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○黒沼  それでは、時間になりましたので、金

融商品取引法研究会を始めたいと思います。 

 本日は、大阪大学の松尾健一先生に、「株式等

の取引の高速化への対応」というテーマでお話を

伺い、その後討論する予定です。 

 それでは、松尾先生、よろしくお願いします。 

 

○松尾  大阪大学の松尾でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

私からは、今ご紹介にありましたように、昨年

の金融商品取引法（以下「金商法」という）改正

の中から、株式等の取引の高速化に対応するため

に導入された規制について、政令・府令も含めて

ご報告申し上げます。 

 

Ⅰ．経緯 

１．高速取引の普及と立法の対応 

 

・ 平成 29 年５月 17 日：金融商品取引法の一部

を改正する法律成立 

・ 平成 29 年 10 月 24 日：「平成 29 年金融商品

取引法改正に係る政令・内閣府令案等」公表同年

11 月 22 日までパブリックコメント期間 

・ 平成 29年 12月 27日：政令・内閣府令等が公

布 

・ 平成 30年４月１日：改正法・改正政府令施行 

 

まず、改正の経緯ですけれども、平成 22年１月

に東京証券取引所にアローヘッドというシステム

が新たに導入されたことによって注文の処理時間

が大幅に短縮されまして、また後述しますコロケ

ーションサービスというのが提供されましたこと
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から、平成 22年からいわゆる高速取引と言われる

ものが事実上利用可能になったということになり

ます。 

その後急速に普及したようでして、平成 28 年

12 月 22 日に、本改正のもとになった「市場ワー

キング・グループ報告―国民の安定的な資産形成

に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備に

ついて」（以下「市場 WG報告」という）が公表さ

れておりますけれども、これによりますと、平成

28 年時点で、東京証券取引所の全取引に占めるコ

ロケーションエリアからの取引の割合が、約定件

数ベースでは４～５割、注文件数ベースでは７割

に達しているという事実が指摘されていました

（市場 WG報告 11頁）。  

 高速取引をめぐって何か大きな問題が起きたと

いうわけではないのですけれども、アメリカでは、

フラッシュクラッシュと言われる、短時間のうち

にダウ工業株 30 種平均が当時史上最大の下落を

演じたことがありますが、その原因の一つが高速

取引にあったのではないかと疑われたことがあり

ます。また、高速取引を使ってかなりの高確率で

利益を得ているというような報告が出たことから、

何か不公正な行為をやっているのではないかとい

う疑いが出たということで、SEC、先物については

CFTC、それから EUでもほぼ同時期にこの高速取引

ないし高頻度取引について一定の手当てをしよう

という動きが出まして、我が国におきましても、

市場 WG 報告をベースにしまして昨年５月 17 日に

法改正が行われたということです。 

ただ、実質的な規制の内容としましては、政令・

府令、特に金融商品取引業等に関する内閣府令（以

下「金商業府令」という）が重要でして、昨年 10

月に公表されてパブコメに付された上で、本年４

月１日から法律とともに施行されているという状

況です。 

 

２．本研究会での検討 

 本研究会では、平成 28年 11月に舩津先生から、

高頻度取引・アルゴリズム取引に関するドイツと

EUの法規制の状況についてご報告をいただいてい

まして、今回、我が国のルールが EU等と比べてど

うなのかということを確認する際に参照させてい

ただきました。 

 

Ⅱ．「高速取引行為」の定義 

１．定義規定 

 具体的に法規制の中身を見ていきたいと思いま

す。まず、特別な規制の対象になります高速取引

行為の定義についてです。金商法２条 41項に、「次

に掲げる行為であつて、当該行為を行うことにつ

いての判断が電子情報処理組織により自動的に行

われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売

買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な

情報の金融商品取引所その他の内閣府令に定める

者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方

法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮す

るための方法として内閣府令で定める方法を用い

て行われるもの」と規定されています。 

 ポイントは、取引に係る判断が電子情報処理組

織によって自動的に行われるということと、発注

に係る情報伝達について処理速度を短縮する──

これはマイクロ秒の単位の話ですけれども──た

めの特別な方法がとられているということ、この

二つの要素でもって、規制対象となる高速取引行

為を定義しています。 

こういった特徴を備える取引の中身につきまし

ては、以下の三つの類型があります。 

 

① 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 

② ①の行為の委託 

③ ②のほか、①に係る行為であって、①、②に

準ずるものとして政令で定めるもの（＝金商法施

行令１条の 22） 

 

①は売買や取引そのものです。②はその売買等

の委託でありまして、これは証券会社以外の投資

家が証券会社を通じて売買する際に行うものです。 

③の金商法施行令１条の 22 で追加されている
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ものとしましては、一つ目が、有価証券の売買等

を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用

や指図です（１号）。運用行為がここに入ってい

ますが、具体的には、ファンドの運用者が当該フ

ァンドの財産の管理者に対し、有価証券の売買や

市場デリバティブ取引を行うことを内容とした財

産運用を指図する際、その判断が電子情報処理組

織によって自動的に行われ、かつ、指図に伴う発

注に必要な情報伝達時間を短縮するための特別な

措置がとられているもの、ということになろうか

と思います。 

二つ目は取引の裏返しみたいなものですけれど

も、①の行為を行う者を相手方として店頭デリバ

ティブ取引を行うことその他の方法により、当該

者に①の行為を行わせることとなる取引又は行為

を行うことです（２号）。具体的には、証券会社

等との間でトータル・リターン・スワップ契約を

締結した上で、個別具体的な銘柄等の指示を行い、

当該証券会社が当該指示に基づいてヘッジ取引と

しての有価証券の売買等を行う場合における当該

指示ということです。これはほぼ取引と同視でき

るかと思います。 

 

○注文等の情報の伝達先（「内閣府令に定める者」

＝金融商品取引法第二条に規定する定義に関する

内閣府令（以下「定義府令」という）26 条１項） 

 ほかに内閣府令で定められているものの一つ目

として、金商法２条 41項に出てきます、有価証券

の売買等を行うために必要な情報の金融商品取引

所その他内閣府令に定める者に対する伝達という

ことで、この高速取引行為を行うことのできると

ころ、注文等の情報の伝達先につき、定義府令 26

条１項に規定がありますが、金融商品取引所だけ

ではなく私設取引システム（PTS）もここに含まれ

て、それらのもののうち「金融庁長官の指定する

もの」とされています。 

平成 29 年金融庁告示 50 号「高速取引行為とな

る情報の伝達先を指定する件」によりますと、株

式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所、株

式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人福岡証

券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所、PTS と

して SBI ジャパンネクスト証券株式会社、チャイ

エックス・ジャパン株式会社の計７者が現在指定

されているということです。 

 

○注文等の情報の伝達方法（「内閣府令で定める

方法」＝定義府令 26条２項） 

 前述の高速取引行為の特徴の一つであります、

注文等の情報の伝達が通常よりも時間を短縮する

方法を用いて行われるということですけれども、

これについては、定義府令 26条２項が定められて

いまして、二つの要素でこの伝達方法を定義づけ

ています。  

（ア）伝達される情報に係る注文等の判断を行

う電子情報処理組織が設置されている施設が、そ

の情報の伝達を受けるための電子情報処理組織を

設置する場所（これに隣接し、又は近接する場所

を含む）に所在することとあります（１号）。こ

れは要するに、発注等に関する判断を行う投資者

側のサーバーの設置されている場所が、注文等の

情報を受ける側である金融商品取引所等のマッチ

ング・エンジン（取引を約定させるシステム）を

設置する場所、又はそれに隣接・近接する場所─

─これについては金融商品取引所等が提供するも

のか否かを問いません──に所在することを意味

するとされています。 

 マッチング・エンジンを設置する場所と同一の

建物内に置くものの典型例は、先ほどお話ししま

した、取引所が提供しているコロケーションエリ

アというもので、コロケーションとありますよう

に、取引所のマッチング・エンジンと同じロケー

ションにサーバーを設置することができるサービ

スということですので、まさに同一の建物内とい

うことです。 

ただ、解説等によりますと、同一の建物内にあ

れば、コロケーションエリアに限らず、証券会社

等のデータセンターもこれに当たるということの

ようです。また、定義上は、隣接・近接する場所
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となっていますが、これはマッチング・エンジン

