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記者会見要旨

日      時：2020 年 9 月 29 日（火） 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 本日は、2 点、私からご説明をさせていただきます。

はじめに、CME 原油等指数先物の上場について、です。

本年 7月 27日に東京商品取引所（TOCOM）から大阪取引所（OSE）

への商品移管を完了しております。現在、ドバイ原油について

は引き続き東京商品取引所に上場を継続し、昨年上場した電力

や今後上場を目指している LNG とあわせて、総合エネルギー市

場の実現を目指しているところです。

他方、一部の投資家からは従前よりワンストップで原油関連

商品の取引を行いたいという強い要望をいただいておりまし

た。

こうした状況を踏まえ、様々な可能性を検討した結果、今般

CME との間で、CME に上場する WTI（原油）、ガソリン、軽油の

値段をベースとした指数のライセンス提供の話がまとまりま

したので、本日、同指数を原資産とする先物取引の制度要綱の

公表をさせていただきました。パブリックコメントに付したの

ち、必要な関係当局の許認可等を経て、2021 年第 3四半期の上

場を予定しております。

これにより東京商品取引所にドバイ原油、大阪取引所に CME

原油等指数がそれぞれ上場することになります。それぞれご利

用いただく投資家層は異なると考えており、両商品が相互に補

完し合うことで、JPX の原油市場の拡大につながることを期待

しています。

今後は、日本のエネルギー市場の中核としてのドバイ原油、

個人を含めた幅広い投資家のためのグローバルな分散投資の
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手段としての CME 原油等指数として、それぞれ大切に育ててい

きたいと考えております。

続きまして、株主事務の適正性確保及び株主の議決権行使の

環境改善に関する要請について、ご説明いたします。

今般、一部の株式事務代行機関において、株主総会における

議決権行使書が、長年にわたり適切に集計されていなかったこ

とが明らかになっております。

株主総会における議決権行使は、株主における最も重要な権

利のひとつであり、今回の事案は、企業統治の根幹に関わる事

態として、広く関係者に受け止められているところです。

金融商品市場を開設する立場としては、関係者の真摯な対応

と協力により、速やかな信頼回復が必要と考えられます。

そこで、株式事務代行機関に対して、株式事務の適正性確保

について速やかに必要な改善に取り組んでいただきますとと

もに、その取組の状況について、広く説明責任を果たしていた

だきますよう、本日付けで要請をいたしました。

また、あわせまして、上場会社の皆様に対しても、株主の議

決権行使を容易にし、また、株式事務の適正性確保を図る観点

から、集中時期を回避した株主総会の開催、招集通知の早期発

送、電子行使を可能とするような取組みにつき、改めてご検討

いただくようお願いしております。

詳細につきましては、お手元に資料をお配りしておりますの

で、ご覧ください。

記 者 幹事社からは１点、質問があります。菅新政権が今月発足し

ました。菅新総理はアベノミクスを継承し、特に規制改革です

とか行政のデジタル化に強い意欲を示しています。新政権への

期待について、お考えを伺いたいと思います。

清 田 御指摘のように、菅新総理は安倍政権の基本的な政策を継承
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するとおっしゃっています。一方、省庁の縦割りの是正、そし

