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記者会見要旨

日      時：2020 年 6 月 17 日（水） 15：30～16：30

場      所：東証ホール

会 見 者：取締役兼代表執行役グループ CEO 清 田  瞭

清 田 私から、今日は２点、御報告申し上げます。

初めに、本日、当社の定時株主総会について、簡単に御報告

させていただきます。

本日の午前 10 時から、日本橋のロイヤルパークホテルにお

きまして、定時株主総会を開催いたしました。別室モニターで

ご覧になった方もいらっしゃるかとは思います。

本年の株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染防止に

配慮した開催ということで、株主総会の招集ご通知等でも、株

主の皆様方に極力、現地へのご出席を控えていただくようにお

願いするとともに、議決権行使書ないしはネットにおける議決

権の行使をお願いするということでお願いしましたところ、株

主の方々が大変ご協力いただいて、いつもに比べると、大幅に

少ないご出席者で開催することになりました。

また、感染防止策として、株主総会の席では、具体的には、

会場内でのマスクの着用や、入室のときのアルコール消毒、ま

た体温の検査等を行いまして、安全を確認した上で開催するこ

とにさせていただきました。

また、着席された株主の皆様方の間の座席の間隔も広く取ら

せていただいて、健康等で皆様方に不安がないような形で広げ

させていただきましたが、開いた会場が大きかったので、相当

広げてもまだ空いているという感じでございましたので、きっ

と、本日の総会において、密接に人が集まることによるリスク

は極めて低かったのではないかと思っております。

また、開催にあたっては、短時間で総会を終了したいという

ことでご協力申し上げまして、株主お一人につき１問までとお



2

願いしました。もちろん、1 人で 1 問以上ご質問を頂いた株主

様もいらっしゃいましたが、基本的にはご協力いただいて、予

定の時間内に全てのご質問等の審議は完了して、賛成多数とい

うことで終了することができました。

株主の総数、5 万 5,147 名のうち、議決権行使書も含めて計

算すると、2万 4,257 名のご出席、議決権の総数は、536 万 3,277

個のうち、482 万 5,084 個の議決権が行使されました。

そして、２つの決議事項について、まず定款については、3分

の 2 以上のご賛成を頂き、取締役 14 名選任の件については、

過半数のご賛成を頂きで可決されました。

２点目は、これは自主規制法人の外部理事の選任についてで

ございます。先月、5 月 18 日に日本取引所自主規制法人の外部

理事をお務めいただいておりました石黒徹先生、弁護士でござ

いますが、ご逝去されました。自主規制法人の理事の構成は、

外部理事が理事会の過半数ということが決まっておりまして、

石黒先生のご逝去によって、内部理事と外部理事の人数が同一

になってしまいましたので、そのまま長く放置すると、金融商

品取引法の違反状態が続くということなので、大変急いで人選

に当たりましたところ、長島・大野・常松法律事務所のシニア

カウンセルでいらっしゃいます藤縄憲一様にお願いをして、御

了解いただて、本日、通常総会において選任させていただいた

ところでございます。

以上、私からのご報告は、２点でございます。

記 者 本日は２点質問させていただきます。まず１点目ですが、日本

取引所グループの取組みの現状について教えてください。新型

コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言の発令、解除など、前

回３月の記者会見から大きな変化がありました。JPX の取組み状

況については、まず市場区分の見直しの現状、それと直近、来月

７月に控えている総合取引所構想について、現状と意気込みに

ついて CEO のお考えを教えてください。

清 田 それでは、まず市場区分の見直しについて、この新型コロナウ
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イルス感染症拡大による緊迫した状況の影響をどう受けたかと

