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米の先物取引に係る国会議事録（抜粋）

Ⅰ 前回の食糧法改正審議時における議論

平成15年５月28日（水）衆・農林水産委員会

○後藤（斎）委員

もう一点この中から関連で質問させていただきますが、大正時代からストップをしております

いわゆる米の 取引、市場に上場しながらこの制度設計を、見直せとは私は言いません、ある先物

意味では、この三十年間の蓄積の中で、今現実の部分でやるべき姿だというふうにも私は思いま

すが、やはりまだまだ足りないと思うんです。

これは農水省の方にいただいた資料で、先物市場で米取引を行うメリット、デメリットという

のをいただきました。

まず、メリット。公正な価格形成と指標価格の提供。これは今、自主流通米機構でもやってい

る機能も兼ねています。価格の平準化。地域、時間的な価格のひずみを是正します。価格変動に

対する保険のつなぎ、リスクヘッジをしますというふうなことがメリット。デメリットは、投機

性の可能性、投機的取引の可能性。その場合、需給や価格の安定に支障を来す。

これも実際、デメリットと言っている投機性とか需給と価格の安定に支障を来すというのは、

もう来しているんです。需要はもっともっと減っていくわけです。米穀年度でも十万トンずつく

らい減っていくような計画を、農水省が基本計画をつくられているわけです。価格についても下

げどまりはしていないわけです。むしろ、ＪＡＳ法で魚沼のコシの袋を限定したということで、

魚沼コシが上がっている。あとは、先ほど同僚議員がお話をしたように下がっている、下げどま

らない。このデメリットはもう関係ないわけですよ、ある意味では。

ある意味では省令か政令で対応すればいいということですから、大臣、確かにこの融資制度と

いうのも必要なのかもしれませんが、新たな支援法人をつくって基金を造成するよりも、上場す

るだけで、上場と言うんでしょうね、先物取引にできますよということをすれば、それは対応が

でき、このメリットのかなりの部分が生きてくると思うんですが、いかがでしょうか。

○亀井国務大臣

大変重要な御指摘でございます。ただ、もう少しこの辺、国民の理解やあるいは関係者のやは

りいろいろな意見を伺うことも必要なことであるのではなかろうか。将来的な問題として、重要

な問題として考えていくべき課題、私はこのように思います。

○後藤（斎）委員

将来の課題というと、将来というのが何年後かわかりませんが、上場するときのできない理由

というのは何かあるんですか。条件が何かあるんでしょうか。

○石原政府参考人

上場できない理由というのは特段ないと思います。

この問題につきましては、生産調整に関する研究会、これの最終取りまとめの中には入ってお

りませんけれども、昨年の六月に中間取りまとめということが出されております。この中では、

生産調整や国境措置を行っている現状では導入すべきではない。要するに、この生産調整の問題
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あるいは国境措置の問題、この辺が何らかの改革がなされればあり得るというような趣旨のこと

