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記者会見要旨 

 

日      時：2019年 12月 17日（火） 15：30～16：15 

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 

 

記 者 ２つございます。まず、１つ目ですが、JPXの取り組みについ

て、今年の総括と来年の展望についてお教えください。 

 

清 田 今年は、年の前半に元号が令和に変わり、G20の大阪サミット

があり、それから、９月から 11月にはラグビーのワールドカッ

プが開催され、日本では世界に注目されるようなイベントがあ

りました。マーケットを見ると、大発会の日の日経平均株価は

１万 9,500 円台で、今日が２万 4,066 円ということで今年の高

値ですから、大発会から今日まで、底値から高値まで 4,000 円

以上上がっているわけですから、マーケットとしては、全体で

振り返ってみると堅調な相場であったとは申し上げられると思

います。 

 ただ、途中を見てみますと、やはり、トランプ大統領のツイ

ートによる情報の発信がマーケットを大きく揺らしたと思いま

す。特に、米中貿易摩擦に関する楽観論と悲観論がトランプ大

統領からのツイッターを発端に交錯し、マーケットが反応する

というようなところがありましたので、そういう面では、去年

も同じような面はあったのですが、今年もトランプ大統領にか

なり振り回されたという感じだったと思います。 

 ただ、アメリカ自身のマーケットも、振り回されながらも史

上最高値を更新しているわけですから、マーケットとしてはト

ランプ大統領の発信は、結果的には悲観論を広げては跳ね上げ

るというバネの役割を果たしたようなところがあって、株価に

は決してマイナスではなかったのではないかと思います。 

 JPXとしては、７月に T＋２への決済期間の短縮を行いました。

これもシステムの変更を伴う、業界全体での変更でございまし

たので、我々も緊張して迎えたわけですが、無事に乗り越える

ことができました。 

 また、11 月５日には、アローヘッドのバージョンアップも行

いました。これも、おかげさまで大過なく、これまでのところ、
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順調に稼働しているということで、私たちとしては、第三次中

計で掲げた市場への責任という面での一端である安定的な市場

運営というところについて、今年は、しっかりと対応が進めら

れたと考えています。 

 今年３月には総合取引所の実現を目指して、３月末に東京商

品取引所との基本合意に至りました。その後、７月末に最終合

意を行い、８月１日から９月末までの間に TOB を行い、完全子

会社化を実現しました。今月１日からは東京商品取引所の組織

形態も指名委員会等設置会社から監査役会設置会社に変更して、

100％子会社化も実現したことで、完全にグループの一員になっ

たところです。商品移管は来年７月 27 日までかかりますので、

真の意味の総合取引所の完成は来年７月になりますが、おかげ

さまで大きなトラブルもなく、今のところ、順調に移管に向け

た作業が進んでいます。両社の職員間の協力関係や信頼関係も、

これまでのところ、非常にうまく形成されてきていると思って

おります。 

 来春以降は、TOCOMの人事体系なども JPXグループに合わせる

ことで進めておりますので、更に一体感ができ上がっていくと

期待しております。 

 また、昨年の秋以降、市場構造の見直しについて検討を続け

ておりますが、ご承知のとおり、３月末に、東証において、意

見募集や有識者会議での検討などを踏まえ、課題や論点を整理

のうえ公表いたしました。その後、金融庁の金融審議会「市場

構造専門グループ」での検討が開始しております。直近では 11

月 20日に討議が行われておりますが、近いうちに、取りまとめ

が行われて、報告書をいただくのではないかと思います。順調

に進めば、スケジュールとしては、年明けから東証において制

度設計を行うことになります。この見直しは、皆さんご承知の

ように、上場会社をはじめとした市場関係者に広範な影響があ

りますので、市場関係者へのヒアリングを行っていただいた専

門グループの討議内容を踏まえ、また、金融庁とも密接に連携

をとりながら、よりよい市場構造への移行を実現したいと考え

ております。まだ具体的な内容は決まっておりませんが、年明

け以降、検討が進むものと期待しているところでございます。 

 また、来年はいよいよオリンピック・パラリンピックが行わ

れる年ということで、来年も日本に対する世界からの注目が集
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まる年かなと思っておりますし、今年も、韓国からの観光客が

減った等のことはあるものの、全体として訪日客は引き続き増

加しているということで、来年はさらに増えるのではないかと

いうふうに思っておりますので、来年の前半からオリンピック

までの間は、インバウンド消費も含めてまずまずの景況を期待

できるかなと思っております。 

 今年１０月に消費増税がありましたが、政府にいろいろな手

を打っていただいて、統計が出てくるのはまだこれからだと思

いますけれど、極端な悪影響は起きていないような感じでござ

います。既に、補正予算等の手当ても進んでいるようでござい

ますので、来年に向けての景気対策も全体として、かなり手厚

く行われることを考えれば、オリンピック後についてもいろい

ろな手当てが継続するだけに、全体として悪くない景況が期待

できるのではないかなと思っております。 

 