いうご質問です。現状の上場ルールでは、市場第二部やマザーズ

からは時価総額 40 億円で市場第一部上場に上場できますが、直

接上場したり、ないしはジャスダックから上場する場合には時

価総額 250 億円が求められるという、２つの基準があり、できる

だけ早く統一したいということを考えておりましたが、このコ

ロナ禍による影響を踏まえ、具体的な手続等をペンディングに

しております。

ただ、2022 年４月１日を目途に市場構造の見直しを実施する

という、全体的なスケジュールにつきましては、まだ時間があり

ますので、今のところ変更はございません。したがって、来年末

までに上場企業に新市場区分を選択していただくというスケジ

ュールも、今のところ特段変更しておりません。もちろん今後、

感染症の動向によっては、どういう形で影響が及ぶかわかりま

せんので、スケジュールが将来動く可能性がないと言い切れる

わけではありませんが、現状、スケジュールの変更は予定してお

りませんので、全力を挙げてこれに向けて取り組んでいるとい

うところでございます。

また、来月 27 日に TOCOM の商品の一部を大阪取引所に移管し

て、総合取引所がスタートするという点については、今のところ

証券会社及び商品先物取引業者の方々にスケジュールどおりに

準備を進めていただいているとお聞きしており、また、当社サイ

ドの準備もコロナ禍の中ではありますが、テレワーク等を利用

してスケジュールどおりに進んでおります。今回の商品移管に

よって TOCOM のマーケットが大半の商品が大阪取引所に移り、

商品先物の投資家に加えて、証券系のいわゆる金融のオーダー

フローを取り込む土台ができ上がります。日本の商品デリバテ

ィブ市場は世界の商品デリバティブ市場に大幅に出遅れてしま

っておりますが、JPX として、できるだけたくさんの海外も含め

た投資家からの信頼を得るマーケットにしていきたいと思って

います。

記 者 次に２点目です。新型コロナウイルスの感染拡大で、企業や社

会の在り方も大きく変化し続けていると思います。新型コロナ

ウイルスが存在する社会において、今後、上場企業や投資家、取

引所など資本市場においてどのような変化が必要だとお考えに
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なっているか、お考えをお聞かせいただければと思います。

清 田 新型コロナウイルスは、緊急事態宣言解除後も、そして海外の

主要な国々を見ましても、いろんな意味で経済と感染症への対

処という２つの間で揺れ動きながら進んでいると思います。

世界の資本市場で、新型コロナウイルスによって市場がおか

しくなったというところは、今のところはお聞きしておりませ

ん。当初、フィリピンが大統領の下で、外出禁止令そのものが取

引所も例外なく禁止されたので、２日間ほど取引所が止まった

というのはありましたが、世界では取引所の業務、資本市場や商

品デリバティブも含めた商品市場等、マーケットは開いておく

ことが重要だというコンセンサスができております。

しかしながら、働き方に関しては、外出禁止令が起きていると

ころ、日本のように自粛の要請が起きているところに限らず、在

宅勤務、テレワーク等のネットワークや IT を活用した市場運営

等、またそこに働く従業員や家族、そしてその取引先等のステー

クホルダーに感染を広げることがないようなリスクマネジメン

トが非常に重要なテーマとして取り組まれてきたと思っていま

す。私どもも通勤や出社時の感染リスクを低減すべく、積極的に

在宅勤務に取り組んでまいりましたが、取引所の市場運営等の

業務には特段の支障はございませんでした。

こうした経験から、コロナ前とコロナ後の世界は同じではな

いという見方をされる方が多いと思います。資本市場もある面

ではそうではないかと思います。しかし、資本市場は、一般の製

造業、物流、その他のサービス業、いわゆる人と人との接触を必

要とするようなものとは少し違い、ある面では IT との親和性が

高い世界です。そのため、資本市場は、今後の変化の影響をより

大きく受けて、新しい対応を求められていくのではないかと思

います。

その意味では、すでに、世の中の変化としてフィンテックが注

目されておりましたが、今までのフィンテックの概念を超えて、

資本市場の運営の仕方その他により影響してくるような時代が

来るのではないかと思っております。

また、もう１点コロナ前からの世の中の変化として、サステナ

ビリティや ESG の重要性を認識する動きが出ていましたが、新

型コロナウイルス感染症の拡大は、エンバイロメント、ソーシャ
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ル、ガバナンス、E・S・G のそれぞれの観点からも資本市場に大