かと思います。将来において、関係業者の価格変動リスクを軽減させる手段としては、その導入

の可能性を排除すべきでないと取りまとめがされております。

、 、 、 、これは 正直言いまして 研究会の場では卸の方から 要するに銀行からお金を借りるときに

銀行の方から将来のリスクヘッジの道もないんですかということをよく言われるということを言

われたわけでございますけれども、他方で、農業団体の方は、まだそれは機が熟していないんじ

ゃないか、昔のといいますか、きょうもここで議論が出ましたけれども、米が投機の対象として

扱われるんじゃないか、そういう御意見もありまして、結果的に先ほど申し上げましたような取

りまとめがなされたということでございます。

今回の食糧法の改正の中では、こうした考え方に基づきまして、未来永劫に先物取引を否定は

しない。その導入の検討に当たっては、取引関係者あるいは国という段階を踏んだチェックを行

う仕組み、そういうものを入れたということでございまして、すぐとはいかないけれども、先ほ

ど大臣が申し上げましたように、あくまで将来の課題としては位置づけたということであろうか

と思います。そのように御理解いただければと思っています。

○後藤（斎）委員

長官や大臣の御指摘、よくお考えはわかります。わかるものの、自主流通米だけでこの十年間

見ても単価が三〇％減少し、先ほど御指摘をしたように、農業、米の粗生産額というのでしょう

、 、 、かも四割近く減少しているというもので 農業者の立場からいえば むしろ投機性というものが

投機というのが何なのか私はイメージがよくわかりませんが、大正時代や江戸時代のようにそこ

へどうこう殺到するという部分はないという中で私は積極的に考えていただきたいと思います。

○山田（正）委員

それでは、次に、米が市場にこれから出回りますね。そして、今までは価格形成センターがあ

りました。それがなくなって、全くこれからは計画流通米制度もなくなるわけですから、自由に

米が売られる。どんな場所で売っても構わないということになるんでしょうか、ある程度の制限

があるんでしょうか、大臣。

○亀井国務大臣

これは自由に販売がなされる、このように理解いたします。

○山田（正）委員

そうしますと、今までの価格形成センターはどうなるんでしょうか。

○亀井国務大臣

やはり、今度も改正をいたしますが、この価格形成センターにおきましては、日本の国内全体

としての米の価格がそこで形成される。これは量の問題、ロットの問題等々、いろいろあるわけ

でありますし、米がそれぞれの生産地等での生産の基準価格のような形になり、それに基づきま

して、またいろいろ相対の取引が行われる等々の一つの場になるのではなかろうか。このような

場を通じて、生産者あるいは農業団体、また流通関係者がその場を通じて、効率的な商売、こう

いうものがなされ、価格が形成されることを期待したいと思います。
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○山田（正）委員