記 者 ２つ目です。先日、改正会社法が成立しましたが、これを踏

まえて、今後期待する企業のガバナンス向上に関するお考えを

お聞かせください。 

 

清 田 会社法につきましては、今回、社外取締役１名以上を置くこ

とが義務化され、また、株主総会資料等についての電子提供が

認められるようになりますが、この２点が、我々にとって最も

影響がある改正ではないかと思います。上場企業にとっても電

子提供というのは、非常に利便性が高くなることだと思ってお

ります。 

 また、独立社外取締役を２名以上選任されている上場会社は、

東証第一部の９３％程度いらっしゃいますが、今後のガバナン

スの浸透・定着に向けて、経営者のコーポレート・ガバナンス

への取り組みを支える外形的な枠組みが法律化されたというこ

とで、我々としても歓迎しているところです。企業経営者の方々

にとっても、外部の目をきちんと取り入れて、企業価値の向上

に全面的に取り組んでいただける環境ができたと考えています。 

 また、海外機関投資家からもそういった動きは歓迎されるも

のだと思います。アベノミクスのスタート以来これまでの日本

株の上昇は、2012 年 11 月の 8,000 円台という水準から見ると、

３倍に近いわけです。その間、日本企業のガバナンス充実のた
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めの取組みは、日本株に対する海外からの信頼を高めました。

そして、日本市場においては、３割近くの株式は外国投資家が

保有しており、かつセカンダリーのマーケットである流通市場

では６割、場合によっては７割の取引が海外の投資家によって

行われているという現状から見ると、海外投資家から見た日本

企業のガバナンスの充実というのは、非常に重要なファクター

ではないかと思っておりますので、今回については大変嬉しい

結果になったと受けとめております。 

 

記 者 海外投資家の件に絡んでなのですが、先日、改正外為法が成

立しました。海外勢の日本への投資がストップしてしまうので

はないかという懸念もある中で、今後、政省令の制定に入るわ

けですが、それに関して注文であるとか、こうしてほしいとい

うような要望があれば、教えていただけますでしょうか。 

 

清 田 外為法の改正は、以前の記者会見でもご質問があってお答え

したと思うのですが、我々市場関係者にとってみれば、唐突な

感じがあって、驚いたというのが第１印象でした。 

 一方、色々とご説明をいただく中では、国家の安全保障の面

から導入するべきであるということについては、理解できてい

ますが、そうであれば安全保障に関わらないようなところまで

大きな網をかけず、極力、小さな網をかけることによって対応

していただきたいという要望を強く政府に申し入れております。

いわゆる適用の免除をいただける海外投資家の範囲をできるだ

け広く、逆に言うと適用される海外投資家の範囲をできるだけ

狭くしていただくということ、それから、投資の規制を受ける

企業が過度に広がらないように、本当にこれは安全保障上必要

だというものに焦点を絞っていただきたいと考えております。

そして、投資家から見て、わかりにくいルールでは困るので、

予見可能性が明確になるようなルールづくりを政省令にて行っ

ていただきたいと申し上げているところです。 

 ただ、現実には、なかなか定義が難しいということもお聞き

しています。たとえば、規制の対象業種について、企業が一部

の事業として営んでいる場合に、明確に見分けられるかどうか

という実務的な難しさもあるようにお聞きしています。 

  また、株主提案において密接関係者等の役員の選任を求めた
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り、重要事業の売却や分割を勧めたりするような提案を行う場

合において事前届出が必要であるとか、コーポレート・ガバナ

ンスにおける株主との対話や、株主権の行使に関係する条件も

入っているので、それらと安全保障上の利害というものが衝突

する部分を極力なくすためのルールづくりをお願いしたいと考

えております。 

 

記 者 簡単に３つ教えてください。外為法改正に関して、外国人が

非常に重要な市場になっている中で、対象業種によっては１％

以上取得した場合は事前に申し出なければならないなど、外国

人が活発に取引するのに阻害要因になるのではないかという懸

念があります。それについてどうお考えでしょうか。あわせて、

安全保障にかかわるような会社のリストづくりを財務省は考え

ているようですが、リストに載ることでアービトラージが発生

するといったことに対して取引所として何かできるようなこと

があるのかという点について教えてください。 

 

