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記者会見要旨 
 
日      時：2016年９月 23日（金） 15：30～16：30 

場      所：東証 ARROWS プレゼンテーション・ステージ 

会 見 者：取締役兼代表執行役グループ CEO 清 田  瞭 

 

 

清 田 それでは始めさせていただきます。 

本日、私からは、１点だけでして、「事業継続計画（BCP）の見

直し」について、ご説明します。 

 

第二次中期経営計画でも重点的な取組みの一つとして掲げて

おりますが、首都直下型地震や南海トラフ地震のような広域災害

が発生した場合でも可能な限り速やかに株式やデリバティブの

売買を再開可能とするため、バックアップ態勢を強化することと

しました。 

 

その背景でございますが、東日本大震災の経験や、その後に公

表された政府の首都直下地震・南海トラフ地震の被災想定の見直

し、さらには国土強靱化基本計画において、金融システムのバッ

クアップ機能を確保するとの方針が示されたことなどを受けた

ものでございます。 

また、これまでも広域被災を想定し、一定レベルの BCPを整え

ておりましたが、金融資本市場インフラとして、より一層安定的

にサービスを提供する責務があると考え、今回の見直しに到りま

した。 

 

まず、現状をご説明いたしますと、株式に関連する業務は東京

で行い、デリバティブに関連する業務は大阪で行っておりまして、

地震等の災害が発生し、この東証ビルなどの業務オフィスや基幹

システムが被災し売買の継続が困難となった場合には、代替オフ

ィスに駆けつけ、システムもセカンダリーに切り替えて、業務を

再開することとしています。 

しかし、政府が公表する首都直下地震や南海トラフ地震の被災

想定では、広い範囲で交通機能のマヒや建物の倒壊・大規模な火

災が発生する可能性などが示されてされており、社員が代替オフ
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ィスにたどり着くことが困難になるおそれがあります。 

 

そのため、東京が被災して株式売買の継続が困難となった場合

には大阪拠点の社員によって業務を引継ぎ、逆に、大阪が被災し

てデリバティブ取引の継続が困難となった場合には東京拠点の

社員が引継ぐこととします。 

また、システムについても、有事の際には大阪からリモートで

システムの切替えを可能といたします。 

具体的には、東京の現物部門と大阪のデリバティブ部門の間で

相互に出張を行うなどして業務の習熟を図るほか、大阪拠点に配

置するシステム部門を拡充いたします。 

 

時期でございますが、業務部門については今年度中に、システ

ム部門については、来年度中に完了する予定です。 

 

また、コストに関しましては、今年度から 2020 年度までの５

年間で、約 30億円程度(イニシャル：約 3億円、ランニング：約

27 億円)を見込んでおりますが、今年度の費用としては、約２億

円であり、業績に与える影響は軽微であります。 

 

私からは、以上でございます。 

 

 

記 者 ２点伺います。１点目は、日銀が 9月 21日、新しい金融政策

の枠組みとして、長短金利操作付き量的・質的金融緩和を打ち

出しました。これに対する受けとめをお聞かせください。 

 もう１点は、同じく日銀による ETFの大量購入についてです。

株価を下支えする効果があると言われる一方で、株価の形成メ

カニズムをゆがめるのではないかという指摘もあります。一部

の企業では、日銀が事実上の大株主になるようなケースもある

ようです。今月の決定会合では、銘柄別の買入れ限度の見直し

も行われたところですが、こうした日銀の ETF の大量購入の意

義や課題について、ご所見をお聞かせください。 

 

清 田 １点目について、私が日銀の金融政策についてどうこうと言

う立場にはありませんが、黒田総裁の就任以来、異次元の金融
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緩和を続け目指してきた２％の物価上昇という目標の早期実現