を設置する施設からの物理的な距離によって判断

されると解説されています（岩井宏樹＝北村剛志

＝光武政美「株式等の高速取引に係る規制への対

応に際して高速取引行為者および受託証券会社が

実務上留意すべき点等」（金融法務事情 2089 号

（2018年）40-41頁））。 

これとともに、（イ）その注文情報等の伝達が

他の伝達（有価証券の売買又は市場デリバティブ

取引を行うために必要な情報の前項に定める者に

対する伝達をいう）と競合することを防ぐ仕組み

が講じられていることというのが定義府令 26 条

２項２号に定められていまして、具体的には、例

えば、高速取引行為を行おうとする者が受託証券

会社等との間で仮想サーバー等の専有に係る契約

を締結している場合が該当するとされています。

この「他の伝達」というのは、主に他の投資家か

らの注文情報でして、競合する、要はそれらの注

文が一斉にどっと押し寄せますと、その分遅れる

可能性があるわけです。ですから、ここで規定さ

れているのは、あるサーバーからは自分の注文情

報だけを伝えてもらうようにあらかじめ契約して

おいて、競合による遅れが生じないようにしてあ

るということです。優先的にそこのサーバーから

は自分の注文を伝達してもらえるというようなサ

ービスを受けているということが想定されていま

す。もちろん、仮想サーバー等を専有する契約に

限らず、これと実質的に同等のシステムを構成し

ている場合には、当然この要件に該当し得るとパ

ブコメ回答 11番では説明されています。 

この二つの要件は「かつ」で結ばれていますの

で、いずれか一つではなくて、双方を満たす必要

があるということです。 

高速取引行為以外でこのようなサービスを利用

することがあるのかなと思ったのですが、いわゆ

るコロケーションエリアですとか取引所のマッチ

ング・エンジン等の設置場所と同じところに自社

のサーバーを設置するということ自体は、高速取

引行為の目的以外にもあり得ます。例えば、大規

模災害等によって証券会社のデータセンターが罹

災して機能が停止してしまう一方で、取引所は動

いているということになりますと、顧客からの注

文を取引所につなげないという状況が生じてしま

います。取引所と同じところにデータセンター等

を設置しておけば、自社サーバーがだめになって

いれば取引所のマッチング・エンジンもだめにな

っている可能性が高い、つまりは自分のところだ

けが動かなくなってしまうことを避けられるとい

う意味で、災害リスクに備えるために同一の建物

内にデータセンター等を設置するということはあ

り得ます。そういう場合も、（ア）の要件だけで

すと今回の規制の対象になってしまい、本来の目

的とは違ったものを規制してしまうことになるの

で、さらに（イ）を定めて、「かつ」で結んで絞

り込みをかけているというふうに理解しました。 

以上が、高速取引行為の定義についてです。 

  

２．「高速取引」と「高頻度取引」 

レジュメには「高速取引」と「高頻度取引」と

書 い て あ り ま す け れ ど も 、 EU は 指 令 に

high-frequency algorithmic trading technique

と定義を置いていますし（MIFID Ⅱ４条１項 40

号）、SEC も、定義という形ではありませんが、

今般問題になったような取引行為の特徴を挙げる

際に、速度だけではなくて頻度のほうも問題にし

ています。実際に EUでは、具体的に１秒間に２以

上のメッセージのやりとりがあるというように、

頻度について数値基準を定めて、それによって規

制対象になる取引行為を定義づけています。 

金商法では、高頻度性は要件にはなっておらず、

速度の面からのみ規制対象を絞っているというこ

とになりますが、その理由について、パブコメ回

答 47番で幾つか挙げられています。 

 

・ 高速取引行為に該当するようなシステムを用

いる者が体制整備やリスク管理を適切に行なって

いない場合のリスクを考えれば、当該者が常態と

して取引頻度が低いだけでは、高速取引について
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指摘されるような懸念が払拭されるとは言えない

こと。 

・ 高頻度性を要件とすれば、高速取引を行う投

資家が複数の金融商品取引業者等に分けて発注し

た場合には、金融商品取引業者等からは高速取引

行為の要件の充足性を確認することが困難となり、

規制の実効性を確保できなくなること。 

 

このようなことが実際にあるのかないのかわか

らないのですけれども、確かに理論上はそうかな

と思います。 

 

・ 数値基準に対する潜脱行為を防止する必要が

あること。 

 

数値基準等を設けざるを得なくなると思われる

が、その潜脱が容易になってしまってはいけない

から高速性のみに着目した、というような説明が

なされています。 

 

 ただ、高速性を有利に使おうと思いますと、一

つの取引当たりで得られる利益は非常に小さいも

のになりますので、取引をかなりの回数繰り返さ

ないとシステム投資等に見合うだけの利益は得ら

れないということになろうかと思います。したが

って、実際には、高速取引行為を行う者は高頻度

で取引しているということになり、諸外国と比較

して何か大きく違いが出るというようなことはな

いのではないかと思います。 

   

Ⅲ．高速取引行為を行う者の登録制の導入 

１．登録を要する者 

具体的な規制の内容について見ていきたいと思

います。まず、登録制を導入しまして、登録を要

する者として、金融商品取引業者及び取引所取引

許可業者（金融商品取引業若しくは登録金融機関

業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行

い、又は行おうとする者に限る）以外の者が、高

速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣

の登録を受けなければならないというルールをつ

くりました（金商法 66 条の 50）。この登録を受

けた場合に、その者を「高速取引行為者」と呼ん

でいます（金商法２条 42項）。 

 登録制の特徴としまして、条文上は、「業とし

て」行う場合には限られないことになっています。

また、行為主体が法人格を有しない場合は、その

業務執行社員等が登録の主体となるとされていま

す（パブコメ回答 73番）。 

 金融商品取引業者は、新たに登録を受ける必要

はないのですけれども、別途登録事項の変更届出

か変更登録をする必要が出てくることになります

（金商法 29条の２第１項７号、31条１項・４項）。

金融商品取引業者以外の者、純粋な投資者であっ

ても、高速取引行為を行おうとするときには、登

録を受けなければならない、すなわち、投資者を

対象にした登録制度であるという点が特徴的であ

ると言えるかと思います。したがいまして、この

後に出てきます一定の業務に関する規制につきま

しても、投資者自身がその規制の対象になるもの

があるということを前提としてご了解いただきた

いと思います。 

 続きまして、複数の者が高速取引行為に関与す

る場合も当然あり得まして、例えば、先ほどのフ

ァンド運用者がする指図というのも、これ自体が

高速取引行為に該当するという規定になっていま

した。そうしますと、指図をする人、指図を受け

る管理者、その指図に基づく発注を受けて取り次

ぐ受託証券会社と、この三者が出てきます。この

ときに、誰が高速取引行為を行おうとする者に該

当して登録を要するのかということを考えなけれ

ばいけません。規制の趣旨からすれば、この場合

はある程度明らかかなと思うのですが、一般的に

は「個別事例ごとに実態に即して判断される」と

されています（パブコメ回答 31 番・35 番）。立

案にかかわった方の解説を読みますと、「取引の

仕組み（関与者間の契約関係、取引注文の発注情

報の流れ等）や、取引システムを用いて自動的に

行われる取引の判断主体等の諸事情を考慮しつつ、
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高速取引行為を行う者としてその実態を把握すべ

き者は誰かという視点で検討する」と書かれてい

ます（岩井＝北村＝光武・前掲注(6)40 頁）。こ

れはもっともだと思います。先ほどの例で言えば、

恐らく指図を出すファンド運用者が登録対象とな

り、他の者は原則として対象とならないという理

解になろうかと思います。 

ただ、先ほどの定義規定を見ますと、これは行

為のほうから定めていますので、どう言えばいい

のか難しいのですけれども、「取引の判断をする

のは誰か」という点をどこに読み込めばいいのか

というのはちょっと難しいと感じました。という

のも、例えばファンド運用者の例で、最終的に証

券会社が受託して自ら売買の注文を取引所に取り

次ぐわけですけれども、その売買も、それに係る

判断自体は、究極的にはコンピューターによって

自動的に行われているわけです。伝達も、当然先

ほど言ったような特殊な方法を使って時間を短縮

する方法がとられていることになります。定義規

定との関係では、レジュメの２ページの頭にあり

ます金商法２条 41項の「当該行為を行うことにつ

いての判断」というのを少し実質的に読むか、あ

るいは「行おうとする者」の解釈として、自動的

に行われる取引の判断主体が誰かというようなこ

とを読み込むか、何かそういう工夫をして適切に

登録すべき人を絞り込むことになるかと思います。

実際には、ここにありますように「個別事例ごと

に実態に即して判断される」ということで、金融

庁は事前の相談を推奨していまして、これまで登

録を受けた方の全てが事前相談を行っているとい

うことです。 

 

２．登録申請手続き 

登録申請書と法律で定められている添付書類を

提出する形で登録申請をすることになっています

（金商法 66条の 51）。 

 

○登録申請書の記載事項（金商法 66 条の 51 第１

項） 

まず、登録申請書の記載事項は次のとおりで、

参考資料としてお配りした資料と同じく、金融庁

のホームページで様式等と記載例が公開されてい

ます。 

 

・ 登録申請者の商号、名称、氏名（個人の場合） 

・ 資本金の額、役員の氏名（法人の場合） 

・ 主たる営業所の名称・所在地、高速取引行為

に係る業務を行う営業所の名称・所在地 

・ 他に行っている事業の種類 

・ 国内における代表者を定めていない外国法人

の国内における代理人の氏名等（金商業府令 327

条） 

 

 また、登録申請書の記載事項に変更が生じたと

きは、遅滞なく変更届を提出しなければならない

ことになっています（金商法 66条の 54第１項）。

変更が生じたにもかかわらず変更届を提出しない

場合には、登録取消しや業務停止命令等の処分の

対象となると解されます（金商法 66 条の 63 第１

項３号）。 

さらに、登録申請書の記載事項につきましては、

高速取引行為者登録簿に記載されまして、公衆の

縦覧に供されていますし（金商法 66 条の 52、金

商業府令 331 条）、この登録簿そのものではない

のでしょうけれども、金融庁のウェブサイトでは

高速取引行為者一覧というものを見ることができ

ます。 

 

○添付書類の内容 

以上が登録申請書の記載事項ですが、さらに重

要になると思ったのは添付書類のほうです。 

添付書類も幾つかありますが、登録拒否事由に

該当しない旨の誓約書（金商法 66 条の 51 第２項

１号）とか、法人の場合はその定款等（金商法 66

条の 51第２項３号）、あるいは登録申請者（法人

である場合はその役員）の履歴書等を添付せよと

いうことになっていますが（同項４号、金商業府

令 329 条）、これに加えて、業務の内容及び方法
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を記載した書類と業務に係る人的構成及び組織等