清 田 ご指摘のように、１％という非常に低いバーが入ってしまう

とで、日本の株式市場において最も重要な役割を果たしている

外国の投資家にとって、それが投資の阻害要因になるというの

は確かだと思います。そのためにも、１％というハードルが適

用される企業の数を極力限定的にしていただきたいということ

です。もう１つは、適用除外になるような投資家を極力広げて

もらいたいということです。例えば日本でも HFT 等で登録され

ているような機関投資家であるとか、安全保障に影響を与える

ような行為を行わないなどの明確なアナウンスをきちっと登録

して届け出ているようなところなどにも広げていただくように

お願いしているところです。取引所に対しては間違いなく一定

のマイナスの影響はありますが、安全保障と市場の自由な流通

のバランスをどう取るかにかかってきますので、その間のどこ

かで着地点を見つけていただく必要があります。我々としては

流通市場にできるだけ大きな影響を与えないような手当をして

いただくことが、非常に重要だと思っています。 

 また、この件に関して、東証として今、何か具体的なことを

実施するかということについては、取引所としては非常に危機

感を持っておりますが、実際に外国機関投資家をお客様として
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抱えているのは証券会社なので、日本証券業協会と密接な情報

交換をすると同時に、金融庁に対しても我々に海外事務所等を

通して寄せられる海外投資家からの意見・疑問等を伝えている

というところです。 

 

記 者 ２点目は、市場構造の見直しに関してです。年明けから制度

設計ということで、年明けから始めて、制度設計はいつまでに

実施するイメージでしょうか。 

 

清 田 制度設計に入るのは、報告書を専門グループからいただいて

からになります。今月中にもと予想されている報告書を受けて、

それに基づいた制度設計の具体的な作業を年明けから始め、期

待どおりのスケジュールでいくかどうかはわかりませんが、で

きれば年前半、６月か７月ぐらいまでの間には一定の形をつく

りたいと思っています。 

 

記 者 最後に３点目ですが、上場制度の整備について先月発表され

ていますが、これで東芝が市場第一部に昇格する可能性が高ま

ったわけです。去年の９月に清田 CEO は、現状のルールでは東

芝に５年待っていただくことに変わりはないとおっしゃってお

られましたが、２年でできるようになります。たまたま東芝が

できるようになったということなのか、所感と言うのも変です

が、どう考えたらよいでしょうか。 

 

清 田 この件は、たまたま、ルール変更の時期に、こういう事例が

あったということです。 

去年の 10 月からの市場構造の在り方の検討を行う過程で、い

ろいろな有識者や市場関係者から、一部指定の場合には有価証券

報告書の適正意見を５期間分揃える必要があるところ、マザーズ

から市場第一部への市場変更の場合などには、２期間となってい

る点について意見が出ました。このアンバランスは、以前から、

市場関係者から指摘されていたものです。 

今回の専門グループでも、市場構造の見直しを待たずにできる

ものは先にやるべきという指摘がありました。市場区分そのもの

の見直しは、様々な影響を考慮しつつ、一定の時間をかけて実施

していくことが見込まれる中で、できることは先行して早くやろ
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うということで、対応が適切と判断したものを実施します。 

 

記 者 市場構造の見直しについてです。金融審議会での議論でも立

場によっていろんな意見が出されていて、現状、厳しい見方と

しては、市場第一部がそのままプライムにスライドするのでは

ないかなど、いろんな見方が出ていると思うのですが、来年の

議論に向けて、TOPIX に変わる新指数という話も出ていますが、

CEOの現状の課題認識や、どういったお考えでいらっしゃるか教

えていただけないでしょうか。 

 

清 田 もともと、現在の市場構造について、我々の問題意識は大き

く３つありました。 

  １つ目は市場コンセプトが曖昧だということ。マザーズ、

JASDAQ、第二部から東証第一部を目指す企業が多くいらっしゃ

いますが、現行ルールに基づき、東証第一部に上場されている

のが、直近の 10月末時点では 2,155社、東証全上場会社の６割

以上が東証第一部上場企業です。東証第一部には、昔から上場

されていて、長年成長を続けている企業もあれば、成長が停滞

している企業もあります。あるいは、大きな時価総額の企業も

あれば、小規模な上場企業もあります。 

同じコンセプトの市場としては大きな差がある中で、コンセプ

トに合わせたマーケットの整理をするべきではないかというこ

とが１つ目です。 

 また、先ほどのように、東証第一部を目指す上場企業はありま

すが、上場後に息を抜いてしまわないよう、企業価値の向上につ

いて十分な動機づけができるような市場構造にしていくべきで

はないか、これが２つ目です。 

 そして、３つ目が指数の在り方ですが、投資対象として流動性

や、市場代表性といった観点から現在の在り方が適切かどうか、

ということです。 

    現物市場の東西統合から年数も経ましたので、市場構造を見

直すべきではないかということで取り組んでいますが、検討過

程では、現状の市場からあるべき市場にすぐに移れるかという

点について、いろいろなご意見をいただいています。特に、東

証第一部に上場していることのステータスが重要だというご指

摘は、私たちが想定していた以上に、企業から強く寄せられて
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います。 

