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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９回） 

２．日時 平成 25年５月 30日（木）午後４時 00 分～午後５時 40分 

３．議案 １．公社債店頭売買参考統計値の算出方法の見直しについて 

２．公社債店頭売買参考統計値の報告時限及び公表時間の繰下げについて 

３．その他 

４．主な内容 １．公社債店頭売買参考統計値の算出方法の見直しについて 

事務局より、前回ワーキングの議論を踏まえて修正した「売買参考統計値の算出方

法の見直し案」について、資料１に基づき説明が行われた。 

また、主査より、以下のとおり補足説明があった。 

 

・ 今回提示された事務局案は、どの報告気配値が正しいとは一義的に言えないことを前

提とし、報告気配値がある一定のレンジに収まっていることが正解であるという考え方

はとっていない。したがって、ある報告気配値がレンジに収まっていないことについて、

当該気配値を報告した指定報告協会員のみに注意喚起を行うことは意味を成さないとの

考え方から、報告気配値にばらつきが出ている銘柄について、当該銘柄の気配値報告を

行う全ての指定報告協会員に対して注意喚起を行うとする方法である。当該方法であれ

ば、日証協から注意喚起が行われたために、実勢を捉えているかもしれない報告気配値

が変更され、その結果、売買参考統計値がかえって歪められてしまう弊害は生じにくい

と考えられる。 

  このように、全ての指定報告協会員に対して注意喚起を行うという方法は、事務ミス

やマーケット動向を把握できていなかったために適正な気配値が報告されていなかった

場合において、報告気配値を修正するチャンスが与えられるメリットがあるが、その一

方で、レンジから外れた気配値を報告した指定報告協会員のみに注意喚起を行う方法と

比べて、注意喚起される銘柄（指定報告協会員において自社の報告気配値を再確認しな

ければならない銘柄）が増加するため、指定報告協会員における作業量が増加し、それ

に伴って確認作業が疎かになる、あるいは、公表時間が遅れるという懸念がある。 

  以上のメリット・デメリットを踏まえて、事務局案では、日証協から注意喚起が行わ

れた銘柄について、当日中に自社の報告気配値が適正なものとなっているかの再確認を

行うことを原則としながらも、当日中の再確認が困難な場合には、翌日に対応すること

も認めている。そのうえで、指定報告協会員における確認作業が疎かとなっている等、

問題となる状況が認められた場合には、日証協から当該指定報告協会員に対して指導を

行うこととしている。 

  なお、指定報告協会員に対する指導については、日証協における報告気配値チェック

とセットになっているが、問題となる状況が認められる協会員に対して日証協から指導

や確認を行うことは当然の前提であり、当該指導は日証協における報告気配値チェック

の業務フローの中での特別な作業というよりは、ごく一般的な制度としての運用という
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側面もあると考えている。 

 

