化に関する事項

① 委託取引に係る証拠金所要額を超える値洗益金の払出し及び値洗益金による建玉

格変動リスクを緩和し、限月間の値差の拡縮から利益を上げようとする目的で行われる

（３）値洗益金の取扱い

されたいこと。

③ 委託取引に係る緊急証拠金の清算参加者による立替と建玉処分権との関係を整理

等の）価格変動率に係る情報を開示、提供いただきたいこと。

②

していただきたいこと。

① 緊急証拠金の発動・解除要件、預託時限等について、現実的に対応しうる制度と

（２）緊急証拠金の整備

積立に変更する等、清算機関において、別途検討いただきたい。

は、例えば、清算機関の増資や清算預託金の市場ごとの積立から清算参加者ごとの

されているところであるが、金利返戻に伴う清算機関の違約財源積立原資の補充策

なお現在は、証拠金に係る金利は全額、ＪＣＣＨの違約財源及び運営財源に充当

ため法令で禁止されているとされる（委託のガイド）が、「異限月間の両建取引」は価

て、結果的に委託手数料がかさみ、お客様に不利な状況が生み出されるおそれがある」

＊両建取引については、「商品取引員がこの手法を利用していたずらに取引を引き伸ばし

の禁止規定は見直されることが望ましい。

ろ委託者から当該取引を選択する方向に変化していくと考えられるため、現行省令

り、スパン証拠金制度の説明によって当該取引の有利性が理解されることで、むし

禁止しているが、スパン証拠金導入によりスプレッド取引に係る証拠金効率が高ま

9 号）において「その取引等を理解していない顧客から（委託を）受けること」を

限月間スプレッド取引については、現行省令（商品取引所法施行規則第 103 条第

（説明）

定を見直されたいこと。

って有用な取引手法の一つとなることから、当該取引の受託を制限しかねない省令規

スパン証拠金の導入により限月間スプレッド取引の証拠金効率が高まり、顧客にと

（３）スプレッド取引に係る規制の見直し

す。

開できるような制度とすることが望まれる。

将来的には、ＪＣＣＨへの証拠金預託を直接預託と差替預託の選択性から差替預託に一

にするためには、現に 30 万人にも及ぶ投資家が利用している証拠金制度と大きな

＊以下は主務省への要望事項としておりますので、貴社からもご支援方をお願いいたしま

清算参加者・市場参加者にとってそのメリットがない。（プロ化の進展を前提とすれば）

ＪＣＣＨの規則によって証拠金に係る金利を清算参加者に支払わないとされているため、

証券・金融等の隣接市場での取引経験のある見込み客の流入を円滑に行えるよう

ことができ、委託者に還元できるが、日本では証拠金が全額清算機関預託とされ、かつ、

（説明）

＊海外では余剰証拠金を金融機関へ分離保管することにより清算参加者が金利収入を得る

金利徴収と一体で整備する必要がある。

物取引等証券・金融市場における実践例との乖離の少ない制度とされたいこと。

市場流動性の維持・向上に反しないことを前提に、有価証券先物取引、日経 225 先

（２）先行実践例と乖離の少ない制度設計

94

商品取引員各社が任意に選択できるようにされたいこと。

改正法により「特定投資家」「特定当業者」に係る制度が整備されることを踏ま
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ＪＣＣＨ及び商品取引所のそれぞれにおける新証拠金制度の導入に伴うイニシャル