て、既得権益の打破、悪しき前例主義の打破という点を明確に

しながら、安倍政権の政策の骨格を踏襲する上に、さらに前に

進めていくという発言をなさっています。

菅総理は官房長官時代にも安倍政権の中枢を担われ、個別の

重要な案件についてかなり実務的な実績を重ねてこられました。

今回、総理にご就任なさってからの発言は、内閣の人事にも出

ているように、改革をど真ん中に据えて取り組まれるというこ

とでして、その中でも第一優先はコロナ対策だとしつつその上

で経済活動との両立を目指すということをおっしゃっておられ

ます。

また、安倍政権以来取り組んでこられたコーポレートガバナ

ンスの強化や経済の重視、市場重視といったことも引き継いで

いただけると受け止めており、これからの菅総理の政治的なリ

ーダーシップに大きな期待を持っています。

特に、就任からわずか半月ほどしかたっていない現状でも、

矢継ぎ早に個別の指示を明確に出されています。例えば、河野

太郎行政改革担当大臣に対しては、行革について明確な指示を

出され、もう既に河野さん自身が様々な取組を始められていま

す。他にも、武田総務大臣に対しては携帯電話の値下げについ

て、デジタル担当の平井大臣に対しては、早急にデジタル庁の

設置について取り組むよう明確に指示をされています。また例

えば不妊治療への保険適用を目指すと同時に、当面の間は不妊

治療に対する助成を拡充するよう指示をされています。さらに

外交面では、既に各国の首脳と電話を通じて会談されているよ

うです。

菅総理の個別の指示が非常に明確であるがゆえに、各省、各

大臣が重点的に取り組む政策がはっきりしていて、私ども国民

から見ても、また皆様のようなメディアから見ても、政策の進

み具合がはっきり分かるので、非常にいいスタートではないか

と思います。

菅総理の実行力には大きな期待を寄せています。今後、ウィ

ズコロナ、アフターコロナ社会においての国の在り方やつくり

方、そして経済との両立について大きな期待をしております。

株式市場の現状は、そういったものを反映して価格形成されて

いるのではないかと思っております。
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記 者 本日の発表事項として、株式事務代行機関と上場会社各位に

要請文を出された議決権行使の集計の問題についてですが、改

めて、ガバナンスの強化にずっと取り組んできた中で、今回の

ような事象が起きたことについて、清田さんのご所感を聞かせ

ていただければと思います。要請であって、制度的な対応が取

引所として難しいという部分はあると思いますけれども、その

点も踏まえて教えていただければと思います。

   あと 2 点ございまして、今日の CME 原油等指数先物の上場に

ついて、OSE に原油の商品が入ってくるということで、エネルギ

ーが TOCOM に残った穴を、一部埋められるような形になると思

うのですが、この辺が今後の総合取引所の真価に与える影響に

ついてどのように考えられるのか教えてください。

最後に、NTT がドコモを完全子会社化するという発表を、今日

行っています。また、一部で、ソフトバンクグループが MBO を

検討しているというような報道もありました。NTT は、親子上場

の解消という形でもありますが、ラージキャップの銘柄が上場

そのものを取りやめるとか、取りやめようとする動きが増えて

いることについて、取引所としてどう考えているのか。ソフト

バンクは投資会社なので、事業会社と同一に語ることは難しい

のかもしれないですが、その点も踏まえて、清田さんのお考え

を聞かせていただければと思います。

清 田 まず、議決権行使の集計の問題についてですが、これは長年、

議決権の行使書の到着日を、翌日分として取り扱っていたとい

うことのようです。株主の最も基本的な権利である、議決権と、

配当の受取り等の経済的な権利、この 2 つのうちの、特に企業

経営者に対する監視を行ううえで必要な議決権が、適切に集計

されていなかったということになります。コーポレートガバナ

ンス・コードというものに、国民の注目が集まっていなかった

頃から行われてきた慣行が、今も続いていたということではな

いかと思います。

私どもは、株式事務代行機関において適正に事務が行われて

いることを前提として市場を運営しており、こうした慣行につ

いて想定しておりませんでした。しかしながら、今回、こうい

った慣行が残っていたということは、やはり、悪しき前例主義

ともいえる対応を、そのまま疑問もなく続けていた結果とも思
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われますので、今回、改めて株式事務代行機関の皆様方には、