の業務執行体制を記載した書面（同項２号、金商

業府令 328 条）を添付せよということになってい

ます。 

 

○業務の内容及び方法を記載した書類（資料１参

照）  

 こちらは資料１として記載要領を配布させてい

ただきました。 

 業務の内容及び方法を記載した書類には、取引

戦略の概要を書けということになっています。取

引戦略の概要として、取引戦略の類型、高速取引

行為を行なう取引所、高速取引行為の対象とする

金融商品・デリバティブ取引の名称を記載するこ

ととなっています（金商業府令 328 条４項）。例

えば「東京証券取引所で株式を対象として取引を

する」というように書くことになります。 

「取引戦略の類型」ですが、これは高速取引行

為者向けの監督指針が策定・公表されており、そ

れによりますと四つ、大きくは三つの類型があり

ます（高速取引行為者向けの監督指針Ⅲ-３-１-

１(2)）。すなわち、マーケットメイク戦略、アー

ビトラージ戦略、ディレクショナル戦略、その他

の戦略（Ⅲ-３-１-１(2)①）の四つのうちから該

当するものを選んで記載せよということになって

いまして、取引戦略の基本的な仕組みを把握する

ために必要な事項がわかりやすく記載されている

必要があると本監督指針には書かれています（Ⅲ-

３-１-１(2)）。 

  さらに、立案にかかわった方の解説を読みます

と、どのような商品の、どういった点に着目し、

どのように取引することで、どういった収益を得

ることを目標とする戦略なのかというような流れ

で、平易かつ明瞭に記載することも一つの方法で

あると、かなり踏み込んで書くことを求めていま

す（岩井＝北村＝光武・前掲注(6)42 頁）。もっ

とも、アルゴリズムの詳細な説明や、パラメータ

ーの設定等の具体的内容までは書く必要はないと

いうことになっています。 

これは、登録申請書の記載事項と違いまして、

公衆の縦覧に付されるものではく、監督当局だけ

が把握するものではありますが、資料１の２ペー

ジの記載例１・２を見ますと、取引戦略の類型と

してはそれぞれマーケットメイク戦略やアービト

ラージ戦略と書けばいいことになっていますので、

あまり詳しく書く必要はないということかなと思

います。 

こういったことを監督当局が把握する意味です

けれども、これまでの諸外国の議論等も参照しま

すと、例えば流動性を供給する側に回るのか、そ

れとも流動性をいわば消費する側に回るのかとい

った市場に及ぼし得る影響や、不公正取引に該当

する取引が行われる可能性は、取引戦略によって

異なっており、マーケットメイク戦略やアービト

ラージ戦略では後者の可能性はそれほど高くない

と言われている一方、ディレクショナル戦略では、

不公正取引に近いものが行われる可能性が高くな

るのではないかというようなことが指摘されてい

るところです。したがいまして、この関係では、

監督当局が取引戦略の基本的な仕組みを把握する

ために必要な情報を入手できるようにしておくこ

とにはそれなりの意味があると考えられるかと思

います。 

 

○業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制

を記載した書面（資料２参照） 

 こちらも資料２として配付しておりますので、

適宜御覧になりながら聞いていただければと思い

ます。これは、すぐ後に出てきます登録拒否要件

との関係で非常に重要になりますが、次のように

さまざまな部門に分けてそれぞれ責任者を置きな

さいといったことが書かれています。 

 

・ 業務運営に関する基本原則、業務執行の方法、

業務分掌の方法 

・ 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵

守させるための指導に関する業務を統括する者の

氏名及び役職名 
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・ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の

氏名及び役職名 

― 金商法２条 41項の判断の責任者 

― 高速取引行為に係るプログラムの作成の責

任者 

― 高速取引行為に係る電子情報処理組織その

他の設備の管理の責任者を含む（金商業府令

８条 11号ロ） 

 

 これらの添付書類の記載事項に変更が生じたと

き──例えば取引戦略を変更するような場合も含

まれるということになろうかと思いますが──は、

変更届を必要書類とともに提出しなければならな

いことになっています（金商法 66条の 54第３項、

金商業府令 334 条）。これも、変更が生じたにも

かかわらず変更届を提出しない場合には、登録取

消しや業務停止命令等の処分の対象になるものと

解されます（金商法 66条の 63第１項３号）。 

 

３．登録審査 

 以上の書類を提出し、登録の審査を受けるわけ

ですが、登録拒否要件が金商法 66 条の 53 第１号

から７号に挙げられており、さらに、同条柱書で、

登録申請書・添付書類に虚偽の記載がある場合、

あるいは重要な事実の記載が欠けている場合には、

登録を受け付けてはならないということが定めら

れています。 

 

○登録拒否要件（金商法 66条の 53）  

１号：29条の４第１項１号イからハまでのいずれ

かに該当する者 

２号：他に行う事業が公益に反すると認められる

者 

３号：高速取引行為に係る業務を適確に遂行する

に足りる人的構成を有しない者 

４号：高速取引行為に係る業務を適確に遂行する

ための必要な体制が整備されていると認められな

い者 

５号：（法人である場合） 

イ 役員のうちに 29 条の４第１項２号イから

リまでのいずれかに該当する者のある者 

ロ 資本金の額又は出資の総額が 1,000 万円未

満の者（金商法施行令 18条の４の９第１項） 

ハ 外国法人であって国内における代表者又は

国内における代理人を定めていない者 

ニ  外国法人であってその主たる営業所若しく

は事務所又は高速取引行為に係る業務を行なう営

業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の

189 条１項に規定する外国金融商品取引規制当局

の同条２項１号の保証がない者 

６号：（個人である場合） 

イ 29 条の４第１項２号イからチまで又はリ

（同項１号ハに規定する法律の規定に係る部分を

除く）のいずれかに該当する者  

ロ 外国に住所を有する個人であって国内にお

ける代理人を定めていない者  

ハ  外国に住所を有する個人であってその主た

る営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る

業務を行なう営業所若しくは事務所の所在するい

ずれかの外国の 189 条１項に規定する外国金融商

品取引規制当局の同条２項１号の保証がない者  

７号：純財産額が０未満の者（金商法施行令 18条

の４の 10） 

 

一般的な金融商品取引業者等と共通する拒否事

由要件もありますが、３号と４号は高速取引行為

者に特有と言えるものかと思います。 

 

○人的構成要件・業務遂行体制の審査――高速取

引行為者向けの監督指針Ⅲ-３-１-３（1）の審査

項目 

・ 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、

高速取引行為者としての業務を公正かつ的確に遂

行することができる十分な資質を有していること 

・ 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規

制や本監督指針で示している経営管理の着眼点等

の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及

び高速取引行為の公正かつ的確な遂行に必要とな
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るコンプライアンス及びリスク管理に関する十分

な知識・経験を有すること 

・ 高速取引行為を行う者として、高速取引行為

の取引対象となる有価証券等に関する知識及び経

験その他高速取引行為に係る知識及び経験を有す

る者が確保されていること 

・ 高速取引行為に係る業務の適確な遂行に必要

な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者

が適正に配置される組織体制、人員構成にあるこ

と 

・ 高速取引行為に係る投資判断等を行う部門と

は独立してコンプライアンス部門（担当者）が設

置され、その担当者として必要とされる知識及び

経験を有する者が確保されていること 

・ 高速取引行為に係る業務について、例えば、

次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られ

ていること 

（a）帳簿書類・報告書等の作成、管理 

（b）リスク管理 

（c）電算システム管理 

（d）法人関係情報管理 

（e）売買管理 

（f）内部監査  

  

これが資料２とかかわってくるかと思いますけ

れども、金商法 66条の 53第３号と４号について、

高速取引行為者向けの監督指針を見ますと、次の

とおり、審査項目として、単に職務の分担が行わ

れているということだけではなくて、責任者とな

る人々、あるいは経営者自身が業務を公正かつ的

確に遂行するだけの十分な資質を有していること

などが求められています。資料２を見ますと、役

員について、例えば法規制等の知識・経験を十分

に有することが要求されているのですが、これに

ついては、弁護士や内部管理責任者等の資格を持

っているといったことが、例示ではありますけれ

ども書かれています。本来はプログラムさえいい

ものが組めれば高速取引行為が事実上はできるは

ずで、そういう意味では、このような仰々しい組

織体制を備えなくてもできるのでしょうけれども、

今回の規制との関係では、これだけの人的構成を

整えて十分な人的リソースを割かないと、登録を

受けて高速取引行為を行なうことができないとい

うことになろうかと思います。この点は、規制と

しての意味があるところかと思います。なお、金

融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（以下

「総合監督指針」という）も準用されます（高速

取引行為者向けの監督指針Ⅲ-２-１） 

さらに、人的構成の審査との関係では、高速取

引行為に係る投資判断等を行う部門とコンプライ

アンス部門にそれぞれ担当者を置かないといけな

いのですが、コンプライアンス部門の担当者が投

資判断部門から独立しているかを登録審査の際に

見るということが高速取引行為者向けの監督指針

に書かれています（Ⅲ-３-１-３（1）①ホ）。そ

うすると、それらの部門を同じ者が兼任すること

はできるのかという疑問が出てきます。パブコメ

回答 133 番を見ますと、もちろん兼任しないほう

が望ましいけれども、高速取引行為を行う投資者

の実態に即して、そこまで人的リソースにお金を

かけることを要求するのは酷であるという場合も

あるだろうから、必ずしも兼任が認められないわ

けではないとあります。ただ、コンプライアンス

部門のように、投資判断部門からの独立性が明示

的に要求されているものについては、兼任自体は

禁止されないけれども、兼任するのであれば、ど

うやって独立性を確保するのかということを丁寧

に説明することが求められるということも、パブ

コメ回答 132番・134番に書かれていました。 

 このほか、システム監査については、内部監査

部門がシステム部門から独立していることが求め

られるということになっています（高速取引行為

者向けの監督指針Ⅲ-２-１、総合監督指針Ⅲ-２-

８（1）⑦イ）。 

 

