
１ 

 

 

１．会合名 社債の価格情報インフラの整備等に関するワーキング・グループ（第 27 回） 

２．日時 2019 年 11 月７日（木）午後４時～午後５時半 

３．議案 １．社債の取引情報の発表制度の定期検証に関するアンケート結果を受け御議論いただき

たい事項について 

２．その他 

４．主な内容 １．社債の取引情報の発表制度の定期検証に関するアンケート結果を受け御議論いただき

たい事項について 

本年 10 月に本ＷＧ委員宛に実施した「社債の取引情報の発表制度の定期検証に関するア

ンケート」の結果を受けて、資料に基づき議論が行われた。 

 

（主な意見等） 

１．発表対象基準関係 

（i）発表対象の拡大に条件を付けることについて 

・ 先般行われたアンケートでは「条件付きで、適切な時期にＡ格に拡大」と回答し、条

件の具体案としては、「Ａ格を１つ以上取得し、かつ発行総額が 1,000 億円以上の銘柄、

ただし劣後債と満期まで 20 年以上の銘柄を除くこと」を提案している。理由としては流

動性の乏しい銘柄が対象となると、例えば大きく外れた値で取引が行われ、その値が発

表された場合、市況の把握という観点からミスリーディングになりかねず、流通市場に

悪影響を与えると考えている。一方で、発行総額が 1,000 億円以上の銘柄であれば一定

程度の流動性が期待できるが、劣後債はシニア債と比べ、クレジットイベントが発生し

た時に大きく価格が変動する可能性が高く、そういった状況で取引情報が発表されると、

売りが売りを呼ぶ懸念や、過度に取引価格が話題となって投資家心理に悪影響を与える

懸念がある。また、満期まで 20 年以上の銘柄は、年金基金や保険会社など限られた長期

の投資家による市場であり、当該銘柄の取引情報の発表がさらに投資家を呼び込むとい

う状況が想定しにくいと考えている。発行総額 1,000 億円以上で相対的に流動性が高い

銘柄でも、現在の市場環境においてはミスリーディングな結果となる懸念があり、慎重

な検討が求められると思料する。 

前回のＷＧでは、主査が「次回はいくつかの条件付け案のなかで、どれが良いかとい

う議論を行いたいと考えている」という取りまとめをされていたことから、本日は「ど

の条件付けが適切か」という議論が主題であると認識している。（委員等） 

⇒ 条件無しでの拡大は認められないという御意見でよろしいか。（主査） 

⇒ 御理解のとおりである。（委員等） 

 

・ 一度皆様の立場を確認したいが、前回のＷＧでは条件を付けて発表対象の拡大を議論

 するというコンセンサスが取れていると認識しているため、条件無しでＡ格に拡大する

 ことに強い御意見がなければ、ここからは条件の中身を議論することとしたい。（主査） 
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・ 理念的には条件無しで発表対象をＡ格に拡大することに賛成であるが、現実的には何

らかの条件付けをしなくてはいけないと考えるため、「条件付きでＡ格に拡大」と回答し

ている。アンケート結果における条件の具体案を拝見したところ、「Ａ格を２つ以上取得」

という御意見は過去にも議論となったが、２社以上からの格付付与を要求することはほ

とんど意味がなく、逆に弊害すらあるという意見があった以上、Ａ格を２つ以上取得す

る必要はないと考えている。 

次に、発行総額で条件付けを行うことについては、発行総額が 1,000 億円以上の銘柄

という条件にした場合、拡大の対象となる銘柄が激減してしまう。そういう意味では、

平成 24 年の社債懇の報告書にも記載された「発行総額 500 億円以上」は一つの基準にな

りうると考えており、逆に一切の発行総額の条件を付けない場合、例えば発行総額が 30

億円や 50 億円のＡ格社債は現実に存在するので、そのような銘柄について取引情報を発

表することは、必ずしも市場の流動性向上には寄与しないだろう。 

なお、劣後債や残存年数の長い銘柄を発表対象から除くことに関しては、十分あり得

る選択肢と考えており、条件の詳細を詰めるという意味で、別途検討すればよいと思料

する。（委員等） 

⇒ 発行総額が 500 億円以上か 1,000 億円以上かということが１つの争点になると思う

が、過去の社債懇での議論においても発行総額 500 億円以上という条件を念頭に置い

ており、また発表対象銘柄のカバー率からみても 500 億円以上が妥当であるという御

指摘だと認識している。劣後債及び残存年数が長い銘柄を除くかどうかについては別

途また議論できるという御意見もあった。（主査） 

 