 投資家の観点からは、コンセプトが明確となることは非常に

良いことだというご意見がある一方で、TOPIXに連動する大きな

運用資産残高がございまして、この TOPIX 連動のポートフォリ

オを組んでいる投資家からは、簡単に変えられるのは困るとい

うようなご意見もありました。 

 そのため、指数と市場区分との関係をどうすべきかというこ

とについては、非常に重要なテーマではないかと思っています。 

 

記 者 補足で、ちょっと意地悪な言い方をすると、やはりコンセプ

トとしてわかりづらいということと、先ほど CEO がおっしゃっ

た、企業から見たら、やはり東証第一部のステータスで、採用

などにももちろん影響が出るかもしれませんし、残りたいとい

うご意見もあるとは思うんですけど、東証第一部から、プライ

ムにスライドするだけじゃないかという見方も、一部の人は主

張していると思うんですけど、そのあたりは、率直に伺うと、

どのようにお考えですか。 

 

清 田 基本的には、安定的に企業経営が行われている上場企業のグ

ループをスタンダード、グローバルに企業経営が行われ、一定

以上の流動性と時価総額を有している企業のグループをプライ

ムとしてはどうかといった論議がなされていると聞いておりま

す。また、必ずしも、形式基準に合う、合わないということだ

けでなく、投資家との対話をコンセプトに据えるプライムを上

場企業が希望されるかどうかというような観点でも、論議され

ていると聞いています。 

 そこで、具体的な制度設計にあたっても、いわゆる東証第一

部を単純に減らしてプライムにするということではなく、コン

セプトを踏まえ、いかに上場会社が選択するか。大企業でも、

内需中心の場合にはスタンダードを選ぶかもしれませんので、

どちらの市場を選ぶかは、上場会社に決めていただくようなこ

とも考えているところです。 

 

記 者 市場構造の話なんですけれども、先ほど、年前半、6、7 月ぐ

らいまでに一定の形をつくりたいというご発言ありましたけれ

ども、これは、例えば、制度設計の案が出てきて、パブコメと
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かに付すのが大体年前半のお話、そういうお話でしょうか。 

 

清 田 新しい市場構造の形と、どれぐらいの期間をかけて移行する

か、また、その移行のための激変緩和のようなステップを踏む

のか踏まないのかなど、そういったことも含めて検討したうえ

で、まとまってくるのは、６、７月ぐらいではないかと思って

います。 

 早くまとまれば、できるだけ早くパブコメを行いますが、案

が固まるのに時間がかかれば、そこからパブコメということも

あり得ると思います。 

いずれにせよ、まだ、報告書を受けていませんので、明確に

ここまでに作りますということは、今の段階では申し上げられ

ないのですが、我々としては、できるだけ早くまとめていきた

いと思っています。 

 

記 者 追加でその関連なんですけれども、その制度設計に関しては、

公開の場でやられるんですか、それとも非公開の場でやられる

ということになるんでしょうか。 

 

清 田 それも今の段階では言い切れませんが、我々としては、東京

証券取引所にボールが渡ってきたら、できるだけ早く詰めてい

きたいと思っているということです。 

 

記 者 関西電力の金品受領問題についてです。今月 15日、第三者委

員会が大阪で記者会見をしまして、調査を進めたところ、重大

な問題が出てきたということでした。報告自体は来年になりそ

うですが、日本取引所グループとして、これに対してどのよう

なお考えを持っているのか、また、これからどのような対応が

考えられるのか、お考えをお願いいたします。 

 

清 田 最終報告に向けて、第三者委員会で調査をなさっているとこ

ろですので、当面はまず第三者委員会、また、監督官庁である

経済産業省が関与されるのではないかと思います。第三者委員

会の調査の過程で、更なる事実関係が明らかになっていくこと

が想定されますので、引き続き状況をよく注視していくことに

なると思います。 
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記 者 市場構造のことで１点確認させてください。年明け以降に議

論を進めていくと思いますが、改めて有識者会議を設置するこ

とはなく、今後は東証内部で制度設計をしていくという理解で

よろしいでしょうか。 

 

清 田 おっしゃるとおり、東証において制度設計を行い、適宜、金

融庁との連携はとっていきます 

 

記 者 企業等へのヒアリングは考えていらっしゃいますでしょうか。 

 

清 田 上場企業、投資家、証券会社、法曹関係者といった市場関係

者の皆様には、我々としても一度意見募集を行っておりますし、

また、専門グループにおいても相当ヒアリングをしていただい

ておりますので、報告書を受けましたら、まずは、その情報と

ご意見をベースに制度設計を行いたいと考えております。 

一方で、制度設計にあたり、やはり、ご意見をおうかがいす

る必要があるということになれば、またお聞きすることになると

思います。 

 

 

                               

以 上 