では、従来どおりの米の流通センター、売買の取引所としては残るわけですね。――はい。

では、これからそれは残る。それは残って、では米はどこで売ってもいい。例えば中央卸売市

場で売ってもいい。あるいは、例えば今、穀物の商品取引所というのがありますね、穀物商品取

引所というのは東京、大阪にあると思うんですが、大臣、そういうところで売ってもよろしい、

全く自由であると考えてよろしいですか。

○亀井国務大臣

市場の問題、これもどういう市場になりますか。ただ、お米の性格から申し上げて、あのよう

な市場で、これは生鮮食料とか野菜だとかと同じような形にはなかなかなじまないんじゃなかろ

うか。また、収穫が一年一回、こういうようなことでもありますし、現実にまた現物をそこに持

っていかなければならないわけでありますから、なかなかそういう市場のようなところはなじま

ないんじゃなかろうか。

また、穀物取引所がありますけれども、そこでの上場の問題、それらの組織のいろいろの規定

があるのではなかろうか、こう思います。

○山田（正）委員

今は自主米センターと、日本コメ市場株式会社ですか、ここは月一回、ファクス取引で行われ

ているようですね。これを調べてみましたら、価格は自主米センターより五％ぐらい安いようで

すね。もう一つは日本農産情報。これは日刊米穀市況速報というので成約例を毎日やっているよ

うですが、ここの相場はまあまあのようです。

いわゆるそういう形で、ともかく何でもいい、例えば青果市場、中央卸売市場が米も取り扱う

ということで、内規があれば内規を変えてやるとしたら、本当に米もこれから市場ではいわゆる

野菜並みになる、大臣、そう考えてもよろしいですね。

○亀井国務大臣

お答えいたします。

、 、 、 、 、今お話しの いろいろ 米市場ですとか 今三カ所ほどあろうかと思いますけれども 現実に

そこでの取引は卸がいろいろ在庫を持っている、その間の卸間の売買ですとか、そういう形での

市場であったのではなかろうか、こう思います。

また一方、市場でお米を、これは現実に十キロ、二十キロ、そういうようなことであったら、

市場に参りましても、よそのところ、正規でない場所で米が置かれておりますのは私も承知をし

ておりますけれども、現実にその市場の取引の基準というものがあろうかと思います。駐車場に

それなりのお米を持ってきて貯蔵しなければならないわけでありまして、やはりいろいろの制約

があろうかと思いますけれども、その市場の一つの基準というものによるのではなかろうか、こ

う思います。

○山田（正）委員

それぞれの規約で、それぞれの基準でやればよろしいということのように思いますが、わかり

ました。いわゆる野菜並みにその基準が、八百屋さんがというか中央卸売市場が米を扱うと言っ

たらそれでもいいですよ、そういう趣旨だと思いますが、これでいきますと、例えば商品穀物相

場が取引すると、小豆みたいに投機の取引、投機の対象になりませんか、米相場。大臣、いかが
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ですか。

○亀井国務大臣

この辺のことにつきましては、いわゆる第三者機関でいろいろ数量の協議をされ、また農林水

産省も流通の問題でいろいろの状況を把握する、こういう使命があるわけでありまして、地方の

、 、農政事務所 今度変わります農政事務所等々でいろいろその辺の調査もするわけでありますので

そういうことのないようなことにいろいろな努力をしなければならない、こう思っております。

○山田（正）委員

大臣、さっき私が質問したとき、何らかの制限があるのか、全く自由なのかと言ったら、自由

だと言ったじゃありませんか。自由であったらどこで売ってもいいわけだし、当然また穀物商品

取引所で、空売り、空買いとか、いわゆる投機筋に米が扱われるということだって自由なはずで

す、これは。何らの制限もしないとさっき言ったわけですから。

平成15年６月10日（火）参・農林水産委員会

○紙智子君

それで、先日の新聞に載っていましたけれども、今度のお米の 取引、こういうことが新聞先物

。 。に載っていました 今回の改正でもって米を先物取引の対象にできるような改正になっていると

それを見越して既に大企業が着手をして、まあ準備をしていると。それで、米過剰でもっとこれ

から価格が下がるはずだと関係者が述べているんですね。そして、先物取引が一層価格を引き下

、 、 。げる そういう心配がある そういうねらいもあるというようなことが書かれているわけですよ

これは私は、本当にこの法案が、今でも低価格で苦しんでいる稲作農家に対して更にそういう

事態が作られていくことになれば、希望をなくしていく道につながっていくというふうに思うん

です。いかに米価を引き上げていくのか、そして農家の所得を補償させるのか、そういう角度か

らやはり私は法案を出し直すべきだというふうに思います。

Ⅱ その後の審議における議論

平成16年３月１日（月）衆・予算委員会第六分科会

○津村啓介分科員

関連しましてもう一つだけですが、これはむしろ提案に近い質問なんですけれども、生産者サ

イドのリスクヘッジとして、量ではなくてむしろ価格の問題なんですが、商品先物市場について

どういうお考えを持っているか。余り時間もありませんので簡単で結構なんですが、方向づけに

ついて伺いたいと思います。

少しだけ私の問題意識を申し上げますと、そもそも日本の金融が昨今のモデルとしております

のは欧米アングロサクソンの金融システムなわけですが、アメリカの金融市場というのがシカゴ

での穀物の先物取引やそれに派生するデリバティブ商品の発達を背景にこうした発展を遂げてき

たという歴史がございます。こうしたことを考えますと、商品先物取引というのは潜在的なニー
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ズが大きいわけです。