（主な意見等） 

・ 現在、指定報告協会員各社の報告で気配値を上下カットしないとどれくらいの乖離が

あるかを調べてみてはどうか。今後、一定基準を決めていくことになると思うが、現時

点で各社の報告気配値の乖離状況の確認、日証協から注意喚起が行われる件数の概算の

把握によって、指定報告協会員にどの程度の負担が発生するのかについての見通しを立

てることができるのではないか。 

また、報告気配値にばらつきがある銘柄は日証協から注意喚起が行われることになる

が、指定報告協会員が適正であると判断した気配値は修正されることはないため、乖離

が生じている状況が継続する場合も想定される。この場合、毎日、日証協から注意喚起

を行って、毎日、指定報告協会員が確認した旨の報告を行うことになるのか、それとも、

一度確認すれば、その後の注意喚起と確認報告は行わないこととするのかということも

考えていく必要があるのではないか。いずれにしても、単に確認ボタンを押すだけの作

業になってしまうことのないようにすべきである。（委員等） 

 ⇒ 一定基準をどのように設定するかは今後の課題であると認識している。また、一定

基準を超えて乖離している銘柄は実務上の対応を勘案するとシステムで抽出せざるを

得ないので、まずは、決定した一定基準に基づきシステム抽出することになると思う

が、毎日継続して抽出される銘柄の取扱いをどうするかということも別途、検討が必

要であると考えている。これらの検討課題については、改めて御相談させていただく

ことになると思う。（事務局） 

 ⇒ 新しい制度を作る際には、概念的・政策目標的な議論のほかに、フィージビリティ

も考えなければならない。制度変更によって、指定報告協会員の負担が増えた結果、

確認が疎かになってしまうのでは元も子もないので、一定基準等の具体的な制度の内

容を決めるにあたっては、この点も踏まえて検討することとしたい。（主査） 

・ 事務局案では、「①平均気配値から一定基準を超えて乖離しているもの、②取引価格か

ら一定基準を超えて乖離しているものを抽出して注意喚起を行う」としているが、①と

②のいずれか一方に合致すれば、注意喚起を行うという理解でよいか。（委員等） 

 ⇒ そのとおりである。（事務局） 

・ 今回の算出方法の見直し案は、指定報告協会員が自社の報告気配値を再確認した結果、

適正なものとなっていないとの判断に至れば報告気配値を修正するが、適正であると判

断したものについては、各社の報告気配値にばらつきがあったとしても、修正させるこ

とはないとの理解で良いか。（委員等） 

 ⇒ その理解で良い。（主査） 

・ 確認件数が多数あるなど、当日中に全ての報告気配値の確認が困難な場合には、翌日

の対応を認めるとしても、月末や四半期末などの決算に大きな影響を与えるタイミング

については、極力当日中の再確認を求めるような運用にしていただきたい。（委員等） 
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・ 公社債店頭売買参考統計値の算出方法の見直しについては、資料１の事務局案に反対

意見はないようなので、事務局案で進めることとしたい。（主査） 

 

 

２．公社債店頭売買参考統計値の報告時限及び公表時間の繰下げについて 

 事務局より、資料２及び資料３に基づき説明が行われた。 

（主な意見等） 

・ 資料２の「１．検討の方向性」によると、ある特定の証券会社に社債の気配値報告を

行わせるために公表時間の繰下げ（制度変更）を行おうとしているように見えるが、売

買参考統計値の公表時間の繰下げによって利用者への影響が懸念されるなか、広く一般

の理解を得るためには、「なぜ社債だけ時間の繰下げが必要なのか」という論理展開が必

要ではないか。（委員等） 

 ⇒ どのような目的のために今回の制度改正が必要なのか、なぜ社債のみを対象として

いるのかという点については、改めて整理して、説明するようにしたい。（事務局） 

・ 国債はリスクフリー商品であるため、指定報告協会員が報告する気配値に大きな差は

ないと思われるが、社債は一物一価ではなく各社のポジション等の要因によっても気配

値にばらつきがでるものであるから、少なくとも国債と社債とで取扱いを分けることは

できるのではないか。（委員等） 

・ 公表時間の繰下げは、利用者にとって影響が大きく、大きなハレーションを生む可能

性が考えられる。まずは、現在、社債の気配値の報告を行っていない証券会社が気配値

報告を行うこととなった場合、売買参考統計値の精度向上がどの程度見込まれるのかを

検証してみてはどうか。（委員等） 

・ 検証の結果、売買参考統計値の精度の向上が顕著に見られなかった場合であっても、

当該証券会社が気配値報告を行わなくてもよいという結論にはならないようにすべきで

ある。（委員等） 

 ⇒ 検証を行うことで制度変更に対する理解を得やすいということであれば、どのよう

な検証ができるかについて事務局で検討することとしたい。ただし、当該証券会社が

加わることによって売買参考統計値の精度の向上が顕著に見られなかったとしても、

適正な気配値を報告できる多くの証券会社が売買参考統計値の報告に参加していると

いう事実が売買参考統計値の信頼性向上にも繋がるため、当該証券会社が気配値報告

を行わなくて良いという結論とはならないと考えている。したがって、検証結果に囚

われることなく、当該会社が社債の気配値報告に参加できるよう前向きに検討してい

くことは必要であると考える。（主査） 

・ より多くの適正な気配値を報告できる証券会社が参加することが望ましいとする意見

を否定するものではないが、あくまで売買参考統計値は統計であり、マーケットメイク

を行っている５社から報告された気配値の統計値である。その観点からすると売買参考

統計値はマーケットに十分に適応していると言えるのであれば、マーケット全体に負担
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をかけてまで制度変更を行う必要はないとする結論も選択肢としてはあり得るのではな