・ 格付の件については、Ａ格を２つ以上取得していることが絶対条件であるというより

は、１つでもＢＢＢ格以下を取得している銘柄を除きたいと考えている。依然としてＡ

格とＢＢＢ格の間には断層があり、投資家、特に年金基金では両格付の間に投資適格か

否かの判断基準を引いているケースがあると認識している。Ａ格を２つ以上取得する必

要はないが、Ａ格とＢＢＢ格のクレジットの差は同じとは言い難いため、ＢＢＢ格以下

を取得している銘柄については除いていただければと思う。（委員等） 

⇒ 年金基金がＡ格とＢＢＢ格の間に投資適格を引いている理由は、いわゆるマーケッ

トインデックスにＡ格以上という決めがあるためと思料。実際のところ代表的なマー

ケットインデックスは１社からＡ格以上を取得していれば問題ないとしており、年金

基金もＡ格を２つ以上から取得していることまで求めていない。一方で、御指摘のと

おり１社からＢＢＢ格以下を取得している銘柄について、発表対象から除くことは一

つの選択肢としてあり得ると認識している。（委員等） 

 ⇒ これまでの御意見を踏まえると、Ａ格を２つ以上取得することに強い御意見はなく、

ＢＢＢ格以下を取得している銘柄を除くか否かという論点があると認識している。年

金基金の投資基準との関係でいえば、Ａ格を１つ以上取得していれば問題ないという

割り切りがある一方、流動性の懸念との兼ね合いで、ＢＢＢ格以下の格付を取得して
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いる銘柄を除くという考え方はあり得るという御意見だったと認識している。（主査） 

 

・ 発行総額と格付ステータスの組み合わせを考慮した際に、流動性が懸念される銘柄か

どうかの問題であると考えている。日々売買している者としての感覚だが、ＢＢＢ格を

取得している発行総額 500 億円以上の銘柄の流動性が高いかというと、そこは現実とギ

ャップがあると思料する。（委員等） 

⇒ 今の御意見は、発行総額を 500 億円以上という区切りにするのであれば、やはりＢ

ＢＢ格以下を取得している銘柄は除いた方が良いという御意見か。（主査） 

 ⇒ 御理解のとおりである。（委員等） 

 ⇒ 現在、発行総額の基準を 500 億円以上にするか 1,000 億円以上にするかということ

が１つの論点となっているが、仮にＢＢＢ格以下を取得している銘柄を除いた場合で

も、1,000 億円以上にするべきという強い御意見はあるか。（主査） 

 ⇒ 必ずしも発行総額 1,000 億円以上でなければならないという数字ではないものの、

発表対象基準をＡ格に拡大するのであれば、慎重かつ段階的に行うべきものであると

考えているので、最初は発行総額 1,000 億円以上という区切りにし、それでも問題が

なければ 500 億円以上と推移していくのであれば違和感はない。（委員等） 

 ⇒ 発行総額の基準を 1,000 億円以上からスタートとし、その後に 500 億円以上を目指

すという御意見だと理解しているが、ここからは段階的に 500 億円以上とするのか、

直ちに 500 億円以上とするのかを議論していただきたい。その際、ＢＢＢ格以下を取

得している銘柄、あるいは劣後債と満期まで 20 年以上の銘柄を除くという条件を設定

した場合、発行総額 500 億円以上、1,000 億円以上のどちらであれば合意ができそう

か。（主査） 

 