株式事務の適正な対応をお願いしたところです。

そして、既に一部の上場企業は、過去に遡って、議決権行使

結果の集計について、訂正の報告を提出し始めております。も

っとも、議案の結果そのものに最終的に影響がない旨は、信託

銀行から発表されておりますが、適正な情報開示という観点で

は、過去に遡って訂正していただくことがよろしいのではない

かとも思います。もちろん、コストもかかることであり、取引

所として強制するという考えはございませんが、株主に対する

適切な情報開示として、例えば、直近の株主総会の集計結果等

については訂正するということも考えられると思います。

なお、既にご指摘もございましたが、取引所として、この件

について株式事務代行機関に対して強権を持って何かできると

いう立場ではございませんので、本日の株式事務代行機関への

要請は、市場運営者として、適正に事務が行われるよう要請を

したということでございます。

次に、2 点目ですけれども、CME の原油に絡む指数の上場につ

いて、これはもともと、エネルギー市場の移管が難しいという

中で、独自の原油先物の上場について研究していた延長線上で、

今回、CME との間で合意がなさました。知名度の高い WTI が 72％、

CME 上場のガソリンが 13％、軽油が 15％という構成比で指数が

スタートすることになります。

WTI そのものではないわけですけれども、WTI との連動性が

0.98 と、非常に類似した値動きをしておりますので、東証に上

場している WTI 連動 ETF 等の原油の価格変動に対する投資を行

っている投資家のヘッジ手段として新たな利用価値があると考

えています。しかも、TOCOM に口座を開いていない証券会社を通

じて取引されている WTI 連動 ETF の投資家にとっては、同じ金

融商品取引所である大阪取引所で取引できるということで、新

しいチャンスが与えられることになります。

一方において、ドバイ原油先物は、日本の原油マーケットに

おいて代表指標になっており、いわゆる商社であるとか、エネ

ルギー、石油会社であるとかの利用も含めて、歴史がある、非

常に重要な商品でございますので、若干、立ち位置が違ってお

り、使い道は必ずしもバッティングしないと思っております。

3点目の NTT ドコモへの TOB については、つい先ほど正式に発
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表され、NTT ドコモが賛同を表明しているということで、非常に

規模の大きい TOB がこれから行われるということであります。

親子上場については、これまでも話題になっており、一部の

大手上場企業では、上場子会社の整理も進められていると承知

しておりますが、企業グループの経営戦略に関しては、我々が

その良し悪しを判断するものではありません。私どもが、市場

運営者の立場で常々お願いしていることは、今回の場合には、

NTT ドコモの少数株主が対象となりますが、利益相反の問題に対

して、十分な配慮をしていただきたいということです。NTT から

も、また、NTT ドコモからも、適時・適切な情報開示をしていた

だくことによって、子会社である NTT ドコモの少数株主におけ

る判断材料をしっかりと提供していただければ、資本市場の機

能を有効に活用して経営戦略を実施されるという点で、何ら

我々が異論を挟むものではないと思っております。

4点目のソフトバンクの非上場化の報道については、この件に

つきましても、企業の経営戦略に関して、我々が何か申し上げ

ることはありません。MBO を通じた非上場化の動きが散見される

ことについてどう考えるかという点については、これは資本市

場の機能を有効に活用されている経営戦略である限り、私ども

として問題視するものではありませんが、株主の利益を適切に

確保することが非常に重要であり、過去には、幾つか問題にな

った事例もあります。常に、やはり株主を第一に考えた取組を

お願いしたいと思っています。

記 者 2 点教えてください。1点目は日本郵政に関して、去年の４月

にかんぽ生命保険株式の売出し後、6 月にかんぽ生命保険の不適

正募集が大量に発覚したということで、清田 CEO は調査を開始

したと、以前、おっしゃっていたと思うのですが、その調査が

今どうなっているのかお聞かせください。

もう 1 点は、株式事務の適正性確保についてですが、これは

なぜ翌日分をカウントしないのに取りに行っていたのかとか、7

月末は別に株主総会の集中日でもなかったのに、なぜこうした

事務を行っていたのかとか、分からないことだらけなのですが、

取引所で調査を行うお考えはありますでしょうか。また、今回

の株式事務代行機関の親会社は上場会社なわけですが、そこに

対する処分や指導については、いかがでしょうか。
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清 田 最初のご質問のかんぽ生命保険の問題は、昨年の報道後、会