○登録取消し・業務停止命令・役員解任命令 

高速取引行為者の登録を受けた後に、登録拒否

事由に該当することとなった場合には、登録取消
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しや業務停止命令等の処分の対象になると解され

ます（金商法 66 条の 63 第１項１号、なお、業務

改善命令につき金商法 66条の 62）。 

 もっとも、すぐにといいますか、いきなり業務

停止命令等で処分されるということではなくて、

高速取引行為を行う者（投資者を含む）に対して

業務改善命令を出すことができるとされています

ので、まずは業務改善命令が発せられることにな

るのかと思います。特に登録拒否事由に該当する

こととなった場合、例えば、登録後の検査等にお

いて人的構成が十分ではないと判断されたような

場合には、まず業務改善命令が出て、それに対応

する措置ができない場合に、業務停止、登録取消

しというふうに進むものと思われます。 

 

Ⅳ．高速取引行為者の業務に関する規制 

１．業務管理体制の整備 

繰り返し申し上げているとおり、高速取引行為

者には、投資者も含まれるのですけれども、その

ような者に対して業務管理体制を整備せよという

ことが金商法 66 条の 55 に書かれています。その

具体的な内容は「内閣府令で定めるところにより」

とあり、金商業府令 336 条に二つのことが定めら

れています。 

 

１号：高速取引行為に係る業務を適確に遂行する

ための社内規則等（社内規則その他これに準ずる

ものをいう）を整備し、当該社内規則等を遵守す

るための従業員に対する研修その他の措置がとら

れていること。 

２号：高速取引行為に係る電子情報処理組織その

他の設備の管理を十分に行うための措置がとられ

ていること。 

 

 １号は、主にコンプライアンス関係、あるいは

システムの運用関係ということになろうかと思い

ます。 

 ２号は、高速取引行為に非常にかかわりの深い

部分でして、具体的には、異常動作等の防止をす

るための管理体制がきちんと整備されているかと

いうことが問題にされていると理解しました。 

 これについては、市場 WG 報告で、高速取引行為

に対する懸念の一つとして、市場にとってインパ

クトのある情報が出たような場合に、アルゴリズ

ムに基づく高速取引行為が加速度的に反応して、

マーケットがどちらか一つの方向に動くことで市

場を混乱させるおそれがあるのではないかという

指摘がされていたところです。そのプログラムを

組んだ者も想定しなかったような動きをすること

によって、市場を混乱させる。具体的に言うと、

冒頭に申し上げたフラッシュクラッシュというよ

うな、数分間でダウ工業株 30種平均が何百ドルも

下がるというようなことにつながらないようにす

るのが、異常動作等の防止等の管理態勢の整備と

いうことになろうかと思います。 

 

○異常動作等の防止等の管理態勢（高速取引行為

者向けの監督指針Ⅲ-２-１-２） 

 具体的には、高速取引行為者向けの監督指針Ⅲ-

２-１-２を見ますと、まず、①として、取引シス

テムにおいて、異常動作等により高速取引行為者

において予期しない注文その他金融商品取引市場

に混乱等を生じるおそれのある注文（以下「異常

注文」という）がなされることのないような仕組

みが採用されているかということが審査されます。

例えば、高速取引行為者の行う取引の類型や規模

等に応じた適切なハードリミットやソフトリミッ

トの設定、これは途中で注文を受け付けなくする、

遮断してしまうようなものかと思いますけれども、

このような一定のリミットまでしか注文を出せな

いようにする仕組みを、あらかじめ取引システム

のプログラムに組み込んでおくということ、ある

いは、異常注文を防止するために随時のモニタリ

ングが行われるようなシステム対応が十分になさ

れているかということです。 

②は、取引システムにおいて、異常注文がなさ

れた場合には直ちに金融商品市場の混乱等を可及

的速やかに防止するための仕組みが採用されてい
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るかということでして、例えば、高速取引行為者

の行う取引の類型、規模等に応じて、市場に伝達

された異常注文をキャンセルする機能（いわゆる

キルスイッチ）の設定を取引システムに組み込む

等、異常注文がなされてしまった場合の適切な措

置を講じられるようなシステム対応が十分になさ

れているというようなことです。 

③は、こういったシステムに係るプログラムの

実装過程において、運用を開始する前に、データ

処理量の増大等を想定して負荷をかけたテスト、

いわゆるストレステストを行うなど、取引システ

ムが十分な処理能力を有していることを確認した

かどうかというようなことも審査するということ

です。 

 EUの指令を見ましても、同様のことが要求され

ていまして、この辺は国際的にも足並みがそろっ

ていることになろうかと思います。これらが、市

場 WG 報告でも出ていた高速取引行為に対する懸

念に対応するための措置ということになろうかと

思います。 

  

２．業務の運営に関する規制 

金商法 66 条の 57 で、高速取引行為者は、業務

の運営の状況が次の各号のいずれかに該当するこ

とのないように、その業務を行わなければならな

いとされています。 

 

１号：高速取引行為に係る電子情報処理組織その

他の設備について、電子情報処理組織の異常な動

作その他の事由により金融商品市場の機能の十全

な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理

が十分でないと認められる状況にあること。 

２号：前号に掲げるもののほか、業務の運営の状

況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ず

るおそれがあるものとして内閣府令で定める状況

にあること。 

 

 １号は、先ほど見ました異常動作等の防止に関

する管理態勢と重なってくるかと思います。２号

は、こちらのほうが法律的には重要かと思います

が、ここにある「内閣府令で定める状況」という

のは、以下のとおり金商業府令 337 条で定められ

ています。  

 

１号：その取り扱う法人関係情報に関する管理に

ついて法人関係情報に係る不公正な取引の防止を

図るために必要かつ適切な措置を講じていないと

認められる状況。 

２号：取引所金融商品市場における上場金融商品

等の相場若しくは取引高に基づいて算出した数値

を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若し

くは安定させ、又は取引高を増加させることによ

り実勢を反映しない作為的なものを形成させるべ

き当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付

け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み

若しくは委託等をする行為を防止するための売買

管理が十分でないと認められる状況。 

 

 １号では、いわゆる法人関係情報に基づく不公

正な取引を防止するために必要な措置として、法

人関係情報を適切に管理するような態勢を整備せ

よということが言われていまして、２号では、相

場操縦、あるいは作為的相場形成に該当するよう

な取引がなされないように、売買管理を十分にせ

よということが言われているわけです。 

 

○作為的相場形成等の防止体制（２号関係）（高

速取引行為者向けの監督指針Ⅲ-２-１-３） 

作為的相場形成等の防止態勢としましては、こ

れも高速取引行為者向けの監督指針Ⅲ-２-１-３

に具体例が書かれています。 

まず、①は、高速取引行為の公正性を確保する

ため、個別銘柄について、その騰落率や自社の市

場関与率及び特定の発注担当者による売買状況等

を勘案した具体的な抽出基準を策定し、当該基準

に基づく適正な抽出を行うことができる仕組みを

取引システムに組み込む等して、適正な抽出を行

っているか。つまり、怪しい注文、取引行為を察
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知して、システムとして、自動的に探知して、こ

の一連の売買注文はこの基準に当てはまりますと

いうアラートのような形で管理部門に伝えるシス

テムがつくられているかというようなことです。                       

②では、そのように抽出された取引について具

体的な審査基準を策定して、作為的相場形成等の

不公正取引を排除するために必要な措置（例えば、

当該発注担当者に対する照会、注意喚起、取引停

止等）を講ずる等適切な売買管理を行っているか、

を審査するとされています。 

 高速取引行為に対して、「欧米をはじめ我が国

においても、アルゴリズムを用いた相場操縦等の

不公正取引の事案等が報告されている中」、高速

に限らず、アルゴリズムを用いて市場の公正性を

損なう行為が行われたという事案が幾つかある中

で、「市場の公正性に影響を与えるおそれはない

か」ということが懸念されていまして（市場 WG報

告 14頁）。それに対応するために、あらかじめシ

ステムの中にこういう不公正取引を防止するよう

なシステムを組み込むことを要求したものと理解

できるかと思います。 

 