・ Ａ格を取得していても劣後債であれば除くという御意見について、同じ格付を取得し

ているにも関わらず、劣後債か否かを考慮することに違和感がある。価格の変動が大き

い場合については、発表停止の取扱いという措置が別途設けられているので、現状は問

題ないと思料する。また、満期まで 20 年以上の銘柄を除くという議論の過程で価格の話

があったが、金融商品の会計基準が改訂され、今後は、金融機関や事業会社が保有して

いる社債について、流動性が低いものであっても時価を算出しなくてはならなくなるの

で、逆に価格が把握できないと、社債の保有者が困らないのかという疑問がある。（委員

等） 

 ⇒ 劣後債を除くべきと申し上げた理由は、ＡＡ格の劣後債もＡ格の劣後債もあるが、

直近では事業会社による劣後債の発行が増えており、ある意味現在はブームである。

劣後債のマーケットは中央の機関投資家等のプロの方々が中心となっており、劣後債

を購入できない投資家層の方々は引き続きいるので、それを販売する立場としては、

満期まで 20 年以上の銘柄を除くことと同じ理由で、投資家層の拡大という観点から、

発表対象に劣後債を加えても効果はかなり限定的だと思料する。また 10 年前の金融危
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機時には金融機関の劣後債が多かったが、値下がりの幅が大きかったという記憶もあ

るので、ミスリーディングを防ぐといった観点からも劣後債を除く意味はあると考え

ている。（委員等） 

⇒ ロジカルに考えれば、劣後債でもＡ格を取得していれば問題ないと思うが、マーケ

ットプレイヤーの数や流動性等、実態に懸念材料があるため保守的に除くという御意

見だと理解している。論理的に考えると「除く理由があるのか」ということになるが、

劣後債を購入できない投資条件を持った方が多くいるのであれば、実態面から劣後債

の流動性がそもそも乏しいという整理をする必要があるという御意見だと認識してい

る。（主査） 

⇒ 実際の投資家には劣後債を投資対象から除くという方針を持つ例があるので、最初

は劣後債を除き、将来弊害がないと判断した後に対象に含めればよいと考える。一方

で、残存年数が長い銘柄を除くことについて、「20 年以上」という条件が適当なのか

という疑問があり、年限について検証していないので、区切りとする年限については、

別途検討したほうがよいと思料する。（委員等） 

 

・ 私は「条件無しで直ちにＡ格に拡大」と回答している。これまでの議論を踏まえると、

条件付けについては妥協できる点だと思うが、条件を絞りすぎた場合の取引情報の価値

を考慮した際、価値のない情報ばかりが発表されることになると思料する。劣後債は社

債の中でも主戦場と考えており、その価格情報が発表されないことはマーケットにとっ

てプラスになるのか疑問がある。例えばＡ格を２つ以上取得かつ発行総額 1,000 億円以

上の銘柄を発表しても、機関投資家であればこのような銘柄は発表されていなくても把

握しているだろう。このような情報が発表されても価値はなく、少しスピードアップし

た議論をする必要があるというのが私の意見である。（委員等） 

 ⇒ 少なくとも現状のコンセンサスは、将来的にはＡ格を１つ以上取得かつ発行総額

500 億円以上の銘柄の取引情報を発表することを目指しながら、どのくらいのスケジ

ュールでどういった条件を付けるのかという議論になっていると認識しているが、今

の段階からコンサバティブに始めることに対して疑問を持つ御意見も当然あるので、

条件の付け方については少し検討する必要があると思料する。（主査） 

 

・ 流動性が低い銘柄については取引情報を発表すべきではないと思料する。証券会社の

立場からすると、ＡＡ格の銘柄がＡ格に落ち、売りが売りを呼ぶ際にその価格をすべて

即座に公開することが果たして投資家の方にプラスなのか。株のマーケットとは違い、

一旦証券会社がポジションをもつことが基本であるこのマーケットにおいて、クレジッ

トイベントが発生した際、顧客からの大量の売却注文に証券会社が対応できなくなり、

さらに値段が飛んでしまうことも考えられる。劣後債を除くという御意見のなかには、

もともとスプレッドが厚く値段が飛びやすいという理由もあると理解している。残存年

数が長い銘柄についても、マーケットプレイヤーが少ないことで値段が飛ぶときは飛ぶ
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ので、劣後債は外すべきだと思うし、長期債をどこから外すかということはこれから議