きな影響を与えました。パンデミックによって、資本市場のサス

テナビリティが問われただけでなく、経済社会、さらに広くは人

間社会のサステナビリティがチャレンジを受けている事態では

ないかと思っております。今後の社会は、サステナビリティをさ

らに、非常に重要視したものになっていくだろうと思います。

そうした状況下でのマーケットの役割として、緊急の金融緩

和によって世界中であふれているマネーの行き場としての役割、

マーケットの中でマネーをどう受け入れていくのかが問われま

す。また、そうしたマネーが投機に偏らないように、きちっとし

たマーケットの監視の下に、リスクの情報もきちっと投資家に

発信しながら、正しいマーケットを運営していくことが求めら

れます。私どもも、信頼されるマーケットを運営する者として、

緊張感を持って取り組んでいきたいと思っています。

記 者 IPO に関してですが、コロナで相場が急落して、18社上場承認

取消しになって、その後、来週、新規上場再開という形になって

いくかと思いますが、これについてのご所感と、業績が結構悪化

する会社もコロナによって出てきていると思いますが、コロナ

後の IPO の姿というのがコロナ前とどういうふうに変わってい

くのか。前みたいに 90 社とか 100 社上場するような状態がまた

戻ってくるのかどうか、その辺についての考え方を聞かせてい

ただければと思います。

清 田 IPO は御指摘のとおり、18 社が３月と４月に公募・売出の中止

に伴って上場承認が取消しとなっていたのですけど、今月６社

の IPO が実現する予定で、そのうちの３社は上場承認が取消し

となった会社が再承認されたところでございまして、そろそろ

再スタートということではございますが、コロナ前も後も基本

的に大きな業績面の不透明感が起きなかった企業は、そうやっ

て復活して申請していただくことになると思います。

コロナによって、がらっとビジネスの環境が変わった企業、つ

まり、このコロナ中、ウィズコロナというのですかね、コロナと

共にの時代、ないしはアフターコロナ、ないしはポストコロナの

時代の経済の動きを確認しながらでないと、ビジネスの再構築

が読めないという企業は、しばらく時間がかかるのかもしれま
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せん。

また、コロナが本当にどうなってくるか、コロナが終わるかと

いうのは今のところ、はっきり言って読めないわけです。よく言

われるように、社会的な免疫という、６割、７割の国民がかかっ

て抗体を持てばと言うのですけど、昨日、東京都は 0.1％、宮城

県などは 0.03％と日本人の抗体持っている人はほとんどないわ

けです。

こういう社会で集団免疫が得られるのを待つというわけにい

かないので、やはりこのコロナを克服するには、できるかどうか

分かりませんが、今、世界の英知を集めて取り組んでいただいて

いるワクチンの開発と特効薬等の治療薬の開発が待たれるとこ

ろでございます。これができない限りは、今の本当に不自由な社

会、いわゆる息苦しい社会がいつまで続くのかという点につい

ては、非常に心配なところではあります。

しかし、ウィズコロナと安倍総理や識者の方が、これは長い戦

いになりますねとおっしゃる、そういう状況であれば、新しい環

境に対応したビジネスをまた起こしてくるいわゆる起業家の皆

様方がいずれは出てくるだろうと思います。

ですから、今、コロナ前のビジネスモデルで上場を申請してき

た企業の中では、見直していただいているような企業もあるか

もしれませんが、影響を受けないようなビジネスであれば、引き

続き、情勢が収まったら IPO はもう１回申請していただく。

ただ、このコロナの状況を受けて、新しい社会に向けて発生し

てくるビジネスを営み、いずれは上場していただくような企業

が生まれてくるのではないかと思っていますので、悲観ばかり

する必要はないかとは思っております。

ただ、いずれにしても、ポストコロナはこうなるというものが

明確に誰も見えていないので、どんな業種ないしはビジネスが

新しい社会にフィットするのかは、ちょっと今のところ分かり

にくいので、IPO についてはしばらくの間は毎年 100 社というよ

うなことにはならないのかもしれません。

このコロナの状況で引き続きコロナと共に社会が共存するよ

うな環境の中でも、あまりビジネスモデルの影響を受けない企

業の IPO は引き続き実現すると思います。一方で、ビジネスモデ

ルが揺らいでいるような企業の方々には、一度またそういった

ものの立て直しを考えていただいた上で、マーケットはなくな
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りませんので、いつでも上場のチャンスはあるからということ