残念ながら、現在日本では、商品先物取引といいますと、極めて投機性が高い商品だというこ

とで過度に忌避されている嫌いがあるかなと実は私は思っておるんですけれども、この市場の育

成も含めて、経済産業省ともまたがる課題とは聞いておりますが、ただ、天候に左右されやすい

農産物の特性を考えて定性的な取り組みをするという点では先ほどの質問と一貫したものであり

ますので、方向だけでも結構です、将来の可能性でも結構ですので、お聞かせください。

○亀井国務大臣

農産物の価格変動リスク回避等の重要な役割をこの商品先物市場は持つ、こう思います。しか

し、いろいろなかなか難しい課題もございまして、いろいろ先物取引をめぐります紛争の問題で

すとか、先物取引のリスクを適正に管理し、信頼性の高い商品先物市場の基盤を確固たるものに

する必要がある、私はこう思っております。特に、一番日本の農産物の中でも米の問題があるわ

けでありまして、このことにつきましても、関係の方々でいろいろ勉強をされていることも私も

承知をし、私自身、米の卸売の仕事をしてきた経験がありますので、そういう認識は十分持って

おるわけです。

ただ、いろいろ難しい問題もまだありますし、今回、経済産業省、商品取引所制度の改正、こ

ういうことに取り組まれる、このようにも承知をしておるわけでありまして、将来の問題として

十分私どもも検討してまいりたい、このように考えております。

平成16年４月27日（火）参・経済産業委員会

○広野ただし君

それと、やはり上場商品というものを拡大をしていく、上場しやすくしていくということもビ

ッグバンの一つの大事なことではないかと思いますが （中略）農水省の方では、大物は、昔、、

江戸時代は米だったわけですけれども、この食糧、食管がどんどん自由化をされてきたというこ

とに合わせて米をどういうふうに考えておられるのか。この点について、両省に伺いたいと思い

ます。

○副大臣（市川一朗君）

現在、各商品取引所でいろいろ検討されている中で、米とかそれからバスケット野菜というよ

うなところで主要野菜等についての検討も進められておりますが、特にこの一、二年、米に関す

る勉強会、各取引所でやっておられますけれども、雰囲気として直ちにそれが適用される状況で

はないわけでございますが、私ども、米政策改革大綱を議論しておりました際に、やはり今まで

の生産調整の在り方に一つの限界といいますか、問題点が出てきた際に、これを、米を商品先物

市場で取り扱うような形で解決していくのは一つの有力な手段ではないかという主張が党内でも

強く出されたのも事実でございます。ただ一方で、米につきましては、今我が国の本当に主要な

主食でございますから、その価格の安定とかそういったようなことを考えますとかなり問題が大

きいのではないかという意見もございまして、一応国内的には今意見が分かれているというとこ

ろでございます。

我々農林水産省といたしましては、先生御指摘のとおり、昔は米の取引というのはあったわけ

でございますが、この先物市場における米の扱いについては現時点では慎重に取り扱っていく必

要があるというふうに考えております。
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○広野ただし君

江戸の、堂島でそれこそ世界に先駆けて、当時、米というのは今の経済に占める割合からいう

と、もうとんでもないぐらい大きいものだったと思います。それを町衆がやって、また天候によ

、 。って左右されるわけですから そういうことに対して大変な知恵を絞ってやってきたわけですね

、 、私はこれは日本の大変な先人の知恵であって この米が今自由化をされてきているわけですから

私はやっぱり思い切ってその条件整備といいますか環境整備をやっていったらいいんじゃないか

。 、 。 、と それはアメリカでも大豆 穀物という大物をちゃんとやってきているわけですね ですから

そういうことによって公正な価格形成、あるいはまたリスクヘッジというものもできるわけで、

これは是非前向きに検討をしてもらう。そうすることが、工業品において石油というのも取り上

げるときにいろんな問題がありました。取り上げることによって大きくマーケットが開けたわけ

ですね。しかもそのときは石油のメーカーなんかも誠に慎重だったんです。だけれども、世界の

石油市場が大きく動きますから、そういうことに合わせてある決断を踏まえてやってきた。それ

によって大きくまた開けてきているということだろうと思いますので、是非前向きな検討をお願

いをしたいと思います。

○福島啓史郎君

次に、上場商品の追加についてお伺いします。