論すればよいと思う。（委員等） 

 ⇒ 劣後債を除くべきという御意見が多いが、急激に価格が変動した場合には発表対象

から除くという措置があるので、価格急落の懸念のみでこの問題を全て保守的に考え

るべきという議論にはならないかもしれない。一方で、劣後債を購入するプレーヤー

に制約がかかっているという実態があるので、まずは劣後債を除くという提案はロジ

カルではないが、１つの政策的な判断としてはあり得るという御意見だと理解してい

る。（主査） 

 ⇒ 劣後債を発行する目的の１つを申し上げると、シニア債と違い、劣後債の一部をエ

クイティに見做せるというものであり、そういう意味では劣後債を除くという考えは、

シニア債を中心とする投資家の目線からも公平であり、適切な条件であると思料する。

（委員等） 

 ⇒ いわゆるメザニンという位置づけであるので、そういう意味では劣後債はシニア債

とは性格が違うという御指摘だと思料する。満期までの年限について、年限が長いも

のは除くという選択肢があり得るとしても、日証協でもどの年限にすると適切な条件

設定となるのか検証していないという御指摘もあったため、本日、年限について決議

することは難しいと思料する。したがって本日の御意見を総合的に勘案すると、核と

なる条件はＡ格を１つ以上取得し、かつ将来的には発行総額が 500 億円以上の銘柄を

発表するという線が見えており、その前段階として 1,000 億円から始めるかどうかと

いう論点が１つある。また、今申し上げたベースとなる条件に加え、劣後債及び残存

年数が長い銘柄を除くことについては一定のコンセンサスがあるが、どの程度の年限

が適切なのかという議論がある。さらにはＢＢＢ格以下を１つでも取得している場合

を除くか否かという論点もあり、様々な条件が組み合わさっている状況だと理解して

いる。一方で、条件を絞りすぎると発表される情報の価値がないのではないかという

御意見もある。この状況で議論を進めても平行線になるため、本ＷＧの終了後、事務

局で取引情報を分析し、条件案を提示した上で改めて意見照会を行うこととしたい。

条件を付けること及び条件の内容は方向感が見えているので、意見照会の中でどの条

件が望ましいかまとめていく合意をいただいたと認識している。（主査） 

 

（ii）発表対象の拡大時期について 

・ 発表対象の拡大時期について、流動性の乏しい市場環境での導入は制度の副作用が懸

念されると考える。前回のＷＧでは「現在は有事の状態であり、日銀の金融緩和政策が

その背景にある」、「現在の日本銀行による金融政策、特に長期の金融緩和が継続してい

る中で、様々な副作用が生じていることは御指摘のとおりだと思料する」という発言が

あったほか、主査からも「発表対象基準を拡大する時期としては、今の環境下ではなく

日銀の金融緩和政策自体が終息した状況を一つのターニングポイントとして捉まえる

べきではないかという議論として整理できる」という発言があったと記憶している。こ
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うしたことからも、金融緩和政策の終了をターニングポイントとし、本ＷＧメンバーに

おいて社債流通市場の流動性が高まったという認識が共有された時期に、議論された条

件に従って発表対象を拡大することが適切であると考える。（委員等） 

 

・ アンケート結果に記載している「適切な時期」の具体案として、「本ＷＧメンバー間に

おいて社債市場の流動性が高まったとの認識が共有された時期」とあるが、このような

時期は、これまでもなかったのではないだろうか。そもそも、本制度が導入された時期

にすらこのような状況はなかったことからすると、この意見は発表対象を拡大しない口

実にしか過ぎず、一考に値しないと考える。一方で、他に「半年程度」という意見が寄

せられているところ、今から細かい条件を議論すれば半年程度は要するため、例えば

2020 年度の中頃あるいは年度末をターゲットにしてよい。「直ちに発表対象を拡大」と

いう御意見の方も、決して明日から拡大できるということは全く考えていないと思う。 

少なくとも、日銀の金融緩和政策がいつ終了するかについては誰もわからず、今後も

長く続くかもしれないので、不明確なものに本制度の設計を任せる必要はなく、そろそ

ろ時期を決めてＷＧで結論を出すべきだと思料する。（委員等） 

⇒ 先ほど私の発言を引用していただいたが、前回の議論では、日銀の金融緩和政策が

懸念材料になっているという意見しかなかったため、「日銀の金融緩和政策が終了した

後には、もう誰も反対する理由はありませんよね」という確認をしたのであって、日

銀の政策が終わるまでは一切動かないとことをまとめた趣旨ではなかったと理解して

いる。今は、金融緩和政策の終了後には拡大できることは当然として、それよりも前

にできる時期があるかということを議論しているので、拡大できる可能性がある条件

及び適切な時期をどのように考えるか御意見をいただければと思う。（主査） 

 