見でもご質問を受けた記憶があります。特別調査委員会による

調査も行われているようですが、この件について問題があった

という指摘は行われていないものと認識しておりますので、今

の段階では、取引所として、追加的な対応は考えてございませ

ん。

2つ目の議決権の問題は、これまで慣行としてこのような事務

が行われてきたことは、非常にゆゆしき問題だという認識を持

っております。しかし、少なくとも、悪意を持ってやっていた

わけではないととらえておりますので、現状、私どもとしては、

次のステップを考えているわけではございません。

記 者 東芝から独立した半導体メーカーのキオクシアホールディン

グスが、来月に予定していた東証への上場を延期しました。こ

れについて、東証として何か対応はお考えでしょうか。

また、アメリカと中国の対立が、株式市場に与える影響全般

についてのご所見もお願いいたします。

清 田 キオクシアについては、28 日に上場手続きの延期が発表され

ました。私どもも全く想定しておりませんでしたが、適切な上

場時期を、引き続きご検討されると聞いております。

ご指摘のように、米中のハイテク摩擦が、国家戦略としての

安全保障の問題を含めての摩擦となり、その結果、キオクシア

にとっても大きな影響を受ける可能性が出ていると感じられた

のかもしれません。適切な説明を行わず、あるべき姿が不透明

なまま上場することはよくないというご判断だったのではない

かと推察しておりますので、むしろ賢明なご判断だったのでは

ないかと受け止めています。

米中摩擦の今後の展開については、私どももよく読みきれな

いところもあります。アメリカの側の状況をみると、日本時間

の明朝、トランプとバイデンのテレビ討論が行われて、対中政

策も含めていろいろな議論が戦わされると思います。私どもも

あくまで皆様方の報道を通じて得ている知識ですけれども、ど

ちらが大統領になったとしても対中姿勢は大きく変わらず、強

硬姿勢であろうという様子だと聞いております。ただ一方にお
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いて、中国企業が運営する動画アプリの「TikTok」に対してト

ランプ政権がとった配信禁止措置につき、連邦地方裁判所が措

置の一時差止めを認めるなど、アメリカ国内でもあまりに極端

な政策については歯止めがかかっているようです。

このあたりの状況を踏まえると、今後、米中の貿易摩擦に限

らず様々な分野で、国家の安全保障にどの程度の影響を与える

かにもよりますが、摩擦が発生してくるであろうと思われます。

日本の状況を考えると、日本はアメリカにも中国にも重要な

部品や素材を売っているわけです。しかも、両国は世界で１番

目と２番目に大きなマーケットを持つ経済大国ですから、どち

らにも利害がある企業がたくさんあって、それらの企業が様々

な意味で摩擦の影響を受けるということは起こり得ると思いま

す。ですから、どちらの国がどういう政策を取ってくるかが決

して読めない中では、投資家としては、この点を常にリスクフ

ァクターとして十分飲み込んだ上で投資を判断していただくと

いうことが非常に重要ではないかと思います。

記 者 CME の原油等指数先物の上場について、役所の認可は現時点で

は金融庁とともに経産省も必要ではないかと思います。一昨年

の規制改革推進会議でも上場要件の議論が出ていましたが、今

後、法改正などして、金融庁で一元化してもらうとか、そうい

ったお考えはないのでしょうか。それとも両方から認可をもら

うことで進めていくのでしょうか。

清 田 今回は、この CME 原油等指数先物が大阪取引所、すなわち金

融商品取引所に上場されます。ご指摘のように、TOCOM はそのま

ま残っていて、こちらにエネルギー市場をつくるというのは、

これまでの経済産業省の基本的な戦略として非常に強い意思が

あったということです。昨年から今年にかけての総合取引所の

実現の過程でも、エネルギー市場は TOCOM に残すという結論を

出しているわけです。マーケット論的に言えば、エネルギー市

場は金融商品取引所に移管しても十分達成できるのではないか

という気持ちは持っています。

ですから、TOCOM のエネルギー商品も政府の理解が得られれば、

できるだけ早く、大阪に一本化したい気持ちは持っています。

ただ、いずれにしても、総合取引所が実質的にスタートして 2
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か月しかたっていません。やはり 2か月間の実績だけではなく、