のため、今回、新たな枠組みを構築されたと理解しております。 

その新しい枠組みをつくるに当たって、過去３年半の日銀の金

融政策の効果について、効果があった部分と、必ずしも期待どお

りいかなかった部分があったにしても、全体を改めて総括した上

で、現状の経済や金融市場に対する影響を勘案してとられた政策

ではないかと思っております。 

今回、日本銀行から新たな政策枠組みの柱として、「イールド

カーブ・コントロール」と、「オーバーシュート型コミットメン

ト」の二つが示されました。イールドカーブ・コントロールにつ

いては、マイナス金利導入以降にみられたようなイールドカーブ

の動きが過度に不安定化すること、金融機関等の収益へのマイナ

スの影響が出る可能性を排除するため、今回、長期金利をターゲ

ットにした方策を発表されたと。長期金利を金融政策の目標とす

るのは極めて珍しいと私も思いますが、今までも異次元の金融政

策をとられてきましたので、今回もそういう面では新しい取り組

みだと思います。 

 ただ、10年の金利を０％近辺にということも、黒田さんはこれ

を絶対固定して一切動かさないとおっしゃっているわけでもな

いので、イールドカーブの形状について、より柔軟に政策の効果

を見きわめると私は受け取っておりました。 

10年物は長期の金利ですから、企業の資金調達、社債、それか

ら住宅ローンの金利、その他に影響しますが、一方において、そ

ういった金利が下がり過ぎることによって、銀行の収益が厳しい

環境に陥って、銀行自身が貸し出しに消極的になるといった副作

用は外すということから、金融機関の本業としての収支の見通し

が、あまり毎日の市場環境で影響を受けないようにするといった

考えがある程度あるのではないかと私は想像しております。 

 一方、この政策によって、大量の国債の購入を続けるか続けな

いかというものは、２つ目のところ、オーバーシュート型コミッ

トメントのほうで少し変質したというふうにメディアからの報

道でも見られますが、そのとおりではないかと思います。 

２％の物価上昇がもし実現した場合であっても、ただ一度、ワ

ンタッチすれば良いということではなく、安定的物価上昇率が

２％を超えるまで、現在のような量的な緩和は緩めないという非

常に強いコミットメントが行われております。ただし、80兆円の



4 
 

国債の買入れ額については、若干、金利だとかイールドカーブそ

の他が多少コントロールできれば、量的な買入れ額について必ず

しもこだわらなくてもよくなるような環境が整備されたように

私から見えます。 

直近まで日銀の金融政策の限界ということをよく言われてお

りましたが、それに対する対応としては、よく考えられた仕組み

ではないかというふうに考えています。 

 以上ですけれども、日銀の期待がそのとおり実現するかについ

ては、時間を持って見守っていきたいと思っています。これは１

月末の金融政策決定会合で２月から導入されたマイナス金利の

際も私は申し上げましたが、やはり金融政策が決定されてから実

際の経済に波及し効果が見えるようになるには相当時間がかか

ります。 

ただ、株式市場は明らかに好感しました。本日も為替が円高に

振れたにもかかわらず、株価はそれほど大きな下落を見なかった。

為替についても少し落ちついてきたということから、マーケット

の受けとめ方はまだ迷いはあるものの、そう引き締め的な見方で

はないというふうに私からは見えております。 

 ２番目のご質問についてです。ETFについてですけれども、ETF

の買い入れも今回、少し日銀は変質させています。７月の会合で

３兆 3,000億の ETFの買入れ枠を約６兆円に増額しましたが、こ

れについて ETFの大量購入が市場をゆがめるのではないかという

意見もあると。 

ただ、現在 10 兆円程度の日銀の ETF 保有について、株式市場

の時価総額が約 500兆円であることを踏まえると、それほど市場

全体をゆがめるほどの量ではないのではないかと私自身は思っ

ております。 
 今回、日本銀行も少し ETF買入れの中身を変えたように、日経

平均の持つ特殊性、東証第一部上場企業数約 1,950社の中の大企

業中心の 225社で構成されていて、かつ単純平均の株価指数です

から、定量的に年間６兆円のうちの半分以上が日経平均連動とい

うと、やはり少数の銘柄に集中的に影響があらわれやすいので、

今回 TOPIXを対象にした投資を増やしたということは、そういっ

たことを考えたのではないかなと思っております。市場への影響

については、長く続けば影響が出るということは避けられないと

思いますが、そのあたりは、もう十分に認識した上で対応されて
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いるというふうに思っております。 

 一方において、日本銀行はそうは言っても、日経平均の採用銘

柄について間接的には相当の大株主になっているというポイン

トはご指摘どおりでして、これが続けばやはり影響を受ける可能

性はあるわけですけれども、ただ、間接的な大株主になったとし

ても、日本銀行はあくまで ETFを買っているのであって、直接株

を保有しているわけではございません。 

あくまで ETFの株式の所有名義人は信託銀行、受託銀行である

信託銀行でして、これについては他の投資信託であっても、資産

運用会社から指図を受けた信託銀行が議決権を行使します。 

その資産運用会社・信託銀行は、ほぼ全てと言っていいほど 14

年２月に導入されたスチュワードシップ・コードにサインをして

いる投資家ですので、適切な議決権行使を行うと私どもも信頼し

ております。また、そう要請をしていくつもりでございますので、

今、日銀の金融政策によって、大きな市場へのゆがみが来るとい

うふうには思っておりません。 

 ただ、ご指摘のとおり、長く続くことによる弊害というのは少

しずつでも出てくる可能性がありますので、日銀の今回の政策に

よってできるだけ早くデフレ脱却というものが可能になるよう

に期待をしていきたいと思っています。 
 

記 者 関連して、イールドカーブ・コントロールが債券市場に与え

る影響についてお聞きしたいのですが、証券会社の中には 10年

ものの国債の利回りが０％に固定されることで、ボラティリテ

ィが下がって、収益機会が減ると、流動性が下がるといった指

摘もあります。そういった債券市場への影響についてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

 