私は、価格変動あるいはヘッジニーズから見まして可能性なり必要性が高いのは、農産物では

、 、 、 、米それから子牛 牛肉ですね これは子牛農家と肥育農家違っていますから そのリスクヘッジ

非常に困っているわけです。特に今、御案内のとおり子牛価格が高くなって、それを一年あるい

は一年半後出荷するときに牛肉の価格としてどの程度の価格が期待できるのか、当然ヘッジニー

ズというのはあるわけでございますが、そういった場がないわけでございます。是非とも検討を

すべきだと思います。

○副大臣（市川一朗君）

私どもも、商品先物市場の役割につきましては、生産者や流通業者等のいわゆる当事者が販売

したり購入したりする物品の価格変動が経営に及ぼすリスク、いわゆる価格変動リスクをヘッジ

するということは極めて重要であると考えておりまして、需給構造、流通事情の変化等によりま

してある物品の価格変動が大きくなり、それに伴うヘッジのニーズが高まったような場合には、

当該物品を機動的に上場してヘッジニーズにこたえていくことが必要であるという基本的な考え

方を持っております。

今、委員が米、子牛、牛肉と挙げられました。米につきましては、午前中も広野委員と御議論

があったところでございますが、確かに議論といたしまして、一つは、今、福島委員も言われま

したけれども、リスクヘッジの手法として先物取引に関心を示す強い意見もあります。しかし一

方で、米は国民の主食でありまして、需給調整を行う中で、先物取引によって生じ得る投機的価

格の変動が米の安定供給に悪影響を及ぼす懸念があるという意見もあるわけでありまして、福島

委員御案内のとおり、この二、三年の米政策改革をめぐる議論の中でこの辺の議論はいろいろと

なされているわけでございますが、もう一つ私どもとしてはその方向を見定める必要があるので

はないかなと思っておりますが、いずれにいたしましても、こういったことにつきましては各商

品取引所からの申請が行われるということが前提でございまして、現時点ではまだそういう諸条
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件が整っている状況ではないのではないかというふうには判断しておりますが、一つの大きな課

題であるという点では御指摘のとおりだと思っております。

、 、 、 、それから 子牛 牛肉の問題につきましては これもそれぞれいろいろな問題がございまして

子牛は生き物でございますし、牛肉の問題、またいろいろ価格その他が違います。そして、それ

ぞれにつきましていわゆる価格安定制度みたいなのがございますので、その辺との政策の整合性

等もいろいろ議論する必要があるのではないかというような問題意識を持っているところでござ

います。

○福島啓史郎君

アメリカではＣＭＥで子牛価格が取引されておりますし、子牛の場合は不足払いですから、市

場価格と直接影響しないので、それは問題ないと思います。

いずれにしましても、取引所に申請があればこれは法律の手続に従って判断するということに

なるかと思います。米論議の中でも、私、先物取引を使うことの、何といいますか、可能性ある

いは必要性について論じたところでございます。引き続き御議論をいただきたいと思います。

平成16年10月27日（水）衆・農林水産委員会

○御法川委員

最後に、これは農水省の考え、あるいは政府のお考えをちょっとお聞きしたいわけでございま

すけれども、今農産物の先物取引をやるかやらないかというような話が出ているわけでございま

すが、例えば穀物商品取引所なんかでやってみようかという話がありますが、これについてはリ

スクもございますし、簡単にで結構でございますけれども、政府としてどういうお考えになるの

か、これをお聞きして私の質問を終わらせていただきます。

○村上政府参考人

お答えいたします。

委員の御指摘は、米の先物取引の件かと思います。

これについては、穀物取引所の方で研究を現在しているということでございますが、これにつ

きましては、価格変動が大きいのでリスクヘッジの手法が必要ではないかという意見と、それか

ら、米は国民の主食であるということで、投機的な変動が米の需給、価格の安定に悪影響を及ぼ

すのではないかという意見もございます。

そういう中で、我が方としては、現在、米価格形成センターで現物の指標価格を形成すること

によりまして、需給、価格の安定を図っている、こういう状況にございます。

こういう状況を踏まえますと、現段階で米の生産、流通、消費にわたる各方面の関係者を含め

た幅広い議論が必要ではないかというふうに思っているところでございます。