・ 私は「直ちに発表対象を拡大」と回答したが、日銀の金融緩和政策をトリガーにする

ことは絶対に反対である。一方で、「直ちに」の意図は、あくまでも条件が煮詰まり次第

半年といった一定の周知期間を取っていただければ、「市場参加者に十分周知された後」

という意見と私の意見はほぼ同義であると理解していただいて構わない。そのような感

覚で発表対象の拡大を行っていただければと考えているが、今後もいろいろな条件付け

の議論が控えているところ、あまり遅くやっていると、市場参加者の中でも本ＷＧが開

催されていること自体忘れられてしまうのではないかと思うので、ある程度インパクト

のある事をやっていくべきだと考える。（委員等） 

・ 私は「直ちに発表対象を拡大」で良いと考える。条件を付けることで、発表される取

引情報が価値のないものになる可能性はあるが、証券会社としては、日々何かしらのコ

ストをかけながら取引情報を報告しているので、条件が付くことによる報告システムの

変更が整った後「直ちに」というタイミングを想定している。「直ちに」の語感としては、

１週間後や１か月後というイメージを持たずに回答をしたが、そのような時間軸の中で、

条件が決まり次第「直ちに」ということであれば問題ないと思う。（委員等） 
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・ 法律では「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」という３つの文言があり、「直ちに」が

一番早く「間髪を入れずに」という意味で、「速やかに」は「早急に」、「遅滞なく」とは

「遅れない程度で」という話になるが、御意見としていただいた「直ちに拡大する」と

いう意味は明日から拡大するということではなく、「準備が整い次第速やかに拡大する」

というニュアンスであると理解している。そのレベル感で、なお後倒しにしなくてはい

けない理由があれば御意見をいただいきたい。（主査） 

 