清 田 既に国債発行残高の３分の１超を日本銀行が保有しており、

つい先だってもメガバンクの国債保有がぐっと減ってきている

という報道もありました。その結果、専門家の方からたびたび

指摘されているように、債券市場の流動性全体が既に相当程度

落ちておりまして、業者間売買市場も、我々の傘下である JGB

先物市場も取引高がだんだん減ってきておりますから、これは

流動性が影響を受けていると言えます。ただ、この０％に 10年

国債の利回りを維持するという政策の利回り変動の許容度がど
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の程度なのかは、これからの日銀のスタンスを見ないとよくわ

かりません。ですから、軽々しく私が流動性が枯渇しますとい

うことを申し上げる立場ではないと思います。 

 

記 者 ３点お願いします。１点目は、金融庁が PTS に信用取引解禁

を認めるのではないかという報道がありますが、東証としては

パイを奪われるという面もあろうかと思います。それに関する

今のお考えをお聞かせください。 

 ２点目が、空売りファンドの件です。以前、定例会見で清田

CEOからコメントがありましたが、時間の経過とともに報道がや

や落ちついた感がある今の状況ですけれど、改めてご所見をお

聞かせください。 

 ３点目が、シカゴ・オプション取引所による BATSの買収交渉

が表面化し、世界規模での取引所の M＆A 案件が出てきました。

世界の取引所では M&Aが活発ですが、JPXの立ち位置をどのよう

に考えていらっしゃるのか教えてください。 

 

清 田 １点目の、信用取引が PTS にも解禁される件は、以前にも論

議されましたが、解禁には至りませんでした。そのときの論点

を振り返ってみると利益相反の問題や規制の実効性の問題など

信用取引を行う個人投資家の保護が十分可能かどうかというこ

とだったと思います。 

こうした論点の重要性は、今も変わってはいないと思いますの

で市場の健全性や透明性、投資者保護という点については、引き

続き重視してもらいたいという意見はもっています。 

ただし、その後、東証と大証の統合により JPXが現物市場、デ

リバティブ市場両方を運営することとなったことで非常に大き

な市場シェアを握るようになっており、国内での競争というもの

について市場間競争を促進すべきではないかというような意見

もあって、ご指摘のような PTS に信用取引を解禁してはどうか、

といった議論が出てきているのではないかと考えています。 

 私どもとしても、市場の公正性や透明性、投資者保護を確保し

たうえで、市場間競争によって価格発見機能、流動性が向上する

ということであれば好ましいことだと思っています。 

 

次に、２点目の空売りファンドの件についてですけれども、 
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改めて、ここでご説明しておきたいのですけれど、誤解がないよ

うにということで、空売り自体は制度的にも許されていますし、

独自に会社を分析してレポートを発表するという行為も違法で

はありません。 

しかしながら、特定のポジションを持った主体がリサーチ社と

いうような社名でレポートを発表したり、ポジションを持たない

中立のアナリストのレポートと誤解を招きかねない形で発表さ

れた結果、マーケットの価格が大きく影響を受けるような場合、

やはり一般投資家に不測の損害を与えかねないということもあ

りますので、十分に、それに対して留意した行動を求めたいと思

っています。 

また、そういった形で、空売りをされた上場企業、当事者の企

業に対しては、公表されたレポートなりが、実際の企業の実情と

比べてどうであるのかということについては、できるだけ速やか

に対応してもらうように依頼していきたいと思っています。 

とにかく上場会社自身が、その情報が正しいか、正しくないの

か、根拠があるのか、ないのかも含めて、速やかに説明をするこ

とによって、まだ十分な確信を持てていない、不確かな情報だけ

で迷っている投資家に正しい情報をお届けするということが必

要だと思っています。 

また、投資家の皆さんには、そういった発表されたレポート、

特に、空売りを本業としている投資家のレポートであるかどうか

ということを明確に認識した上で行動してもらうように、慎重な

行動を呼びかけていくというようなことを続けていきたいと思

います。 

空売りファンドに対して、私たちとしては、ポジションをつく

って情報を発信して、結果、空売りを解消することによって収益

を得ているというような行動が、一線を踏み外していないかどう

かについては、市場の監視を通じて、何か問題のある行動があれ

ば、きちっと対応していきたい。この件については、金融庁や証

券取引等監視委員会とも十分な連携をとりながら見ていくとい

うことであります。 

 