（１）必要額の見積り

４．システムコストの抑制に関する事項

ある。

玉状況によって所要額が確定するため、それに合わせて過不足をみることが適当で

金所要額を確定できるが、スパン証拠金を用いた新制度では、計算区域終了後の建

また、証拠金の過不足については、現在は新規建玉や仕切り等を行うときに証拠

必要がある。

に係る諸規制（準則、委託者保護ガイドライン、自主規制規則等）の見直しを行う

証拠金貸付けを可能とするなど、当座の資金繰りの利便性に資するよう、受託業務

利用については、当該参加者の金融機関借入による証拠金受入れや受託会員による

立替手数料（与信に要したコスト、日歩等）の徴収を可能とするとともに、当業的

託者や事業法人委託者においては、値洗損金の立替や緊急証拠金の立替について、

日々の取引資金の入出金に機動的に対応できる機関投資家等と異なり、当業者委

（説明）

過不足計算に係る商品取引員検査における考え方を見直しすること。

から、取引後に取引リスクに応じて確定する計算方式に改正されるため、証拠金の

④ スパン証拠金の導入により、証拠金預託必要額が、取引前に確定できる計算方式

等の見直し）

あっせん」ができるようにすること。（委託者保護ガイドライン及び自主規制規則

託であっても受託できるようにすること。また、当業者委託者に対しては「融資の

③ また、法人の当業者委託者については、金融機関からの借入による取引証拠金預

委託者から徴収できるよう、準則上、手当てすること。

よる貸付により資金手当てできるようにすること。その上で、貸付金に係る金利を

え、法人の当業者委託者については、値洗損金、緊急証拠金等について、取引員に

②

きる旨を受託契約準則等関連規定において明確化すること。

① 証拠金不足額を商品取引員が立替えた場合、金利等の立替コストを顧客に請求で

下を可能とするよう制度整備を図られたいこと。

商品取引員（清算参加者）における委託取引に係る場勘定等の立替に関連して、以

（５）清算参加者による値洗損金等の立替に係る環境整備

支援方をお願いいたします。

＊以下は商品取引所、主務省及び日商協への要望事項としておりますので、貴社からもご

ンレンジ）に建玉枚数を乗じる単純計算方式を選択できるようにされたいこと。

② 清算参加者とＪＣＣＨの間の証拠金計算についても、基準額（プライス・スキャ

たいこと。
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以 上

れる制度変更については、関係機関が協調・連携して、できる限り同時期に実施され

工取取引システムの相乗り等、本制度の導入と同種のシステム改修を要すると考えら

東工取の立会時間延長、東工取指数取引（ロールオーバー方式）の開始、東穀取と東

法改正による法定帳簿・様式等の改正、ロスカット取引の導入に係るシステム改修、

（２）システム改修時期の同期化によるコスト抑制

負担することとなるため、コストに関するおおよその見積りを示していただきたい。

ＪＣＣＨ及び商品取引所におけるコストも、結局は商品取引員等の市場参加者が

（説明）

だきたいこと。

コスト、ランニングコストはどの程度の金額が必要となるか、その目安を示していた

殿

㈱日本商品清算機構
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1

つきましては、平成 21 年 11 月 30 日付で日本商品先物振興協会よりいただき
ましたご要望につき、別紙のとおり対応することとしておりますので、ご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。

ーを含めた商品市場の流動性回復に寄与することを目的とし、スパン証拠金を
ベースとした新証拠金制度の導入を目指しております。

当社は、金融商品との競合･融合が進む中で、わが国商品先物市場の信頼性向
上を図るとともに、内外の証拠金制度との整合化をはかり、投資家にとっての
簡明性と利便性（オプション、スプレッドの活用等）を向上させ、ニューマネ

スパン証拠金ベースの新証拠金制度の導入に係る要望について

日本商品先物振興協会

平成 21 年 12 月 4 日

例えば、東工取金と東工取ガソリン等

価格変動の間に一定の相関性がある場合には商品間スプレッド割引を適用する。

「異なる商品グループ間」の売りポジションと買いポジション

例えば、東工取金と中大取金、東工取原油と中大取ガソリン等

「同一商品グループ内」のスプレッド取引（取引所をまたがる取引を含む。
）

う、関連諸制度を整備されたいこと。

2

清算機関に預託した余剰証拠金に係る金利を清算参加者・市場参加者が受け取れるよ

4. 取引証拠金に係る金利の取扱い

スタマイズを除き、内外の実践と可能な限り整合的な制度とする。

できるだけ簡素で分かりやすい制度で導入することを原則とし、必要最小限のカ

（回答）

取引等証券・金融市場における実践例との乖離の少ない制度とされたいこと。

市場流動性の維持・向上に反しないことを前提に、有価証券先物取引、日経 225 先物

3. 先行実践例と乖離の少ない制度設計

対応に関する仕組み（いわゆる「長屋方式」）について、別途検討する。

していく。また、スパン証拠金導入を契機にＪＣＣＨ及び取引所の決済不履行への

違約担保財源の見直しに関する関係者の合意を前提とし、その実現可能性を追求

（回答）

②

①

スプレッド証拠金を以下のスプレッド取引にも適用できる制度とされたいこと。

2. スプレッド証拠金の適用範囲の拡大

とに留意を要する。

なお、リスクカバー率は緊急証拠金の発動頻度や清算預託金額への影響があるこ

結果も踏まえ、95％を有力な選択肢として検討する。

現行の本証拠金基準額との相違に配慮するとともに、今後行うシミュレーションの

スパン証拠金計算の基準となるプライス・スキャンレンジの算出に当たっては、

（回答）

考慮し、95％とされたいこと。

けではなく、緊急証拠金の発動頻度との関係や市場流動性の維持・向上の視点も併せて

証拠金額を設定する際のリスクカバー率については、清算機関の信用力確保の視点だ

1. 合理的なカバー率による証拠金額の設定

スパン証拠金ベースの新証拠金制度の導入に係る要望にかかる回答

[別紙]