いか。（委員等） 

・ 売買参考統計値の公表時間の繰下げは利用者にとってシステム及び業務フローの変更

を余儀なくされ、当該制度変更の与える影響は非常に大きいと考えている。したがって、

当該制度変更については慎重な議論を求めたく、また制度変更にあたっての合理的な理

由が必要である。（委員等） 

・ 報告時限が繰り下がったとしても、当社が気配値を報告する時間は現行と変わらない

と考えている。報告時限の繰下げに伴い、既に社債の気配値報告を行っている指定報告

協会員にも負担増が発生することも考慮して検討いただきたい。（委員等） 

・ 投資信託の販売会社は、通常 18時 30分から 20時までには、投信委託会社やベンダー

から投資信託の基準価格を取得しているのが実状である。投信委託会社数社に確認した

ところ、基準価格の算出に際しては売買参考統計値を利用していないようであるが、利

用している投信委託会社が存在する可能性もある。公表時間の繰下げによって、基準価

格の算出に売買参考統計値を利用している投信委託会社が売買参考統計値の利用を諦め

るとすれば、たとえ売買参考統計値の信頼性が向上したとしても、利用者が減ってしま

うことになるのではないか。（委員等） 

・ 売買参考統計値は、日証協が無料で提供しているものであるが、単なるサービスでは

なく、自主規制機関（公的機関）が公表する指標として、信頼性の高いものでなければ

ならないと考えている。この点を踏まえて、どのような制度設計であれば信頼性の高い、

精緻な価格を公表できるようになるかを議論していただきたい。そのための重要な要素

の一つとして、「マーケットにおいて重要な役割を果たしている売買高シェアの高い証券

会社が気配値報告していること」が挙げられると考えている。売買参考統計値の信頼性

を高めるための制度変更を行った結果として、売買参考統計値が利用できなくなるよう

なケースが生じる可能性もあるかもしれないが、現行の投資信託の基準価格のように、

別のサービスを利用して価格を入手するという選択肢もあるのではないか。（事務局） 

・ 当社ではその後の事務対応を勘案すると、公表時間は 18 時 30 分が許容できる限界で

ある。公表時間が 18時 30分となるか 19時となるかで、影響度が大きく異なる利用者が

多いと思われるので、公表時間を 18 時 30分と 19時とした場合に分けて検討すべきでは

ないか。（委員等） 

 ⇒ 出来る限り公表時間を早めたいと考えているが、現時点では新システムの導入によ

り、気配値の報告を受けてから公表するまでの時間をどの程度短縮できるかは定かで

なく、現行のシステム上では 19 時が想定されるため、見直し案では 18 時 30 分から

19時の間といったアローアンスを持たせて表記させていただいている。（事務局） 

 ⇒ 公表時間を 18 時 30 分から 19 時とした場合、18 時 30 分を想定した人と 19 時を想

定した人で意見にバラつきが生じることが考えられる。また場合によっては 18 時 30

分ならば賛成だが 19時では反対といった意見も想定されるため、当該指摘を踏まえて

検討することとしたい。（主査） 
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・ 報告時限及び公表時間の繰下げは、今まで社債の気配値を報告できていなかった証券