で体制を立て直して、IPO を目指していただければ大変ありがた

いと思っています。

記 者 ２点お伺いします。まず１点目は最近の株価のことですが、か

なり上下動が激しくなっておりますけれども、これをどのよう

に理解したらいいのか、説明をお願いいたします。

清 田 御指摘のように、株価が乱高下しております。まず、6 月最初

の週末、NY ダウ平均株価は 2 万 7,000 ドル台を回復、週明け、

日経平均株価も意外にあっさりと２万 3,000 円台を回復しまし

た。しかしその後に揺り戻しがあって、先週末に NYダウが 1,800

ドルの急落をし、その前後で日経平均も 650 円と 775 円の連続

安、間に 160 円安という下げがあり、日米で似たようなタイミン

グで下げたわけです。

株価が回復した要素としては、ビジネスを再開しようという

世界の国々、特にアメリカのトランプ大統領に代表されるよう

に、経済的な痛手から早く脱却したいという目的をもって打ち

出された様々な政策があります。またアメリカの連邦銀行も、ヨ

ーロッパの中央銀行も、日本の日本銀行も、そして明確には情報

が見えておりませんが中国の中央銀行も、巨額の資金供給等を

していると思います。財政についても、各国政府が巨大な財政支

出をしています。こういったこともあって、まず悲観の行き過ぎ

を修正する動きが、株価の大きな戻りとして一旦は表れていた

のでしょう。

しかし、幾ら何でも、このコロナの問題が深刻化する前の株価

水準を取り戻してしまって、そこからさらに上昇するほど世の

中がよくなっているかというと、そうではないわけです。むしろ

経済の実態、少なくとも統計の数字としては、悪いものが今後発

表されてくるはずでしょう。ですから私は、今後の期待と経済の

実態が交互に影響しながら、引き続きある程度大きなボラティ

リティーで株価が動くことを覚悟しておいたほうがいいのかな

と思っています。

株価そのものは、足元の経済よりはどちらかというと６か月

から１年ぐらい先の経済を反映しているとよく言われますが、

現在の相場は、少し先の経済を反映しているというよりは、失望
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と期待が交代で動いているように見えます。マーケットへの資

金供給が巨大だから、その動きのエネルギーも大きいように思

います。

ただ、市場を見ておりますと、動きは大きいですが、極端に投

機的という感じには見えません。やはり、あくまで皆さん、自ら

の運用の中で強気になったり、弱気になったり、リスクを外した

り、取ったりという動きの中だと思います。ですから、原油先物

のマーケットで起きたような、マイナス 30 ドル、つまりお金を

30ドルも 40 ドルも渡して原油を引き取ってもらうとか、ああい

うパニックというのは、有価証券のマーケットでは起きていな

いとみております。この点に関しましても、我々は東京市場の動

きを時々刻々と監視はしていきますし、健全なマーケットの維

持のために全力を尽くしていきたいと考えております。

記 者 企業価値について伺いたいのですが、コロナで企業価値は何

なのかということも問われているかと思います。ちょうど株主

総会のシーズンということもあり、さらには新 TOPIX というの

が今後、検討されるという中で、今後、問われるというか、求め

られる企業価値はどういったところが重要であるか、もし御考

察があれば伺いたいなと思います。

清 田 企業価値というと、イコール株式時価総額と捉えられやすい

と思います。発行株式数が変わらない限り、株価が上がれば、時

価総額は上がります。株価を上げるには、単純に言えば１株当た

りの利益が上がればいい、そのため、利益を重視するということ

がよく言われております。一方、コーポレートガバナンス・コー

ドの導入により、上場企業の経営者にとって、株主との対話、株

主が一体何を期待しているのかを考慮するということがより重

要になりました。株主の期待は、実は、利益だけではありません。

最近は、ESG やサステナビリティ、その中でも、特に環境への関

心が非常に高いということは、私どもも承知していましたが、今

は、さらにサステナブルとは何かということに関心が寄せられ

ていると感じています。今回の新型コロナウイルス、リーマンシ

ョック、東日本大震災など、大きな出来事が起きたときに、利益

率や ROE が高い企業であっても、そのショックを乗り越えられ

ないとしたら、本当に企業価値が高いと言えるのか、という声も
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出始めているようです。私も、そのように問うことが必要ではな