・ 発表対象の拡大を直ちに行うのか否かは結局のところ、先ほどの条件次第であり、新

たに発表対象となる銘柄が多い場合には、機関投資家にも反対されている方がいる中で、

直ちに行っていいのかという問題がある。一方で、対象となる銘柄が少ないのであれば、

それは流動性のある銘柄のみが選ばれているということなので、現状ＡＡ格を公表して

いることと変わらず、早い時期に対象を拡大しても良いと考えている。（委員等） 

⇒ 御指摘のとおりこの問題には相関関係があるため、最初から進め方が難しい問題で

あることは御理解いただいていると認識しているが、ここまでの議論を勘案すると、

極端に条件を付けずに発表対象銘柄を増やす方向にはならないと感じている。一番の

争点は発行総額が 500 億円以上か 1,000 億円以上かということであり、仮に 500 億円

以上にした場合でも、劣後債や残存年数が長い銘柄、ＢＢＢ格以下を取得している銘

柄も除くという方向感なので、ここから「Ａ格を１つ以上取得し、発行総額 500 億円

以上の銘柄」を無条件に発表対象とする気配はないと思料するが、そのようなイメー

ジで考えるとどのような感触か。（主査） 

⇒ 前提条件の発行総額 500億円以上か 1,000億円以上かという区切りに違和感があり、

結局は発行総額というより取引数量が重要と考え、そういう意味では取引数量が多い

投資家の声をある程度尊重して、500 億円以上が妥当であるのか 1,000 億円以上が妥

当であるのか答えを出すべきだと思料する。したがって直ちに発表対象を拡大するか

否かということについては、乗り越えるべきハードルがある以上はもう少し先ではな

いと難しいと思う。（委員等） 

⇒ 乗り越えるハードルとはどのようなハードルを指しているか。（主査） 

⇒ 現状では、市場の流動性が低いということである。社債市場はショートができず、

ロングポジションしか持てないマーケットであり、かつＣＤＳもほとんど流動性がな

いため、そのような状況で流動性のない社債まで発表対象としてしまった場合、証券

会社の身が持たないので、ポジションを減らさざるを得ない。そうすると投資家の方

が機動的に売買できないという悪影響があると思う。市場の流動性が改善される時期

としては「金利が上がった時」になると思うが、現状の金融緩和政策はしばらく続く

可能性があるので、それをトリガーにすると永遠に発表対象が拡大しない可能性があ

るが、１銘柄あたりの発行総額が 100 億円や 200 億円ではなく、アメリカのように

2,000 億円といった単位が１トランシェで出てくるような状況にならないと発表対象

の拡大は難しいと思っている。（委員等） 
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・ 準備が整い次第、発表対象基準を拡大したいという御意見があるとすれば、準備が整

い次第発表対象を拡大するのはこの条件で、次に目指すのはこのような条件という段階

的な枠組みを作る方法もあると思料する。現段階で何も進めないというよりは、準備が

整い次第出来る範囲で、まずは一歩踏み出してみようというコンセンサスがあると理解

している。（主査） 

 ⇒ 日銀の金融緩和政策を含めて先の見えない状況ではあるが、一方で、拡大の条件と

それに伴った適切な時期については、日々取引を行っている投資家の意見を聴きなが

ら判断したいと思っている。決して無理な条件を付けて発表対象を拡大しないという

話ではないが、本ＷＧメンバーとはなっていないアクティブな投資家とも取引をして

いるので、その方々の声を聴きながら判断したいと思っている。（委員等） 

 ⇒ 今の御意見を踏まえると、「条件」と「時期」については組み合わせなので、両者を

考慮しながら議論していき、１つでも前に進むという意味で、準備が整い次第できる

ことは何かという条件を設定しながら、この問題についても事務局で意見調整をさせ

ていただければと思う。（主査） 

 

・ 認識の齟齬がないように確認するが、平成 24 年の社債懇の報告書では「発行総額 500

億円以上の銘柄」、「一以上の格付機関からＡ以上の格付を取得している銘柄」は「当分

の間」公表対象銘柄とすると記載されている。本来的には、格付も問わず全ての社債に

ついて取引情報を発表することが将来的な目標のはずだが、今申し上げた報告書の目標

ですら我々はまだ達成できていない状況にある。そういったことから、昨年、一昨年と

発表対象基準を極力早く拡大することを提案したが、現実的には障害があるので、その

中で少しずつ議論をしていって、ようやく今年度は少し前に進みそうな話になってきて

いるので、全ての社債について取引情報を発表するという最終目標を見失わないでいた

だければと思う。（委員等） 

 ⇒ 当初の報告書の内容が達成できていないということは事実なので、どのように最終

目標へたどりつくかという議論をしている段階だと御理解いただきたい。できれば一

刻も早く最終目標の手前あたりには到達したいと考えているので、そういった方向感

で御議論頂ければありがたいと思う。（主査） 

 ⇒ この制度が始まる前の社債市場のデータと現在のデータを比べると、現在は大きく

低迷している。本来は本制度が社債市場活性化の手段となるべきところ、その効果が

別の要因により打ち消されてしまっているかもしれないという問題があり、少なくと

も、制度開始時と今では市場環境、前提条件が全く変わってしまっている中で、手段

が目的となってしまわないようにしていただきたい。現にディーラーがリスクテイク

できないような環境下になっているので、発表対象を拡大することだけを目標にする

のではなく、社債市場の活性化という本当の目標も失わないでいただきたい。（委員等） 

 ⇒ 社債市場の活性化を目標にしていることは当然の前提だが、本ＷＧで議論している

ことはインフラである。手段が目的になっていると言うのであれば、外部要因により
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社債市場が活性化したときに、我々が何を目指すべきなのか、このインフラを通じて