会社が報告できるようにすることが一つの目的であるが、報告時限が繰り下げられるこ

とで、従来の報告時限で報告できていた指定報告協会員の報告気配値の精度向上は見込

めないのか。（委員等） 

・ 一定基準を超えて乖離が発生している銘柄について日証協から注意喚起が行われるこ

とになれば、当該銘柄の報告気配値について確認する機会が設けられることになること

から、一定の精度向上は見込めるものの、劇的な精度向上は見込めないように思う。（委

員等） 

・ 日証協から注意喚起が行われた銘柄の報告気配値について、30分で確認を完了するの

は難しい。適切なリードタイムを検討し、公表時間から逆算して報告時限を決定してい

けばよいのではないか。より精緻な気配値報告が行われるようになるのであれば、報告

時限が繰り下がることに対しては賛成である。（委員等） 

・ 資料２．３（１）基本的な考え方において、「公表時間の繰り下げにより、指定報告協

会員及び売買参考統計値利用者に影響が生じると考えるが、繰り下げにより、これらの

者の現行業務の継続が不可能となってしまう、又はメリットをはるかに超えるような負

担が生じるのであれば、報告時限・公表時間を繰り下げることは難しいと考える」とあ

るが、最終的に、どのようにメリットとデメリットとを天秤にかけて、公表時間を繰り

下げるか否かを判断するのか。（委員等） 

⇒ 客観的にメリットとデメリットのどちらが大きいかを判断するのは難しいと考えて

いる。それぞれの利用者で検討いただいた上で、メリットよりもデメリットのほうが

大きいと判断されるのであれば、公表時間の繰下げ案自体に反対をしていただき、そ

の反対意見を受けて、最終的に繰下げを行うかどうかを決めなくてはならないと考え

ている。その場合は、単純に反対意見の数で判断するのではなく、数では把握しきれ

ない社会に与える影響にも配慮する必要があると考えている。（主査） 

・ 報告時限及び公表時間の繰下げによって、システム変更等にどの程度のコストがかか

るかについて確認が必要ではないか。また、公表時間が繰り下げられた場合に、社債投

資を継続していくのか、あるいは社債投資をやめるのかについても聞いたほうがよいと

考える。仮に、公表時間を繰り下げることで社債投資が減ってしまう事態になるのであ

れば、「社債市場の活性化」と逆行することになり、そのような制度設計は適切ではない

ということになるのではないか。 

  さらに、意見照会を行う場合には、公表時間の繰下げにより生じるメリットを提示す

べきである。デメリットがあったとしても、メリットを享受するために公表時間の繰下

げを受け入れる利用者もいるのではないか。仮に、「よりシャープな価格（実勢を捉えた

価格）が公表されること」をメリットとする場合、売買執行能力を有する証券会社が新

たに社債の気配値報告を行うことによって、売買参考統計値がどの程度良くなるのかに

ついて検証し、その結果を提示してはどうか。具体的な検証方法としては、例えば、東

日本大震災の後、特定の業種の債券のスプレッドがワイドニングをしていたときに売買



 

６ 

 

参考統計値がどのような動きをしたのか、また、このときの売買参考統計値に売買執行

能力を有する証券会社の気配を加えて売買参考統計値を再計算した場合に、売買参考統

計値にどのような変化が見られるかについて検証するのも一つの方法ではないか。この

ほか、震災発生後の３月末頃に日証協が指定報告協会員各社に対して報告気配値の見直

しを促したことで売買参考統計値が大きく動いたことがあったと思うが、「日証協による

指導後の売買参考統計値」と「売買執行能力を有する証券会社が個社で算出した気配値」

とを比較し、当該２つの価格の差が日証協の指導前よりも縮小しているのであれば、「売

買執行能力を有する証券会社からの気配値報告により、協会が指導を行った結果、売買

参考統計値をシャープにすることができる」という一つの証左になるのではないか。（委

員等） 

⇒ 先般の売買参考統計値と取引価格の乖離の分析によって、乖離は全般的・恒常的な

ものではなく、乖離が生じるのはイベントが発生したような場合やイベントが発生し

たような銘柄であることについては既に認識が共有されている。イベントが発生した

ときに乖離が生じる原因としては、「気配値報告を行っている指定報告協会員の中にイ

ベントに気付いていない会社がいる」ことも考えられるが、「イベントに気が付いてい

る証券会社が指定報告協会員として気配値報告をしていないから」ということも考え

られるわけであり、イベントが発生し、売買参考統計値の信頼性を問われる局面では、

イベント発生の事実を速やかに気配値に反映することができる証券会社（売買執行能

力を有する証券会社）が気配値報告をしていれば、よりシャープな売買参考統計値が

公表できるのではないかということだと思う。 

イベント発生時において、売買執行能力を有した証券会社が新たに気配値報告を行

うことによって、どの程度、売買参考統計値がシャープなものとなるのかを分析すれ

ば、メリットが見えるのではないかという話があったので、その点についてはできる

だけ対応したい。（主査） 

・ 現在、報告時限がネックとなっているために気配値報告を行っていない証券会社が、

報告時限の繰り下げにより気配値報告を行うことが期待されるということであるが、気

配値報告を行う会社がどの程度増える見込みなのかを提示することができれば、メリッ

トの一つとなるのではないか。（委員等） 

・ 報告時限の繰下げにより、売買参考統計値がより精緻なものとなるのであれば、報告

時限の繰下げを前向きに検討すべきであると考えている。売買参考統計値は店頭売買の

際の参考となるものであるから、売買参考統計値の精緻性が向上することより、投資家

もより実勢価格が把握できるようになるのではないか。（委員等） 

・ 多くの非居住者が売買参考統計値を用いて保有債券等の評価を行っており、売買参考

統計値はグローバルに利用されている指標の一つとなっている。また、振替社債の非居

住者宛の支払利息に関する源泉徴収免除の恒久化及び本年４月以降の金利の上昇によ

り、非居住者による振替債の投資額が増加している。このような状況に鑑みると、売買

参考統計値をシャープにしていくための検討をすることは非常に重要なことだと考えて
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いる。（委員等） 