［ 資料６－（10） ］
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していただきたいこと。

緊急証拠金の発動・解除要件、預託時限等について、現実的に対応しうる制度と

の）価格変動率に係る情報を開示、提供いただきたいこと。

緊急証拠金発動の予測可能性を高める情報として、直近の（例えば７～10 日間等

されたいこと。

委託取引に係る緊急証拠金の清算参加者による立替と建玉処分権との関係を整理

清算参加者の選択により一定期間、スパン計算を行わない選択を認める方向で検

ていただきたいこと。

ルコスト、ランニングコストはどの程度の金額が必要となるか、その目安を示し

ＪＣＣＨ及び商品取引所のそれぞれにおける新証拠金制度の導入に伴うイニシャ

要すると考えられる制度変更については、関係機関が協調・連携して、できる限

の取決めに委ねる方向で検討する。

値洗い益金の払い出し、建玉については、清算参加者（商品取引員）と委託者と

3

商品取引員各社が任意に選択できるようにされたいこと。

基準額（プライス・スキャンレンジ）に建玉枚数を乗じる単純計算方式を採るなど、

委託者の証拠金計算は、スパン証拠金による所要額計算結果以上の額で、例えば、

4

法改正や他の制度変更に併せて行えるよう、連絡・協力して進める。

以 上

関係者の負担軽減を図るため、できる限り早い段階でスパン証拠金制度を示し、

（回答）

り同時期に実施されたいこと。

東穀取と東工取取引システムの相乗り等、本制度の導入と同種のシステム改修を

的に実施することができることとされたいこと。

法改正による法定帳簿・様式等の改正、ロスカット取引の導入に係るシステム

システム改修時期の同期化によるコスト抑制

ができることについては、商品取引員各社が、委託者の適合性等に応じて、選択

②

当社におけるコストは現在試算中であるが、極力低コストでの導入を目指す。

ステム改修と想定する。

商品取引所のコストはスパン計算に必要なデータを JCCH 宛に送信するためのシ

（回答）

①

8. システムコストの抑制に関する事項

検討を行われることが適当と思料する。

トで導入可能なことを踏まえ、スパン計算によるスプレッド割引実現等との関連で

なお、PC-SPAN をベースとして計算システムを構築することで、比較的低コス

ッド割引等は適用されないことに留意を要する。

ただし、上記選択を認める場合も、値洗充当可能額や追証等の現行制度、スプレ

討する。

改修、東工取の立会時間延長、東工取指数取引（ロールオーバー方式）の開始、

7. スパン証拠金の選択的適用

①

レンジ）に建玉枚数を乗じる単純計算方式を選択できるようにされたいこと。

清算参加者とＪＣＣＨの間の証拠金計算についても、基準額（プライス・スキャン

（回答）

②

め内容に委ねることとする。

スパン計算による証拠金所要額以上であれば、商品取引員と委託者との間の取決

（回答）

委託取引に係る証拠金所要額を超える値洗益金の払出し及び値洗益金による建玉

（回答）

①

6. 値洗益金の取扱い

と同様の扱いとする。

にて運用した場合、清算参加者による立替や建玉処分権については、通常の証拠金

翌日向けのプライス・スキャンレンジ等の SPAN パラメーターの変更による方式案

（回答）

③

新証拠金制度への移行後、価格変動率等の情報は可能な限り開示する。

（回答）

②

中の預託を行う対応についても、そのための環境整備につき引き続き検討する。

なお、証券業界で採用されている、日中の緊急証拠金所要額の再計算による当日

向で検討する。

ライス・スキャンレンジ等の SPAN パラメーターの変更による代替案にて運用する方

スパン証拠金をベースとした新証拠金制度への移行後、当分の間、翌日向けのプ

（回答）

①

5. 緊急証拠金の整備

清算手数料の額や違約対策財源増強策との関係で別途検討する。

（回答）