３．帳簿書類の作成・保存 

続きまして、帳簿書類の作成・保存でありまし

て、金商法 66 条の 58 の「高速取引行為者は、内

閣府令で定めるところにより、その業務に関する

帳簿書類を作成し、これを保存しなければならな

い」というのが根拠条文となりまして、ここにあ

る「内閣府令で定めるところ」は金商業府令 338

条ということです。 

高速取引行為に係る注文伝票及び取引日記帳を

作成し（高速取引行為が運用に係るものである場

合には発注伝票及び運用明細書）、それぞれ７年

間・10 年間保存が義務づけられています（金商業

府令 338 条１項・４項）。これは金融商品取引業

者に作成・保存が義務づけられているものと基本

的には同じでして、その作成方法を準用すること

になっています。 

ただし、高速取引行為者の注文伝票に特有の規

制として、タイムスタンプと注文受付番号を記載

しなければならないとされています（金商業府令

338 条６項）。タイムスタンプというのは、取引

所等が当該注文を受け付けた時刻を検証可能な形

でつけておくもので、マイクロ秒単位での時刻が

付されるようです。 

 これは何のために作成・保存するかといえば、

事後的に当局が売買等を審査して、不公正取引に

該当しないかといったことを審査する際に証拠と

して見るものでありますので、注文伝票や取引日

記帳については、記載事項を容易に検索できるよ

う体系的に構成する方式によって作成せよとされ

ています。さらに注文伝票については、当該注文

を作成するために用いられたプログラムの内容を

確認することができるように作成せよとされてい

ます（金商業府令 338 条７項）。これは、プログ

ラムを見ないとどういう意図で発注されたのかわ

からないことになりますので、プログラム自体を

そこに書く必要はもちろんないのですけれども、

紐づけが可能なように、この注文を出した当時の

プログラムを見せなさいと言えば、すぐにわかる

ようにしておけということが定められています。

当然、これらのものは提出命令や検査の対象とな

ります（金商法 66条の 67）。 

 以上が、高速取引行為者に対する規制です。 

 

Ⅴ．受託証券会社に関する規制 

１．無登録者等からの高速取引行為の受託禁止 

 受託証券会社も、ゲートキーパーとしての責

任・役割を随分と担わされていまして、その一つ

として、無登録者等からの高速取引行為を受託し

てはならないという規定が金商法 38 条８号に設

けられました。 

 

金商法 38条８号：高速取引行為者（金融商品取引

業者等及び取引所取引許可業者（金融商品取引業

若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務と

して高速取引行為を行う者として政令で定める者

に限る。）を含む。）以外の者が行う高速取引行
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為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取

引の委託を受ける行為その他これに準ずるものと

して内閣府令で定める行為 

（「内閣府令で定める行為」＝金商業府令 116 条

の４） 

 

 無登録者からの受託禁止ですが、高速取引行為

者の登録状況は、先ほど言いましたとおり、金融

庁のウェブサイトで公表されていますので、その

人が登録を受けているかどうかはわかりますし、

高速取引行為をやろうと思いますと、コロケーシ

ョンサービス等を利用することになりますので、

事前に高速取引行為を行うつもりだということは、

かなりの程度で受託証券会社にとっても把握可能

ということになります。なので、これでいいのか

と思うのですが、ただ、内閣府令で定める行為と

いうのを見ますと、単に無登録の者だけでなくて、

「高速取引に係る電子情報処理組織その他の設備

の管理を十分に行うための措置を適正に講じてい

ることを確認することができない者からの高速取

引行為の受託」をしてはならないということにな

っています。つまり、受託証券会社に、自分の顧

客となる投資者が高速取引行為を行うための十分

な管理措置を講じていることを確認することを義

務づけているということになります。 

具体的に確認としてどのぐらいのことをやらな

いといけないのかというのは、総合監督指針（Ⅳ-

３-２-３(4）)に定められています。ここでは、例

えば、取引開始時に、高速取引行為者の業務管理

体制として定める取引システムの管理を十分に行

うための措置を講じていることを書面等で確認で

きないことが、内閣府令に言う「確認することが

できない」状況に該当するのだとあります。ここ

を読むと、書面を出してもらったらいいというこ

とになりそうです。もっとも、先ほど申し上げた

ストレステストを行うときに立ち会って確認する

必要があるのか等、わからないところもあります。

「書面等」ですから、まずは書面を出してもらえ

ばいいということかと思います。また、取引開始

後に、高速取引行為者の取引システムに異常が発

生した場合に、書面等による適切な報告・説明を

得られないこと、ともありまして、このようなこ

とが発覚した場合には、即時に受託をやめなさい

ということになるかと思います。 

 

２．高速取引行為者による不公正取引防止のため

の売買管理 

さらに、これは高速取引行為に限定されること

ではありませんが、金商法 40条２号の「その他業

務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護

に支障を生ずるおそれがあるもの」として内閣府

令で定める状況としまして、金商業府令 123 条１

項 12号に、取引所金融商品市場における上場金融

商品等の相場を変動させることにより実勢を反映

しない作為的なものを形成させるべき当該上場金

融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデ

リバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託

等若しくは受託等をする行為を防止するための売

買管理が十分でないと認められる状況、とありま

す。 

つまり、作為的相場形成に当たるような注文を

受託してはならない、受託することを防止するた

めの売買管理体制が十分でなければならないとい

うことが書かれています。総合監督指針 IV-３-２

-３(1)にある顧客の不公正取引防止のための売買

管理体制に係る留意事項のところでは、「顧客の

売買商品、取引手法・形態等の売買動向を把握す

るための具体的な取扱方法を策定し、当該取扱方

法に基づき、適時、モニタリング等を行うなどに

より顧客の売買動機等の的確な把握を行っている

か」を審査するとあります。また、高速取引行為

者自身に対するのと同じように、顧客から受託し

た取引から作為的相場形成に該当し得るものを抽

出するシステムを設けているかということも、留

意事項として書かれています。 

 さらに、日本証券業協会の「不公正取引の防止

のための売買管理体制の整備に関する規則」を見

ましても、４条で「会員は、第２条で定めた社内
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規則に基づき売買審査を行わなければならない」

と定められています。これは今回の法改正を受け

て改正された形跡はありませんが、基本的に不公

正取引に該当するような取引の注文を受託するこ

とのないように、証券会社でも一般的にそれを防

止する体制整備をせよ、具体的には売買審査をせ

よということになっているわけです。 

他方で、市場 WG報告では、「取引の高速化が進

む中にあっては、証券会社が顧客の注文について

実効的にチェック機能を果たすことには限界があ

るとの指摘がなされている」とされています（市

場 WG 報告 12 頁）。前述の総合監督指針の留意事

項では、適時、モニタリング等により把握せよと

書かれているのですけれども、この「適時」がど

のくらいの時間を意味するのかというのが難しい

かなという気がしました。リアルタイムで売買管

理をして、すぐに対応しろというのはかなり難し

いでしょう。もちろん、システムとして組み込ん

でいればリアルタイムに近い形で対応できるのか

もしれませんが、このあたりが今後は重要な課題

になるのかなというふうに思いました。 

 

Ⅵ．高速取引行為に関する取引所の役割 

○高速取引行為者に対する調査義務等 

もう一つ重要なプレーヤーとして、取引所につ

いてもさまざまな役割を担わせるということにな

っています。具体的には、以下のとおり、金商法

85 条の５というものが新設されました。 

 

金商法 85 条の５：金融商品取引所は、84 条に定

めるもののほか、この法律及び定款その他の規則

に従い、取引所金融商品市場における有価証券の

売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並び

に投資者を保護するため、高速取引行為を行う者

の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の

状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

 これを受けまして、東京証券取引所でも一連の

体制整備といいますか、業務規程の改正が行われ

ていまして（平成 30年３月２日）、それが資料３

「高速取引行為を行う者の登録制等の導入に伴う

業務規程等の一部改正について」です。 

 

○高速取引行為に係る取引戦略の把握 

 具体的には何を改正したかということですけれ

ども、まず、高速取引行為に係る取引戦略を把握

するということになっています。資料３の「Ⅱ．

改正概要」の「１．高速取引行為に係る取引戦略

の区分の明示」では、「取引参加者が高速取引行

為に係る呼値を行う場合には」──市場に注文を

つなぐ際には、ということです──「その旨を高

速取引行為に係る取引戦略の別を区分して当社に

対し明らかにするものとします」と書かれていま

して、その右側に、業務規程 14条１項７号と書か

れています。私の調べ方がちょっと足りないのか

もしれませんが、この７号を見る限り、確かに証

券会社が呼値を行う際、高速取引行為に当たるも

のであるときは、その旨を明示せよということに

なっているのですが、その取引戦略まで明示せよ

ということにはなっていないように思いました。 

 

業務規程 14条１項：取引参加者は、売買立会によ

る売買を行おうとするときは、呼値を行わなけれ

ばならない。この場合において、取引参加者は、

次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らか

にしなければならない。 

７号：当該呼値が高速取引行為（法第２条第 41項

に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。）に

係るものであるときは、その旨 

 

 他方で、東京証券取引所の受託契約準則６条５

項を見ますと、本来は取引戦略も明示させること

が予定されていたようです。ただ、業務規程のほ

うで私は見つけられませんでしたので、後ほどま

た補足していただけるとありがたいと思います。 

 

受託契約準則６条５項：顧客は、高速取引行為に



 

 
- 16 - 

係る有価証券の売買を委託する場合には、その都

度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引

戦略の別を、取引参加者に対し指示するものとす

る。  

 

 ただ、取引戦略の別を注文ごとに明示すること

にはどのような意味があるのかなと考えたのです

が、よくわからないところもあります。登録の際

に取引戦略を添付書類として届け出ることになっ

ており、こういう取引戦略でやりますということ

をあらかじめ聞いておくということはわかるので

すけれども、注文ごとに把握する必要性というも

のが今一つよくわかりませんでした。しかも、複

数の戦略により構成される複合的な取引戦略とい

うもので取引しているようなところは、そもそも

そのようなことが可能なのかなということを少し

疑問に思いました。 

なお、市場 WG 報告 15 頁では、「各注文がアル

ゴリズム取引によるものであることの明示」を要

求すべきであるとされていましたが、必ずしも取

引戦略については触れられていなかったように思

います。  

 