３点目、本日、シカゴ・オプション取引所が BATS グローバル・

マーケッツの買収交渉を行っていると報道されたかと思います。

本件の詳細については、私のほうも詳しくはわかりません。 
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 これまでもダイナミックな取引所間の再編というのは起きて

おり、その都度、JPXの立ち位置について質問を受けるのですが、

私どもとしては、海外の大規模な取引所間の M＆A は、アメリカ

のように、PTSやダークプールも含めて 30以上もの取引所機能が

ある国や、ヨーロッパのようにオープンな経済地域の中で起きて

いることですので、私どもがうろたえて何かやるということは考

えておりません。 

  M＆A について考えていないわけではありませんが、私どもが

何かするとすれば、まずは自らのビジネスに近いところで、例

えば情報ビジネスやフィンテック、国内における総合取引所の

可能性等について、検討することになると思います。ですから、

海外の大規模な取引所間 M＆Aに追随して、慌てて動くというつ

もりはないと考えています。 

  これは、アジアの取引所で言えることですが、各国、主要取

引所は１国１市場になっておりまして、１国に１つしか主要な

取引所がない国は、やはり主権の問題もあって、他国が買収す

るのはなかなか難しいという点については、これまで何度も申

し上げてきたとおりでございますので、そう簡単にできる環境

ではないというふうに思っています。 

 

記 者 東芝に関連して、特設注意市場銘柄から解除すべきかどうか

ということで審査されると思いますけれども、この結論をどの

ぐらいのタイミングで出されるご予定か、目処がございました

らお聞かせください。 

 

清 田 東芝は、昨年の９月 15 日に特注に入って、今年の９月 15 日

に最終的な報告書を提出してもらいました。その報告書の中身

を、これから精査していくということでございます。 

  これだけ大きな企業の改善報告について、組織や社員、役員

の、いわゆる考え方だとか、組織の基準であるとか、ルールと

か、そういうものがほんとうに再発防止ということで実際に報

告書どおりに行われているのか、きちっと調べないといけませ

んので、自主規制法人のほうで審査を行っているところです。 

  これについては、実際にやってみないとわからないので、相

当の日数をかけて精査していくということです。もちろん、上

場廃止ありきでもないし、上場維持ありきでもない。やはりあ
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れだけの事件を起こしたわけですから、上場を維持していくの

に十分な改善が行われて、内容的にも大丈夫だということを検

証していかない限り、結論は出ないんではないかというふうに

思っています。 

 

記 者 清田さんは３月の会見で、東芝に対して、開示に関する反射

神経を徹底して身につけてもらいたいと、そのために JPX とし

ても手伝っていきたいというお話をされましたけれども、現時

点で、東芝としては開示に当たっての反射神経、身についてい

るのかどうかと。この点、いかがでしょうか。 

 

清 田 私自身は直接、東芝の方とお話ししたことは一度もありませ

ん。ですけれども、どの程度直ったかについては、これから自

主規制法人が、東芝の担当部門の方々や、役員との面接もやっ

ていきますので、これから検証させていただくということにな

ると思います。 

  反射神経が身についたかどうかについては、何で測るかもわ

からないですけど、少なくとも何か起きたときにすぐに公表し

ようというスタンスになっているかどうかは、これからのやり

とりを通じてわかってくると思います。 

 

記 者 東芝の第１四半期の決算発表日の朝刊で、決算に関する業績

の数値が報道されました。なぜ当初予定の 14時より前に概要な

りを発表できないのかというのが一つ、もう一つは実際に出て

くるものが報道数値に近いということですと、いずれかのルー

トで漏れたのではないか、という疑問が生じると思います。こ

の点はいかがでしょうか。 

 

清 田 その件、私は記憶はないんですけれども、決算の数字を公式

に発表する予定時刻より前にメディアに概算値が出るというの

は、東芝だけではなくて、発生しています。それについては、

取材陣の方のいわゆる取材能力と見るのか情報の漏えいという

ふうに捉えるのかって非常に難しく、私どもとしても、なかな

かそこについて、こうであるべきだということを、結論を出し

づらいポイントで、何とも難しいところです。 

  皆さま方が、一生懸命取材して得た情報を記事にしたときに、



10 
 

公表後ではあまり意味がないと。けれども、公表前に報道する

と、今のような疑問を持たれるというような中で、どちらが優

先すべきかというのは、我々が言えないということを前も申し

上げたと思います。 

 

                               

以 上 

 

 