何を実現すべきだと考えているのかお聞かせ願いたい。御指摘のように、外部要因に

よって今のマーケットが活性化していないことは確かであるが、だからといってイン

フラを整えなくていいという話にはつながらないと考えている。将来的に環境が整い、

社債市場が活性化した際には無条件でこのインフラを整えて、全ての情報を開示する

というコンセンサスに疑問の余地はなく、その目標を変えるという議論はあり得ない

と考えている。一方で、今は全く環境が整っていないことは周知の事実であり、その

中で少しでも進められることがないか、ということを議論している状況だと認識して

いるので、その点を御理解いただければと思料する。（主査） 

 

２．発表事項の見直しについて 

（１）「５億円未満」の区分の細分化、（２）「利回り」の発表事項への追加、（３）、「受渡

日」の発表事項への追加、（４）約定時刻（取引時間）の発表時刻への追加について 

・ 事務局の説明にもあったとおり、（１）及び（２）については前回のＷＧでも実現が難

しいという議論になっており、その状況は変わっていない。また（４）は保振の入力項

目になっていないので、実現が難しいと理解している。（３）については、議論の仕方に

よっては可能性があるのかもしれないが、当該事項を追加した場合、取引の特定につな

がる場合があるので、追加することに強い御意見がないのであれば今般は全て見送りと

する。（主査） 

 

３．制度の見直し案 

（１）新発債に係る取引情報の発表開始時期について 

・ 先般、公社債・金融商品部にも申し入れをしたが、最近、新発債の募集過程において、

発行体に完売したと報告している一方、実は募残が発生しているケースが存在すると聞

いている。適正な起債運営が行われないのであれば、新発債に係る取引情報を開示する

ことで、この問題を透明化するといった対応が可能だと思うが、こういったことになら

ないようにしていただければと思う。（委員等） 

 ⇒ この問題は募残の問題と絡んでいて、制度の設計当初から慎重な対応が必要だとい

うことで、発行直後の取引を発表していなかったところである。現在マーケットで様々

な問題が指摘されていることは私も承知しているが、本件については、証券会社から

の提案なので、意見を慎重に聴取したうえで継続的に審議することが適切であると考

えている。したがって、完全に見送りというよりは新発債プライシングの透明性・公

平性を更に高めることに資するという点から進めるべきという御意見があり、また募

残問題との関係でもう少し慎重さも必要と思うので、事務局の方で状況確認と意見聴

取をしたうえで継続審議とさせていただければと思う。（主査） 

 

（２）公表データの時系列化について 
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・ 日次単位の公表方法により、ファイルを１つ１つ開くことが煩雑であるという御意見

だと理解しているが、公表データの時系列化にはシステム投資が必要になるため、その

ようなコストをかけてまでも必要かどうかを検討するという意味で、今回は見送りとす

る。（主査） 

 

４．その他の意見 

・ ⑤に関して、直接事務局のコメントに意見するものではないが、自主規制企画部が前

に策定した「証券会社における時価情報の提供において留意すべき事項について（ガイ

ドライン）」について、今般の会計基準変更の影響があるのではないかという意見が現場

からあったので、その点については別のＷＧになると思うが、他部署とも連携しながら

情報を還元していただきたい。（委員等） 

 ⇒ 御指摘のとおり、本件については自主規制企画部の所管であるため、当該部署とも

連携し、どのような方法とするかは未定であるが、結果は本ＷＧにもフィードバック

させていただくことを考えている。また①のＳＤＧｓの流通市場については、本協会

のＳＤＧｓ推進室の方がＳＤＧｓ債の各種検討を行っているため、現在は発行市場が

中心だが、流通市場に関する御意見があったことはお伝えさせていただく。(事務局) 

 

・ アンケート問６でいただいた御意見は本ＷＧの射程外というだけで、極めて重要な御

意見であることは認識できることだと思うので、日証協で検討できることについては所

管部署と連携し、議論を進めていただければと思う。 

本日は皆様の御協力により、発表対象の拡大について少しでも前に進めようという方

向感が示され、その方向感については事務局で預かるコンセンサスが取れた。今後もマ

ーケットの状況を認識しながらどこまで本制度の整備を行えるのかということを前向き

に検討させていただければと考えているので、引き続きご協力いただければと思う。（主

査） 

 以 上  

５．その他 

 

※本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。 

６．本件に関

する問い合

わせ先 

公社債・金融商品部（０３－６６６５－６７７１） 

 