○注文管理体制等の整備 

東京証券取引所が行った規則改正の一つとして、

取引参加者における注文管理体制に関する規則４

条３号が新設されました。取引参加者は資力を踏

まえ「一定の時間における注文の数量又は金額の

合計が一定の数量又は金額以上となる注文等の発

注を防止するために適切と認められる制限」を実

施するということで、過剰な注文が出ることを防

ぐために、あらかじめリミットを設けておく制度

をつくられたということかと思います。 

 

○受託証券会社が高速取引行為に係る売買の委託

を受ける際に講じるべき措置 

 これを受けて、取引参加者である証券会社に対

しても、顧客との関係で、こういう制限を受けま

すということも含めて、取引所の要請に応じるよ

う――取引所と顧客に当たる投資者との間には直

接の契約関係がありませんので――取引参加者で

ある証券会社を通じて取引関係に入る投資者の合

意を得るという仕組みになっています。 

 

取引参加者規程 21条の２：取引参加者は、顧客か

ら当取引所の市場における高速取引行為……に係

る有価証券の売買の委託……を受けた場合には、

当取引所が当該顧客に対して行う要請……に当該

顧客が応じるよう適切な措置を講じなければなら

ない。 

（「適切な措置」：高速取引行為を行う者と受託

取引参加者の間での契約書やそれに準ずる書面等

における協力に関する合意） 

  

以上が法改正の内容でありまして、残された課

題として書きましたのは、市場 WG報告では、先ほ

ど述べた幾つかの懸念のほか、アルゴリズム高速

取引で用いられる戦略には短期的なものも存在し、

アルゴリズム高速取引のシェアが過半を占める株

式市場では、中長期的な企業の収益性（本来の企

業価値）に着眼した取引が少なくなって、結果、

そこで形成される価格は必ずしも企業価値を反映

したものにならないのではないか、といった懸念

が示されていまして、これは今後市場での結果と

いいますか状況を見ながら判断していかないとい

けない問題かと思います。 

以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○黒沼  松尾先生、詳細な報告をありがとうご

ざいました。 

それでは、ここから討論に入りたいと思います

が、特に報告事項について大きく分かれていたわ

けではないと思いますので、どの点からでも自由

にご発言いただければと思います。 
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【高速取引・高頻度取引に対する規制の国際比較】 

○川口  まずは、総論的なところをお聞きした

いと思います。高速取引の規制は、EUやアメリカ

が先行していて、それを見ながら日本でも制度を

整備したということかと思います。そのため、で

き上がったものについては、海外のものとよく似

ているといいますか、海外制度とイコールフッテ

ィングなものになっているという理解でよいでし

ょうか。それから、EU等にはないけれども日本に

は導入されたものはあるのか、逆に EU等にはある

けれども日本には導入されなかったものはあるの

でしょうか。一例として、先ほど高頻度取引とい

う話が出ましたけれども、そのようなものがある

ならば、それはどういう理由によるものかなどに

ついてご紹介いただければと思います。 

○松尾  私が見た限り、日本にあって他国にな

い規制というのは、規制の程度は別として、ほぼ

ないのではないかと思います。他方で、日本には

ないけれども例えば EUにあるものとしては、マー

ケットメーカーに対する規制というのがあります。

高速取引の戦略の一つとしてマーケットメイク戦

略というものがありますけれども、これについて

は、アルゴリズム取引の特性上、想定していない

ようなイベントが発生すると、取引自体をやめて

しまう、マーケットメイクをしなくなるというよ

うなことがあって、マーケットメイクとしてはそ

れではだめなのではないか、一番マーケットメイ

クしてほしいときにいなくなるというので困るの

ではないですかということで、一定のマーケット

メイク戦略をとる者に課されるマーケットメイク

規制というものがあります。日本でそれがとられ

なかったのはなぜか、詳しい理由はわかりません。 

ただ、EU等と違って、少なくとも個別株式市場

においては、日本の取引所等はマーケットメイク

をする者に何か優遇するようなことはしていない

と思います。海外では、例えば手数料を安くする

とか、あるいはリベートを渡すという形でマーケ

ットメーカーを優遇していますので、マーケット

メーカーに対して特別な規制を課すということが

必要になったと思います。日本の個別株式ではそ

ういうことはないので、マーケットメイクに特有

の規制が入らなかったのではないかと推測してい

ます。 

○川口  日本の規制が海外と比較して厳しくな

り過ぎると、取引が海外に逃げてしまうおそれが

ありますね。逆に緩やか過ぎると、海外では排除

されているようなものが日本に入ってくることに

なります。そういうことで、規制がイコールフッ

ティングである必要があり、今回はこの点が重視

されているように思います。金融庁が公表してい

る登録名簿を見ますと、現時点で 10社ですか……

（平成 30年 10月９日時点）。 

○松尾  そうだったかと思います。 

○川口  立法段階では、日本で活動している 60

社ぐらいがこれに該当すると言われていたように

思いますが、これと比べると、かなり少ないです

ね。規制が厳しいということが反映されているの

でしょうか。あるいは、この 60社は、本来は海外

では活動できないものが日本ならば大丈夫だとし

て活動していたものなのか……。よくわからない

のですが、その辺はどう思われますか。 

○松尾  先ほど説明しました人的構成や組織体

制の整備というところはかなり重たいようにも思

います。これはなかなか EU 等と比較するのが難し

いところはありますが、想定されていたより少な

かったのは、多分この辺が負担になるということ

で参入を見送ったのかもしれません。あるいは様

子見をされているのかもしれませんけれども。 

○川口  規制の施行後、６か月間は登録がなく

ても営業はできるので、それから考えようと思っ

ているのか、あるいは現時点で審査中ということ

もあるかもしれないですね。 

○松尾  そうかもしれないですね。 

○川口  ありがとうございます。 

○梅本  業者数に関してですが、海外では、高

速取引業者の利益が当初に比べてかなり少なくな

っているという話を聞いたことがあります。当初
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参入したころは利益があったけれども、皆似たよ

うなことをやり始める。そうすると、各社の利益

はどんどん小さくなっていくので、そういったう

まみが以前に比べると少なくなっているのかなと

いう気もします。 

○松尾  特にアービトラージやマーケットメイ

クというのは、競争が激しくなればなるほど利益

を得るチャンスが少なくなりますので、多分、そ

ういう自然減といいますか、そういったところも

あると思います。 

 

【高速取引行為の定義と規制の及ぶ範囲】 

○前田  高速取引行為の定義に関して、レジュ

メの３ページのところで、伝達の方法が相当絞り

込まれているというお話を伺いました。しかし、

証券会社等のサーバーの設置されている場所が取

引所のシステムから物理的に離れていても、高速

的な取引は幾らでもできそうに思うのです。恐ら

くは零コンマ何秒というような世界では、そうい

う物理的な位置も大事になってくるのかなという

ように想像はするのですけれども、ただ、見方を

変えますと、サーバーが離れた場所に置かれてい

てスピードで一歩遅れていれば、結局規制はかか

らないことになるのですよね。 

○松尾  そうですね、高速取引行為としての規

制はかからないことになります。 

○前田  そういうスピードで劣るものであって

も、高速的な取引をすれば、市場に与える悪影響

などはそれほど変わらずあり得るように思うので

すけれども、そういうものについて規制は必要な

いということでいいのでしょうか。 

○松尾  これも推測ですけれども、先ほど梅本

先生のお話にもあったとおり、高速取引行為をし

てもうけようとすると、まさにコンマゼロ数秒の

違いで全く利益の機会にあずかれないということ

になりますので、物理的な距離を争わずに、ある

程度離れても成り立つ高速取引戦略というのは、

事実上ほぼないのではないかというふうに思いま

す。 

○前田  なるほど。スピードで一歩出遅れてし

まうと、この種の取引をやっても、全く競争して

いけない。だから規制の必要がないということで

すね。 

○松尾  そういうことではないかと思います。 

○前田  どうもありがとうございます。 

○舩津  今の点ですけれども、恐らくその通り

ではないかと私も推測するのですが、『フラッシ

ュ・ボーイズ』という本を見ていると、砂漠に光

ファイバーを引いてというような逸話が出ている

のですけれども、EUだと、速い線でつないでいた

ら、それはもう高頻度・高速取引ですよというよ

うな規制があったりするのは、恐らくは、マーケ

ット間のアービトラージ戦略をとるときに、それ

が結構強く影響してくるからだということだと思

うのです。しかし、日本の場合、恐らく、高速取

引行為の舞台になっているのは事実上東京証券取

引所だけで、コロケーションエリアでやっていな

いと意味がないからではないかと思います。この

高速取引行為というのは、この定義を見るに、事

実上コロケーション規制なのですよね。 

○松尾  そうですね。 

○舩津  コロケーションエリアにサーバーがな

ければもう規制はかからないというのは、恐らく

そういうことなのではないかなと一応推測はした

のですけれども、ただ、それでいいのかというの

はやはりあって、市場間のアービトラージ──市

場という言い方よりも、「取引の場」という方が

適切だと思いますが──その間のアービトラージ

というのは今後やはり起こり得る話なのではない

かなという気は何となくしました。 

○松尾  それもおっしゃるとおりで、先ほど川

口先生からご質問があった EU やアメリカにあっ

て日本にないものの一つとして、アメリカは特に

そうらしいのですが、取引が、取引所や PTS に分

散しているので、取引の場の間でのアービトラー

ジですとか、そこでの情報開示の仕方の違いに着

目した一種のアービトラージのようなことをやる

のもあるようです。それらの一部を規制すること
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になっています。しかし、舩津先生がおっしゃっ