・ 売買参考統計値は、個別の債券の価格を誰でも無料で速やかに見ることのできる唯一

のツールであり、社会的インフラの一つであると考えている。社会的インフラである売

買参考統計値の信頼性を向上するために日証協及び証券会社でどのような取り組みを行

っていくべきなのか、売買参考統計値をシャープにすることで社債市場の活性化につな

がるのではないかという議論をしてきたと認識しており、売買参考統計値の信頼性向上

については特段の対応を行わず、必要に応じて有料の価格提供サービスを使えばいいと

いった結論にはならないと考えている。（委員等） 

・ 会計上の時価評価に売買参考統計値を用いている利用者が、公表時間の繰下げにより

売買参考統計値を利用しない状況となった場合、どのようなものを価格情報として利用

すると考えられるか。（委員等） 

⇒ 現行の会計基準では、証券会社等に個別にヒアリングした価格を用いて評価するこ

とも禁止はしていないため、特定の１社（あるいは数社）からヒアリングによって得

た価格情報を用いる、あるいは、有料の価格提供サービスを利用する等、様々な代替

方法が考えられる。（委員等） 

・ 公表時間が早いことも、売買参考統計値の大きなメリットの一つであると考えている。

現在、報告時限がネックとなって気配値報告をしていない一部の証券会社のために、利

用者に負担をかけてまで、公表時間の繰り下げを行うかについては慎重な検討を要する

と考えている。現行の報告時限までに、全ての銘柄について気配値報告するのが難しい

のであれば、主幹事銘柄だけは、現行の報告時限までに気配値報告をさせるという方法

も取り得るのではないか。（委員等） 

⇒ 多数の銘柄について主幹事を務めている証券会社の場合は、主幹事銘柄のみ気配値

報告をする場合であっても、相当数の銘柄の報告が必要となってしまうため、現行の

報告時限までに、気配値報告をするのは難しいということがあるかもしれない。（事務

局） 

・ 当社では、システム上、主幹事銘柄だけを抽出して気配値報告を行うのは難しい。気

配値の算出に要する時間は、マーケットの動きによっても変わってくる。「日によって気

配値の報告時間を変えていい、場合によっては報告できない日があってもよい」という

運用ができるのであれば、検討の余地はあると思うが、そのような運用ではワークしな

いと思う。（委員等） 

・ 仮に、ワーキングにおける議論の結果が売買参考統計値の精緻性を追求しないような

方向となった場合は、その代わりとして、社債の取引価格の公表範囲をより広げるべき

であるという議論になるのではないか。（委員等） 

・ 取引価格の公表は別の議論。売買参考統計値の精緻性を追求しても、統計値には数字

が動きにくいという特徴があることをユーザーに知ってもらうことも信頼性を高めるた

めには重要ではないか。（委員等） 

・ 報告時限及び公表時間の繰下げについては、賛否両論あるところであるが、繰下げに
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よるメリットがデメリットを上回るのであれば実施し、そうでなければ実施は難しいと

いうことになる。ただし、売買参考統計値は、自主規制機関である日証協が公表する指

標であるという面も踏まえ、単純なコスト・ベネフィットでは判断できない部分もある

ということを認識いただければと思う。また、仮に公表時間を繰り下げた場合、システ

ム開発の負担等から、売買参考統計値を利用しなくなる先が出てくる可能性もあるが、

逆に信頼性が向上したことによって、今まで売買参考統計値を利用していなかった先が、

売買参考統計値を利用するようになるというような隠れたメリットについても考慮にい

れて、議論していかなくてはならない。（主査） 

 

２．その他 

 事務局より、「本ワーキングで御議論いただいている売買参考統計値の信頼性向上のため

の制度の見直し案については、日証協の協会員のみならず、広く一般に影響を及ぼすこと

が想定されるため、本ワーキングでの議論を終えた後、パブリック・コメントに付すこと

としたい」旨説明が行われた。 

 

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（０３－３６６７－８４５６） 

 