いかと思います。

サステナブルであるということは、企業が、破綻せず、企業経

営を持続する体力を持っている必要もあるのではないかと思い

ます。去年の夏に、アメリカのビジネス・ラウンドテーブルでも、

株主第一主義からの脱却ということがアナウンスされて、ステ

ークホルダーがいかに重要かと言われるようになったのですが、

これも基本的には人間社会のサステナビリティを考えたときに

出てくる考え方であると理解しています。

今、我が国では、たくさんの中小企業や零細企業の経営が立ち

行かなくなっています。一方、大企業は、一部批判もありました

が、内部留保や手元流動性によって、結果的には、非常に厚い自

己資本を持っている企業が多かったために、今のところ少なく

とも雇用にまで手をつけていないともみられています。

アメリカでは、２月頃、航空機製造メーカーが政府に支援を求

めたというニュースが出ていました。過去数年間で４兆円の株

主還元の自社株買いを行い、今回、６兆円の支援を政府に求めた

ということで批判がありましたが、やはり株主第一主義という

ような考え方で、結果的には自己資本を低めにして、ROE を高め

て、株価を上げるというアクションが、サステナブルではなかっ

たという一面を証明してしまったのではないかと感じます。

やはり、財務の健全性と資本の収益性のバランスがいかに大

事かということを、今回のケースでも我々は見ているわけです。

政府の財政支援が必要な場合もあると思いますが、大企業は自

分で生き残るだけの必要最低限の体力は持っておかなければい

けないのだろうと。企業価値は、非常にシンプルに考えれば、将

来の利益をディスカウントキャッシュフローで考えて現在価値

を割り出すという考え方になりますが、今回の件を踏まえれば、

企業価値はそれだけではなく、財務の安定性も含めたサステナ

ビリティについても考えていくべきものではないかと思います。

数量化できない価値をどのように入れるか、私も具体的なアイ

デアがあるわけではないですが、そういったことを検討してい

くべき時代ではないかと考えるところでございます。

記 者 株主総会で中期経営計画にあるデリバティブ取引の祝日取引

について話をされたということですが、それについて改めて伺
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いたいです。