たとおり、今の日本では取引の場の間でのアービ

トラージのようなことは事実上ないというふうに

理解していまして、規制対象となる取引は、事実

上、東京証券取引所のコロケーションエリアから

のものがほぼ全てということになりそうです。一

応規制の上では、隣接・近接も含むので、離れて

いてもいいということですけれども、そういうこ

とになっていると思います。 

また、そのような取引があり得るとしても、取

引所間でアービトラージをしようと思いますと、

それぞれの取引所のコロケーションエリアにいな

いとアービトラージのチャンスにめぐまれないこ

とになるかと思います。アービトラージのチャン

スを見つけるためのシステムと、それに加えて、

チャンスを見つけてすぐ発注をするということが

必要になります。見つけてすぐ発注するというの

は、札幌証券取引所と東京証券取引所の両方のコ

ロケーションエリアに持っていないと出遅れると

いうことになろうかと思うので、このような取引

も規制の対象となるようにも思います。 

○伊藤  今の点に関連してですけれども、もし

コロケーションを要件としないのであれば、高速

取引行為の定義は判断の自動性のみになってしま

うということなのでしょうか。また、その場合に、

規制をかける範囲が十分に確定できるものなので

しょうか。 

○松尾  EUは、実はアルゴリズム取引というの

と高頻度取引というのを別に定義しています。高

頻度取引はアルゴリズム取引の一類型であると整

理していますので、そういう意味では、アルゴリ

ズム取引について要求される規制であれば、今お

っしゃった自動判断というところで絞りをかけて

いいのかと思います。しかし、これだけ重い規制、

特にシステムの管理に関するものを課すには、も

う少し絞り込まないといけないかなという気はい

たします。どのようにするかというのは難しいで

すけれども、絞り込む必要はあるかなというふう

に思います。 

○伊藤  ありがとうございます。 

○片木  一定の値段に上がったら自動的に売り

買いの注文を入れるというシステムであれば、

少々素人といいますか、デイトレーダーでも入れ

ていますから、そこまでは入らないという……。 

○松尾  入らないですね。 

○片木  だから、取引の規模は要件としては入

らずに、ただ高速性と判断の自動性だけを見ると

いうことになるわけですね。 

○松尾  そうですね。ただ、やはり事実上、１

取引当たりの利益が１円を切るような世界なので、

高頻度で大規模にやらないと業としては成り立た

ないとは思いますけれども。 

○片木  私はコロケーションという概念自体が

全然わからないので聞くのですけれども、日本の

ように現物取引と先物取引が東京と大阪に分かれ

ているときに、この二つの市場間でのアービトラ

ージもあるとは思うのですが、これは、高速取引

行為としてやるときには、やはり２か所に置いて

やるわけですか。 

○松尾  マッチング・エンジンの場所が──私

はどこにあるかは知りませんけれども――もし違

うのであれば、それぞれのところに置かないと、

アービトラージのチャンスを見つけて、注文を出

しますというときに、見つけるのは皆ほぼ同時な

ので、あとは取引所につなぐその速度だけの競争

になるのですね。そうすると、それぞれのマッチ

ング・エンジンの近くにサーバーを設置しておか

ないと負けるということになろうかと思います。 

○北村  レジュメの４ページですが、MIFIDⅡで

は高頻度性が要件となっているのに対し、日本で

は高頻度であることは要求されず、高速取引であ

ることが規制のポイントになっているとのことで

す。その理由の一つ目にあります、高速取引行為

に該当するシステムを用いる者が体制整備・リス

ク管理を適切に行えないリスクを考えれば、当該

者が常態として取引頻度が低いだけでは、懸念が

払拭されるとは言えないというご説明なのですけ

れども、お話をお聞きしていると、結局取引頻度
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が高いから懸念があるというように考えてしまい

ます。ここでのご説明は、高速取引で頻度が低い

ものは普通やらないでしょうけれども、たまたま

頻度が低いものが高速で行われたときに、それだ

けで問題が生じるということなのでしょうか。 

○松尾  複数の投資者の一回きりの注文が同時

に集中しますと、例えば先ほどお話ししたような

一方向に価格形成が進むといった事態は、理論上

は想定できるとは思います。 

○北村  私もそのように思いますが、わざわざ

高頻度性を外す理由があったのでしょうか。 

○松尾  高頻度性の定義をするのが難しかった

ということではないかと思います。 

○北村  なるほど、１秒間に何回という要件で

すか。 

○松尾  はい。 

○北村  わかりました。 

 

【高速取引行為について登録制とすることの意味】 

○梅本  今の点も含めてですけれども、私の理

解が間違っているかどうか、むしろお聞かせいた

だければと思います。高速取引行為の場合は、先

ほど先生がご説明になりました証券会社のゲート

キーパーとしての役割、インサイダーですとか相

場操縦とかにかかわりそうな取引を全部弾く役割

が求められているわけですよね。そういったプロ

グラムを証券会社が入れると、恐らく高速取引行

為を害してしまう。だから、そこはスルーになっ

てしまう。しかしそうなると問題なので、高速取

引行為者には当局に対して先ほどおっしゃったプ

ログラムの概要について届け出させたり、あるい

は取引所に対して一定の役割を求めたりといった

形で、別のルートで不公正な取引の流れをチェッ

クしなければいけないと。高頻度ではなくても、

高速であったら証券会社がスルーになってしまう。

そうすると、ゲートキーパーの役割が果たさせな

くなってしまうので、何か別の枠組み、つまり高

速取引行為者を登録制にして云々という話につな

がるのかなと思ったのですけれども、そういう理

解でよろしいでしょうか。 

○松尾  そうですね。ただ、その場合も、一回

きりでできるものというのはあまりないようにも

思います。レジュメにも書きましたとおり、リア

ルタイムでの監視というのがほぼ不可能になりま

す。電話とか対面だったら、顧客からの注文の内

容が、作為的相場形成に当たるということで、そ

の場で止められるわけですけれども、そこがスル

ーになってしまうというのはおっしゃるとおりで

す。ただ、一方で、事後的に検証することは証券

会社も必ずしも免除されているわけではないと思

います。確かに高速性ゆえにチェックをスルーし

てしまうというところは、高速性が主たる規制対

象の絞り込みの要素になっていることと大いに関

係するというのは、おっしゃるとおりかと思いま

す。 

○舩津  今の点に関してですが、まず取引戦略

を把握しておくのが適切だということで、取引戦

略を書かせますということを言っているわけです

けれども、その戦略を知ることに一体どこまで実

効性があるのかというのがよくわからないところ

です。まず、登録のときに添付書類に記載した取

引戦略に従っているかということ、従っていなか

った場合は、変更届を提出しなければ登録取消し

の事由に該当するということで、事実上締め出せ

るということにはなるのだと思いますけれども、

問題は、取引戦略をどう評価するかというか、こ

の記載は嘘ですよということを誰がどこまで言え

るのかというところです。 

例えばレジュメの 14ページに、「注文ごとに高

速取引行為に係る取引戦略の別を明示すること」

ということが書いてあるのですけれども、注文と

いう場合、これは恐らく１メッセージの話なので

すよね。 

○松尾  そうかと思います。 

○舩津  １メッセージごとにということですか

ら、これはマーケットメイクですとか、これは何

とかですというのを結果的に何千個、何万個とつ

けるというのは、ちょっとよくわからないなとい
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うことなのですけれども、取引戦略というものが

私の理解のようにもう少し大きいものだとするな

らば、取引戦略の解釈はかなり変わってくるので

はないかなと。仮に当局が戦略を評価する人であ

ったとして、戦略の記述違反によって登録取消し

ということまで実効的にできるのだろうかという

のがまず一点です。 

 それからもう一点、それとの関係で、レジュメ

９ページの「異常動作等の防止等の管理態勢」と

いうところですけれども、異常注文が発注される

ことがないような仕組みを採用しているかという

ことに関しても、誰が異常注文というものを評価

するのだろうかというのがよくわからないのです。

「異常注文」の定義はないのですね。これは恐ら

く指針の中の記述ということ……。 

○松尾  定義はないです。 

○舩津  そうすると、異常注文というのは誰が

評価するのか。取引のやり方は自由ではないかと

いう気がしなくはないのですね。もっと言うと、

恐らくはプロップトレーダーばかりなので、普通

であれば、異常なことをした、変なプログラムを

つくってやってしまったという場合は自己責任の

世界のはずですね。それにもかかわらず、いや、

それは異常だから出したらいけない、ということ

を言えるのだろうか。ということで、当局がどこ

までできるかという、二つとも同じ質問になると

思うのですけれども、お聞かせいただければと思

います。 

○松尾  まず、一つ目のご質問ですけれども、

これは恐らく、一つ一つの注文を、少なくともリ

アルタイムに見て、それが書類に記載のある取引

戦略からずれているものかというのはわからない

と思います。ある程度まとめて事後的に見て、ど

うしてここで注文をキャンセルしたのですかとい

う形で問題になるのではないでしょうか。マーケ

ットメイク戦略と言いながらこのタイミングで注

文を取り消すのは合理的ではないのではないです

か、という形で検証せざるを得ないと思います。 

 そうすると、一つ一つの注文につきリアルタイ

ムで取引戦略を出してもらうというのが、よくわ

かるような、わからないようなところがあります

というのは同感です。事前に取引所に取引戦略を

伝えることを要求しているのは、最初に取引所が

怪しい取引を抽出する役割を担うことになると思

いますので、不公正取引、特に相場操縦などに当

たるものを抽出して、ここでキャンセルしたのは

合理的なのですかというようなことを当該戦略に

照らし合わせてチェックするという、その目的の

ためではないかなと考えています。ですので、単

に取引戦略とは違うという理由だけで登録を変え

させるといったことはあまり想定していないので

はないかなという気はいたしました。これもかな

り推測ですけれども。 

 異常動作等については、レジュメの９ページ中

ほどの①のところに異常注文の定義らしきものが

ありまして、「高速取引行為者において予期しな

い注文」というのが一応コアにあるのですね。で

すので、これは、当該高速取引行為者が想定して

いなかった事態が生じて取引を止めないといけな

いのに、止めようがないというようなことが起こ

らないように、そういう事態が生じたときはすぐ

にシャットアウトできるような体制を整備してお

きなさいというのが主たるものかと思います。 

ただ、異常注文の定義らしきものには「その他

金融商品市場に混乱等を生じるおそれのある注文」

というのもついています。どの程度読み込むかに

もよりますが、ご報告の最後に申し上げたとおり、

取引所が受託証券会社１社から出せる注文にリミ

ットをつけるというようなこともしておりますの

で、市場が一方向にずっと動くようなことはこち

らで防げるのではないかと思います。しかも、日

本には値幅制限がありますので、それともあいま

って、実はこちらのリスクはあまり考えなくても

いいのではという気もしております。 

 