総合取引所になることによって明確に効果が出たなという姿を

お見せする必要はあると思っています。

幸いにして、今のところ、金等の貴金属やゴムなどは、総合

取引所になる前と後で、極端に増えているわけではありません

が、一定程度は増えており、私どもが総合取引所として目指し

た金融機関系のオーダーフローが明確に入ってきていることも

確認されております。

また、金等の先物に関して、大阪取引所への移管により取扱

いが可能となったネット証券の個人顧客が金や金ミニの先物に

入ってきて、一定程度のシェアを取るぐらいのことが起きてき

ています。そういった面では、効果が出始めていると。したが

って、金融商品取引法下のデリバティブ市場に商品デリバティ

ブを移管しても、むしろマーケットの振興になるということを

きちっと政府に訴えて、そして先行きはやはり１つの取引所と

して総合取引所をつくっていきたいと思っています。

菅政権が縦割り行政を改革し、変えていこうという姿勢を明

確に示していらっしゃいますので、納得できるきちっとした実

績があれば、私どもとしては自信を持って政府に働きかけてい

けると思っています。

記 者 2 点ございます。1点目は、今回の議決権行使の問題ですけれ

ど、今日は、宮原社長名のリリースが 2 種類出ておりまして、

比較すると言葉遣いが異なるのがすごく興味深いのですが、信

託銀行に対しては、「必要な改善に取り組まれることを強く要請

いたします」と書いており、上場会社に対しては、「ご検討くだ

さいますようお願い申し上げます」と丁寧な言葉遣いになって

います。

何をお聞きしたいかといいますと、今回の問題は、議決権の

電子行使ができていれば解消されると思うのです。電子行使の

プラットフォームは既にありますけれども、取引所がこの活用

を義務づけるとか、プライム市場の上場要件にするとかいうこ

とも、考え方としてはあると思うのですが、その辺りについて

のお考えはいかがでしょうか。

清 田 宮原社長の出した文書の言葉遣いに関してですが、株式事務
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代行機関に対しては、株主の権利の重要性を常々訴え、取引所

を運営している市場開設者の立場として、望ましくない事務を

長年続けていたことに対してお願いをしているので、少し強め

の言葉になったのではないかと思います。

一方、上場会社に対しては、今回、上場会社そのものにミス

があったわけではないものですから、協力をお願いするという

観点で、ソフトな言いぶりになっていると思います。

ただ、ご指摘のように、会社法の規定のみを考慮しますと、

来年以降の株主総会も、今までと同じように 6 月に集中すると

考えられます。もちろん、過去と比べますと、集中度合いは 30%

台まで下がってはきているものの、上場企業数約 4,000 社の 3

割は大きな数ですから、集中による弊害ができるだけ生じない

よう、総会の日程を分散していただく努力を、上場会社にはお

願いしてまいりたいと思います。また、株主における議案の検

討期間を十分に確保したうえで、期限内に議決権の行使を行え

るように、早期に招集通知を発送していただくことも、あわせ

てお願いしたいと思います。

そして、まだ上場会社全体の約 40％しか、電子行使ができな

い状況にございますので、これを極力、全上場会社に、電子行使

ができるような対応をお願いしていきたいと思います。なお、議

決権電子行使プラットフォームは、まだ約 30％、約 1,100 社し

か利用しておりません。上場会社が、自らのホームページから議

決権行使をできるようにしている会社も一定数はありますが、や

はり、議決権行使について、書面、出席、そして電子的方法と、

この 3つの方法が使えるようにしていただければ、株式事務代行

機関の負荷の軽減にもつながると思いますので、こういった検討

に関してもお願いしております。

ただ、一義的には、株式事務を、いわゆる業としてやっていら

っしゃる株式事務代行機関に対して、まずはこうしたことが再発

しないよう、早急な対応をお願いすることが、第一であるという

ことでございます。

記 者 もう 1 点あるんですけれども、株価についてです。株価とい

っても、日経平均とかではなくて、JPX の株価です。ご案内のと

おり、上場来高値をずっと更新し続けてまして、この半年で 2

倍ぐらいになっている。
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投資家とか、アナリストに聞いても、何でここまで上がって

いるか、さっぱり分からないというふうに言うわけです。私も

すごい不思議です。清田さんご自身ですね、率直なご意見とい

いますか、何でここまで上がっているかという、どういうふう

にご覧になっているのか、教えていただけますか。

清 田 ご指摘のとおりですが、どうしてこんなに上がっているのか、

はっきりとは説明できないところです。

ただ、とにかく、コロナ禍の中にあっても、ビジネスの環境

が安定的ということで、取引所というものは、世界的にも株価

の上では、比較的、評価されている状況です。けれども、その

後に、ロケットに火をつけるような状況になったのは、日経平

均の 225 銘柄の対象に JPX が選ばれたことも勢いをつけたので

はないかと感じています。

ここまでの高値が持続的に続くものとは、正直、思ってはい

ませんでしたが、こうした株価となっているということは、経

営している立場としては今後の JPX の経営に対する市場の期待

を、どのように実現していくかという意味で大きなプレッシャ

ーでもあり、非常に緊張しているところです。

中期経営計画が、今、3年計画の 1 年半というところです。残

り１年半というところですが、来年の今頃には、第４次中期経

営計画を作っていると思います。この次の中計において、JPX が、

今後、どのような取引所像を描いて、ビジョンを描くか、非常

に重要な時期になると考えています。

目下、日本株の市況に過度に依存しないビジネスラインを作

っていくことに、現在進行中の第三次中計では取り組んでおり

ますが、情報サービス分野であるとか、指数分野であるとか、

そうした分野の強化に取り組んでいます。清算業務についても、

店頭デリバティブの清算業務に進出するといった形でビジネス

ラインを拡げています。

ただ、何でもかんでも拡げていけばいいというわけではなく、

資本の無駄遣いになるようなビジネスに取り組んでいくわけに

はいかないと考えています。長期的な観点から、一定のビジネ

スが展望できる分野にどのように投資をしていくのかが課題で

す。これまで JPX 発足以来、アベノミクスの期間と全く同じ期

間に重なってきたが、業績も好調で、株主の期待に応えられて
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きたと思っています。今後も株主の期待に応えられるかどうか