清 田 今日、株主総会でも御質問いただきました。日本は祝日・休日

が世界でも最も多い国と言われておりまして、海外が開いてい

る日にも日本は閉まっているという日が多過ぎるというのは、

もともといろんな方々から御指摘はいただいていたわけですけ

れども、特にデリバティブの世界では、祝日取引が望まれるとい

う声が非常に強かったと。

この点については、何年も前から、いろんな御指摘いただいて

おりましたが、なかなか対応には課題が多いということもあっ

て実現はしなかったわけですけれども、総合取引所の実現を契

機に祝日取引をやるべきという声が改めて上がりました。特に

ネットの証券で、今回、デリバティブ、いわゆるコモディティデ

リバティブにも進出する会社、それからもともと商品先物業者

の中でもネット取引等で実績がある会社等は、祝日取引を導入

すべきではないかという意見を持っている会社もありました。

それで、有識者の意見を頂きながら、その検討を昨年の末あた

りから始めようということでやっておりましたが、最近、ある程

度意見がまとまってきたということで、近いうちに内容がまと

まれば公表させていただく予定です。概要を見ますと、どの祝日

でマーケットを開けるのかということと、開けた場合の清算に

至るところまで、また祝日取引中についた値段の取扱い等につ

いて、いろんな論議が交わされております。

現在は、夕方の大引け後、ナイトセッションが始まって、午前

５時半に引けているわけですけれども、祝日取引では午前５時

半の後、休日の日中も、それが続いているという感覚で、いわゆ

る夜間取引が長時間になって、翌日の昼も続いているという考

え方に立って物事を整理しようということが骨子だと思ってお

ります。

デリバティブ取引のシステムが、来年で５年になるというこ

と、来年の秋ぐらいに新しい新システムを導入するべく、J-

GATE3.0 という、第３次の J-GATE の開発をしている最中でござ

います。現在の J-GATE を改修するのではなくて、新システムで

祝日取引ができるような仕組みをシステム的に取り入れて、そ

れが稼働した後、それに対応して取引参加者、証券会社や商品先

物業者の方々のシステム対応等もお願いする予定です。ですか
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ら来年の秋から、どれぐらいの時間かかるか分かりませんが、２

年はかからないかもしれませんけど、１、２年ぐらいの時間をか

けて祝日取引を始めたいと思っているわけでございます。でき

れば、そのあたりの議論の結果、アイデアがまとまったものは、

今月末あたりにある程度公表できるところまで詰められるかど

うかということで、今、進めておりますので、よろしくお願いい

たします。

記 者 独立役員についてお聞きします。

議決権行使助言会社の ISS が、独立性を判断するのに、独立役

員として届けられているかどうかということを判断の基準には

しないというふうなことを言っていて、その理由に、招集通知書

にもほとんど書いてあるじゃないかとか、あとは機関決定を経

ていないので、独立役員の届出書は正確性があると言えないと

いうようなことも言っているのですけれども、取引所としては、

この基準をより明確にするとか、強化するとか、もしくはこれを

やめてしまうとか、そういうことは考えていらっしゃいますか。

清 田 独立役員の独立性の判断基準については、取引所にて公表さ

せていただいておりますが、新たに今の独立性の要件に何かつ

け加えたり、ないしは取り下げたりということは、今のところ考

えておりません。

記 者 中国企業の関係で伺います。中国の IT企業が最近、香港の証

券取引所に株式を上場するというケースが出てきています。今

月も NASDAQ に上場している中国のゲーム大手企業が香港取引所

に重複して上場するというケースが出ています。背景として米

中の対立がございまして、NASDAQ に上場している中国企業に対

しての監査体制が強化されたというところを嫌気したという部

分で香港に上場するという流れだと思うのですけれども、一方

で、香港でも治安維持というか、国家安全法というようなところ

で、政情不安の話もございます。東証としては、このような今の

流れをどのように御覧になっているかということと、あとは、今

後こうした中国企業を東証としても何か誘致するとか、東証を

もっと新たなハブとして位置づけるとか、そういったお考えな

どあれば伺いたいと思います。
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清 田 １点目の中国企業の動向に関するご質問ですが、ご指摘のと

