
海外商品先物取引に関する規制について 
 

 

 

 

１ 先物取引とは 

 

先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時点で

決める取引で、商品等の公正な価格形成等をするために必要な取引です。 

先物取引には、国内はもちろんのこと海外の先物取引もあり、それぞれの法律で規制されて

います。 
 
 
２ 海外商品先物取引とは 
 

海外商品先物取引とは、海外の取引所において上場されている商品の先物取引です。 

アメリカ、イギリスなど資本主義体制をとるほとんどの国に商品取引所が存在し、我が国にお

けるこれらの海外の商品取引所の利用は、主に業としてこれらの取引所の上場商品を取り扱う

商社等が、リスクヘッジ（保険つなぎ）のために利用する場合に限られていました。 

しかし、外国為替管理の自由化、香港の商品取引所における大豆及び金の上場等を背景と

して、昭和５４年秋頃から国内でも一般委託者に対し、海外商品取引所における売買取引を勧

誘する動きが発生し、勧誘を行う業者の中には悪質な業者も多かったことから、昭和５７年７月

に、一般委託者保護の観点から、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」を

制定しました。 

 

 

３ 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律について 

 

（１）目的  

本法は、海外市場における先物取引を利用した悪質行為を防止することにより、一般委託

者の保護を図ることを目的としています。  

 

（２）書面の交付 

海外商品取引業者は、次の場合に顧客に対し、それぞれ書面の交付をしなければならない

ものとしています。 

 

[1] 勧誘時……海外先物契約の概要を記載した書面（第４条）  

[2] 海外先物契約締結時……海外先物契約の内容を明らかにした書面（第５条） 

[3] 顧客の売買指示受領時……当該指示を受けた日の日付及び当該指示の内容を明らかに   

した書面（第５条） 

[4] 保証金受領時……保証金を受領した旨を記載した書面（第６条） 

[5] 顧客の売買指示に係る先物取引の成立時……成立日、成立価格、成立数量等を明らか

にした書面（第７条）  

 



（３）顧客の売買指示についての制限（第８条）  

海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から１４日を経過した日以後でなければ

顧客の注文を受けてはならないものとしています。これは、顧客の意思形成が不十分なまま

取引に参加し、後日紛争が生じる例が多いため、この期間を設けて顧客の意思が確定した上

で取引に参加させるためです。  

ただし、顧客が海外商品取引業者の事業所まで出かけていって売買注文を行う場合には、

顧客の意思が確定しているものと考えられることからこの限りではありません。 

 

（４）違法あるいは不当な行為の禁止（第１０条） 

海外商品市場における相場について、虚偽の事実を述べたり、絶対に儲かるなどと言って

取引に誘い込むこと、顧客に迷惑な電話勧誘等を禁止しています。 

なお、平成１７年１２月の改正で、海外商品取引業者自らが債務超過状態にあり、顧客の利

益を害するおそれがあることを知りながら勧誘することが禁止事項として追加されたので、会

社の財務状況を確認する事が重要です。 

 

（５）先物取引の取引価格の形成（第１３条） 

顧客が価格を特定しないで売付け又は買付けの注文をした場合（いわゆる成行き注文）は、

顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定されます。  

 

（６）その他 

主務大臣は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び立入検査ができ、また、海外商品取引

業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができます。 

 

 

４ 海外市場の政令指定制度 

 

本法は、政令で指定する海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者が当該

海外商品市場における先物取引の勧誘・受託等を行う場合に、その行為を規制するものです。     

すなわち、本法の規制は、政令で指定する海外商品市場における先物取引の勧誘・受託等

のみを対象としており、政令で指定された以外の海外商品市場における取引の勧誘・受託等の

行為に関しては、本法の規制は及びません。 

 

政令指定市場 

 国 地域 商品  国 地域 商品 

１ オーストラリア シドニー 羊毛 21 アメリカ合衆国 ニューヨーク 綿花 

２ 中華人民共和国 香港 大豆 22 アメリカ合衆国 ニューヨーク 原油 

３ 中華人民共和国 香港 砂糖 23 アメリカ合衆国 ニューヨーク 石油製品 

４ 中華人民共和国 香港 金 24 アメリカ合衆国 ニューヨーク 金 

５ マレイシア クアラ・ルンプール 天然ゴム 25 アメリカ合衆国 ニューヨーク 銀 

６ フランス パリ コーヒー豆 26 アメリカ合衆国 ニューヨーク 白金 

７ フランス パリ 砂糖 27 アメリカ合衆国 ニューヨーク パラジウム



８ 英国 ロンドン 小麦 28 アメリカ合衆国 ニューヨーク 銅 

９ 英国 ロンドン ばれいしょ 29 アメリカ合衆国 シカゴ 小麦 

10 英国 ロンドン コーヒー豆 30 アメリカ合衆国 シカゴ とうもろこし

11 英国 ロンドン カカオ豆 31 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆 

12 英国 ロンドン 砂糖 32 アメリカ合衆国 シカゴ 牛 

13 英国 ロンドン 原油 33 アメリカ合衆国 シカゴ 豚 

14 英国 ロンドン 石油製品 34 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油かす

15 英国 ロンドン 銅 35 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油 

16 英国 ロンドン 
アルミニウ

ム 
36 アメリカ合衆国 シカゴ 銀 

17 ブラジル サン・パウロ コーヒー豆 37 アメリカ合衆国 シカゴ 白金 

18 アメリカ合衆国 ニューヨーク コーヒー豆 38 カナダ ウィニペッグ なたね 

19 アメリカ合衆国 ニューヨーク カカオ豆 39 カナダ ウィニペッグ あまに 

20 アメリカ合衆国 ニューヨーク 砂糖     

 