は、私たち経営の在り方だと思っており、非常に緊張していま

す。

記 者 先ほどの総合取引所の関係で、商品移管からの現状について

お話しいただいたのですけれども、現状の評価について、改め

て伺いたいと思います。あともう 1 点なのですけれども、東京

商品取引所に電力先物が試験上場されて 1 年が過ぎたのですけ

れども、これについても現状の評価と、今後の本上場に向けて

の方針についてお伺いできればと思います。

清 田 総合取引所ですが、去年、TOCOM を完全子会社化して、商品移

管が今年の 7 月ということで、実質的には 2 か月しか経ってい

ないわけですけれども、先ほども申し上げましたように、期待

していた金融系のオーダーフローは少しずつ着実に増えてきて

おります。TOCOM の取引参加者ではなかった外資系の銀行等で、

OSE の取引参加者であるところが、かなり大きなシェアを取るよ

うになってきておりまして、着実に増えてきているなと感じて

います。それから、先ほど申し上げました一部ネット証券のリ

テール顧客が、金や金のミニを中心に、取引に参加してきてお

り、そこが一定程度のシェアを取るようになってきているわけ

ですから、ある程度期待どおりに進んでいる部分もあります。

しかしながら、マーケットでは 8 月に金は史上最高値を付け、

出来高が増えていたのですけれども、9月からちょっと落ち着い

てきて、出来高も低迷してきているところです。新しい金融系

の投資家の参加は見えてはいますが、実際に大きく数字に表れ

てきているわけではないわけですから、やはり地道な取組みを

しなければいけないと思っています。

そのためには、これは、TOCOM も入った JPX として取り組んで

いるわけですけども、やはり TOCOM のエネルギーも含めて、海

外からの参加者、そして、特にエネルギーについて言えば、原

油も電力も当業者と言われるようなエネルギー会社と商社が本

格的に参加いただく必要がある。同時に、大手電力会社ですね。

日本の電力会社は、料金設定にコストを反映する燃料費調整制

度が残っているため、原油が上がったらユーザーにその分転嫁

でき、価格変動をヘッジしなければいけないという意識があま
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りなかったのではないかと思うのですけれども、世界でエネル

ギー価格が乱高下したことを思い返していただくと、先物の利

用価値というのはそういったエネルギーの供給会社にとっても

非常に大きいということだと思いますので、そういったところ

について、勉強会やセミナー等も開きながら取り組んでいきた

いと思います。

また、海外の業者、エネルギー会社、そういったところにも、

JPX 傘下の総合取引所にこういったマーケットが、いわゆるワン

ストップで利用できるようになりましたということを強くアピ

ールしていきたいと思います。今年の 3月、4月以降、コロナで

海外出張もままならないという中で、どうしても思うようにマ

ーケティングができていません。初めてお客様として取引をし

ていただこうと思うような投資先に、顔も見せないで、メール

と電話だけでお願いをしても、日本人同士でもなかなかうまく

いかないわけですから、出張できるような環境が戻ってきて

我々が海外の投資家に参加をお願いしに行けるようにならない

と、急にはうまくいかないというのもあり、これからやらなけ

ればいけないことがたくさん残っているなという感じです。

あと、電力先物は、試験上場でちょうど 1 年前にスタートし

て、実際にはあまりできておりません。もちろん、できないか

ら試験上場しかできていないわけですけれども、ここについて

も、世界的に見ても大きい卸電力マーケットという現物市場が

日本にあるわけですから、こことのバランスを考えれば、いず

れ大手の電力会社が入っていただけるマーケットになるのでは

ないかと期待しています。特に、大手の電力会社が入っていた

だかないと、新電力会社だけではなかなかマーケットが大きく

成長しないのではないかと思いますから、こちらについては、

引き続き電力会社等に働きかけていきたいと思っています。

                               

以 上