おり、中国企業の香港上場が続いており、比較的、時価総額の非

常に大きな企業が上場しているようです。米中の緊張感の高ま

りを受けて、ニューヨークや NASDAQ に上場している中国企業が

香港へ重複上場するという動きも、このところ出始めているよ

うでございます。

また、重複上場ではなく、新規に香港に上場する中国企業もあ

るようです。以前は、中国企業が、まず、アメリカに上場してブ

ランド力をつけるという動きが多かったようですが、アメリカ

への上場が厳しくなる中で、外資による資金調達を通じて、成長

資金を取り込みたい場合に、香港もグローバルな国際金融セン

ターですから、選択肢になったということだと思います。

報道によりますと、中国企業の情報開示については、アメリカ

でも不信感が広がっており、そういった面で中国企業も上場し

づらい面もあるのかもしれません。

２点目のご質問は、東証による上場誘致等の考え方について

ですが、日中金融協力ということで、昨年の６月には、東証と上

海証券取引所との間で ETF の相互上場を実現し、日中の市場間

の協力関係は、今のところ問題もなく続いております。次のステ

ップへの話し合いもしております。

当然、どこの企業であっても、他国の上場基準で問題があるよ

うな企業について、日本なら上場できるということはありませ

ん。自主規制法人において上場審査をしっかりと行い、基準に適

合していることを確認したうえで、上場していただくことにな

りますし、もし具体的な事例が出てくることになれば、上場準備

にしっかりと取り組んでいただいたうえで、東証に上場してい

ただけるよう、私どもとしても努力していきたいと思っていま

す。

記 者 積極的に何かアクションをするという、そういう類いのもの

ではないという理解でいいでしょうか。

清 田 東証では、例えば、アジアでも香港やシンガポールなどで、上

場意欲のある企業の方々とお話をして、誘致をしています。中国

企業に絞って誘致をするという動きをしているわけではありま
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せんし、特に、今回の香港の状況を受けて、香港から中国企業を

誘致していくつもりも、ありません。

記 者 ５月以降、多くの方に対して特別定額給付金が政府から支払

われております。これは 1人あたり 10 万円ですが、これが個人

投資家の手元の資金となって株式等の投資意欲が増したことで、

５月末ごろ以降、日経平均株価を押し上げるような効果につな

がった、といった動きは考えられるでしょうか。

清 田 私どもはデータを持っていないので、否定も肯定も難しいで

す。現時点でまだ、給付率は３割から４割程度とも聞いておりま

す。

それでも、世帯合計で 30万円、40 万円を受け取ったという方

は相当多くいて、その中には必ずしもお金に困っていない方も

いて、もしかしたら株式投資等に使われた方もいらっしゃるか

もしれません。ただ、それが実際にどれぐらいなのか、またどの

程度相場に影響を与えたのかという話になりますと、それにつ

いては全く数字がないものですから、私から肯定や否定をする

ことはできない状況です。

記 者 総合取引所構想の関係で少しお伺いできればと思うことがあ

りまして、今般、東京商品取引所から、貴金属先物ですとかゴム

先物、この移管が７月 27 日とお伺いしていますが、この 27 日と

いうことになっているのは、その前にちょうど４連休を挟むと

いうところがありますので、システム面の理由などもあって好

都合であるというふうに考えられたのでしょうか。あとは、現状、

東京商品取引所の商品取引が大きく動く日もあるのですが、全

体としては、やはり停滞傾向が続いているという中で、具体的に

どのように、今後、出来高の活性化を図っていくのかというのも

お伺いできればと思います。

清 田 ７月 27 日の日付の決め方は、ご指摘のとおりです。大阪取引

所の上場商品に新商品として追加するだけではありますが、シ

ステムの対応がありますので、万一、移行がうまくいかないよう

なことがあっても、元に戻すための日程を取ることができるス

ケジュールにしています。
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今回大阪取引所に貴金属やゴム、農産物の市場を移すわけで

すが、移せばすぐに市場が活性化するというわけではありませ

ん。

ただ、今回の商品移管により大阪取引所で既に取引されてい

る金融商品のデリバティブに投資をしていただいていた金融系

の投資家等が、今後は同じ大阪取引所で商品先物も取引するこ

とが可能になりますので、これまでの商品先物取引業者の方々

に金融商品取引業者が加わり、いわゆる両業界の取引業者が総

力を挙げて、マーケットを拡大していけるチャンスが来たと思

っています。ですから、今後の営業活動においては、大阪取引所

と東京商品取引所との間の垣根をできるだけ低くして、同じメ

ンバー同士が協力し、相乗効果を出しながら、エネルギーを含め

た商品デリバティブと金融デリバティブを合わせた総合取引所

のマーケットの拡大を推進していきたいと思います。

記 者 先ほどの質問と重複するのですが、７月 27 日の移管に伴うセ

レモニーとか、プレゼンテーションのご予定はあるのですか。

清 田 当然、皆様をご招待して一緒に、飲んだり食べたりしながら会

話をして、この総合取引所をお祝いしたいという気持ちはある

のですが、現在はそういう状況にはないと思っておりますので、

今のところ、そういったことを計画してはおりません。

ただ、本当に収まったら、やりたいなという気持ちはあります。

                               

以 上