 

５ トラブルにならないために 

 

○「先物取引」とは？ ～「必ずもうかる」というものではない～ 

 

先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時

点で決める取引で、商品等の公正な価格形成等をするために必要な取引です。決済の方

法は、約束の期日に実物の商品（現物）の受渡しをする方法だけでなく、期日までに現金

で取引の差額を授受することもできるのが特徴です。  

先物取引は少ないお金（証拠金）で大きな取引を行うため、相場が思うとおりに動けば

大きな利益を得ることもあります。しかしその反面大きな損失になることもあり、場合によっ

ては 初に投資した証拠金だけでは足りなくなってしまうこともあります。 

 

○「海外商品先物取引」と「国内商品先物取引」って違うの？ 

 

先物取引には、「日本国内の商品取引所で取引が行われるもの」と「海外の商品取引所

で取引が行われるもの」があります。「日本国内の商品取引所で取引が行われるもの」は

「商品取引所法」という法律で規制されており、業者が取引を行うに当たっては国の許可が

必要です。 

一方、「海外の商品取引所で取引が行われるもの」は「海外商品市場における先物取引

の受託等に関する法律（海外先物規制法）」で規制されておりますが、海外商品市場への

取次を行う業者については、開業の規制はありません。 

 

 

 



○「先物取引」って、株のようなもの？ 

 

先物取引は、「売買の期限（限月）があるため、この期限までに何らかの取引を行わな

ければならない」「委託追証拠金が発生する場合がある」等、株式とは仕組みが大きく異な

っており、取引によって損失が拡大していく危険性がはらんでいることを理解しておくことが

大切です。 

 

○こんなときは、きっぱりと断りましょう。 

～悪質業者は、必ず儲かるかのごとく勧誘したり、何時間もねばります～ 

 

「説明を受けたからには、契約してもらわないと営業妨害で訴えます」 

 

契約するかしないかは、あなた自信が判断することです。仕組みもよく理解しないまま取

引に参入することは後で大きな損失を背負うことにもなりかねず、大変危険です。「契約し

てもらえなければ訴える」等の脅し文句に従ってはいけません。相手には何ら訴える権利

はありません。取引きしたくないのに相手に根負けして契約をしてしまわないことが肝要で

す。 

 

「既にあなたの名前で○枚取引が成立しているので解約できません」 

 

海外先物規制法では、契約の締結をせずに売買注文をすることはできないことになって

います。（なお、業者の事業所で売買指示した場合を除き、契約してから 14 日を経過した

日以降でなければ業者は顧客から売買の指示を受けてはいけないことになっています。 

→売買指示制限期間） 

契約は必ず書面で行うことが定められていますので、電話等口頭だけでは成立しませ

ん。また、顧客の指示を受けずに売付け又は買付け注文を行い、顧客にその追認を求め

ることも禁じられています。  

また、顧客に迷惑な電話勧誘等も禁止しています。 

 

「絶対もうかります」 

  

先物取引で「必ずもうかる」という保証はありません。多額の利益が出る可能性がある

一方で、投資額以上に多額の損失をこうむる可能性もあります。「銀行に預けるより有利で

す」「お客さんに損するものを勧めるわけがありません」などという言葉も、要注意です。 

 

「私の言うとおりにやれば絶対大丈夫です」 

 

売買の注文は顧客の指示によって行うのが原則です。他人任せで取引を行うと、損失

が出たときなどにトラブルの原因となります。 

 

 

 

 



○シカゴ、ニューヨーク、ロンドン等海外商品市場での、大豆、砂糖、コーヒー、プラチナ、原油

等の先物取引による被害は絶えません。 

 

○取引するつもりのないときは、あいまいな返事をせずにハッキリと断りましょう。 

 

○一部商品や海外商品の「オプション取引」などは、海外先物規制法の適用を受けていませ

んが、これらも「必ずもうかる」わけではありません。 

 

○「やめたいのにやめさせてくれない」「お金を返してくれない」など、海外商品市場の取引に

関する苦情・相談がありましたら、すぐに下記へ電話して下さい。 

 

 

６ 海外商品先物取引についてのご相談は 

 

大豆、砂糖、コーヒー等の農産物資については、農林水産本省及び各地方農政局生産経営

流通部食品課で受け付けております。 

本省 ０３－３５０１－６７３０ 

東北 ０２２－２６３－１１１１  近畿 ０７５－４５１－９１６１  

関東 ０４８－６００－０６００  中四国 ０８６－２２４－４５１１  

北陸 ０７６－２６３－２１６１  九州 ０９６－３５３－３５６１  

東海 ０５２－２０１－７２７１  沖縄（総合事務局） ０９８－８６６－０１５５  

（各地方局は代表番号） 

 

金、銀、プラチナ等貴金属、原油等の経済産業物資については 経済産業省本省及び各地

方経済産業局の消費者相談室で受け付けております。  

本省   ０３－３５０１－４６５７ 

北海道 ０１１－７０９－１７８５  中国 ０８２－２２４－５６７３ 

東北   ０２２－２６１－３０１１  四国 ０８７－８１１－８５２７ 

関東   ０４８－６０１－１２３９  九州 ０９２－４８２－５４５８  

中部   ０５２－９５１－２８３６  沖縄（総合事務局） ０９８－８６２－４３７３  

近畿 ０６－６９６６－６０２８ 

（相談専用番号） 

 