【高速取引戦略の報告義務】 

○黒沼  今のご質問とご回答のやりとりに関連

して、受託契約準則を定めたのは取引所ですので、
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取引所から、その都度、取引戦略の別を顧客から

取引参加者に指示するということの趣旨について、

何か補足していただけますか。 

〇松崎（日本取引所自主規制法人常任理事） ※ 当

該回の研究会に傍聴者として出席 

取引所の松崎でございます。ご質問でございま

すのでご回答申し上げます。ご説明がございまし

たとおり、高速取引行為に係る注文につきまして

は、その旨を明らかにすることを業務規程で規定

をしてございまして、さらに技術的なところです

が、具体的な明示の仕方としては、システム間接

続仕様書において取引所への注文電文の中に高速

取引行為のフラグとして取引戦略別の四つの番号

を付すことで行うこととしておりますので、個別

の注文ごとに高速取引行為に係るものか否か、高

速取引行為に係るものである場合には、どの高速

取引行為者が、どのコロケーションエリアのサー

バーから、どういう戦略の注文を出してきたのか、

ということが把握できる仕組みとなっております。 

 なお、ご参考までに、場所は言えないのですけ

れども、取引所の売買システムは東京証券取引所

も大阪取引所も全く同じデータセンターにござい

まして、かつ、現物の市場で言いますと、名古屋、

札幌及び福岡の各証券取引所も同じ売買システム

を利用にしていますので、実情としては１か所に

全て集約されております。 

○黒沼  ありがとうございました。 

○松尾  ありがとうございました。 

 そうすると、やはり注文ごとにつけるというの

は、一つの高速取引行為者が複数の戦略で取引し

ているときに、この注文はアービトラージです、

この注文はマーケットメイクですというのに意味

があるということですかね。そもそも一つの戦略

しか届け出ていないような場合には、それ以外の

注文は出せないはずなので、多分それしか出さな

いと思います。ただ、区別が難しくなると、結局

全部「その他の戦略」になってしまって、意味が

ないのではと思ったというのが、レジュメの 14ペ

ージあたりを書いたときに考えていたことでした。 

 

【「高速取引行為を行なおうとする者」の解釈】 

○伊藤  レジュメの５ページの冒頭のところで、

松尾先生が気にされていた点なのですけれども、

金商法の条文では、高速取引行為というのは、有

価証券の売買であるとか、市場デリバティブ取引

であるとか、その委託であるとか、財産の運用指

図であるとか、そのようなものを指しているので

すね。 

○松尾  そうですね。 

○伊藤  それが、判断の自動性や、あるいは発

注についての特別の方法という要件を満たせば、

高速取引行為になるわけですね。 

○松尾  はい。 

○伊藤  そうしますと、「高速取引行為を行お

うとする」というのは、つまりは、そのような有

価証券の売買等を行おうとするという意味になる

と思います。したがって、金商法の文言からは、

松尾先生のご指摘のように、最初から広いものが

入ると思います。これは、様々なものがここに該

当し得るようにしておいて、事前に相談するよう

に誘導するということなのでしょうかね。 

○松尾  なるほど。 

○伊藤  相談を受けた上で、複数のもの全部を

高速取引行為者として登録することに意味がない

と判断するのであれば、全て自動的に判断が行わ

れるのだけれども、そのような自動的な判断の中

で一番根源になる判断を行う者を高速取引行為者

として登録するということなのかとも思いました。 

○松尾  やはり条文上はかなり絞り込むのが難

しいということでしょうか。実際上の必要性とい

うか、そういう観点から登録義務があるかないか

を判断して、しかもそれでよいのではないかとい

うご意見でしょうか。 

○黒沼  同じことかもしれないのですけれども、

例えばインサイダー取引などでは、取引を行う者

が規制対象ですけれども、それは投資判断を行う

者が対象になるのですね。この場合も、取引を行

うというのは、投資判断を行う者と捉えても不自
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然ではないと思いました。 

○松尾  なるほど。 

○黒沼  ところが、その取引を行う者はアルゴ

リズムなわけで、人がするわけではないのですけ

れども、結局、アルゴリズムとか取引システムに

ついてのコントロールを有している者がこれに該

当するというのが自然かなと感じたのですけれど

も。 

○松尾  「行おうとする者」の解釈として、あ

る程度今おっしゃったように解することもできる

ということでしょうか。 

○黒沼  個人的な意見ですけれども。 

○松尾  ありがとうございます。 

 

【高速取引行為とインサイダー取引規制】 

○川口  高速取引行為の何が悪いかということ

ですが、作為的相場形成の危険性が重要視されて

いるようですね。高速取引行為で相場を動かせる

というのは以前からも言われていたので、それを

規制する体制を整えろというのは、わからなくも

ありません。作為的相場形成の規制は証券会社な

どにしか適用されず、投資者は対象とならないの

で、高速取引業者に規制を導入するというのは理

解できます。ただ、これとは別に、法人関係情報

の適切な管理が要求されています。これは、高速

取引行為によってインサイダー取引ができるとい

うことですか。しかも、管理すべき情報は、法人

関係情報で、インサイダー取引規制のものより範

囲は広いのですよね。このような管理を要求する

というのは、どういう趣旨なのでしょうか。 

○松尾  私もあまりそこは……。 

○川口  松尾先生に聞いてもしようがないのか

もしれない。（笑） 

○松尾  高速取引行為でなければできないイン

サイダー取引というのは、あまり……。むしろ公

表された瞬間に、その情報に基づいて、というと

きに意味があるのが高速取引行為だと思うので…

…。 

○川口  インサイダー取引規制以上に規制の必

要があるかということですね。 

○松尾  そうすると、多数の者に同時に伝わる

ような法人関係情報というのがあって、そこで競

争しているというような状況がもしあるとすれば、

あり得るかもしれませけれども、実際上はちょっ

と想定しづらいと思いました。 

○川口  どうも、証券業者の規制に合わせよう

としているだけのような感じがするのですがね。 

○松尾  そうですかね。 

 

【誰が高速取引行為（者）のモニタリングをすべ

きか】 

○黒沼  一般的な質問になってしまうのですけ

れど、高速取引行為者について登録制を採用して、

登録の際に金融庁が審査する。証券会社に委託す

るときに、証券会社のほうで管理体制を講じてい

るかどうかを確認する。取引所も、事後的にその

行為の法令遵守について調査をして必要な措置を

講じるという形にはなっているのですが、法の体

制として、あるいは高速取引行為の実情からして、

どこに一番力点が置かれていて、どこが見るのが

一番効率的なのですかね。その点について松尾先

生のお考えがあったら教えていただきたいのです

が。 

○松尾  局面ごとで違うように思います。シス

テムとしてきちんとしたものがあるかというのは、

取引を開始する前にストレステスト等をしなさい

ということになっており、もしそこに立ち会うと

したら、そこをチェックするのは証券会社かなと

いう気はいたします。 

他方で、売買審査ですとか、事後的にこれらの

取引は怪しいのではないか、届け出た取引戦略か

らしておかしいのではないかというようなことを

最も効率的に見ることができるのは取引所かと思

います。これはおそらく従来からそうなのではな

いかと思います。取引所から証券取引等監視委員

会にそういう情報が上がるというプロセスは、従

来どおりかなと思いますので、高速取引行為だか

らといって変わる点もあまりないのではないかと
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考えています。 

従前から投資者に対するチェックは受託証券会

社に課されている役割でもありますから、その一

環として高速取引行為者のチェックもやる。ただ、

システムがきちんとしているかどうかということ

を評価する能力を証券会社の方がお持ちかどうか

という問題はあります。それでも、自前でそうい

うシステムを組んでいるようなところであれば可

能でしょうし、事実上そういうシステム等を利用

していないところは、そもそも受託もできないと

思うので、やはり証券会社がまずチェックするの

が効率的なのかなという気はいたします。 

○黒沼  登録制をとった意味というのはありま

すかね。というのは、もしアルゴリズムを全部届

け出させて、もちろんそれには企業秘密が入って

いるでしょうから、公表はしないのですけれども、

それを金融庁が審査できるというのであれば、登

録制をとる意味があると思うのです。けれども、

実際にはそうではなくて、大まかな取引戦略を届

け出るだけなのです。これで何か予防的におかし

な市場の値動きが生じないように防止できるとは

とても思えないので、せいぜい何か事故が起きた

ときに事後的にチェックできるように整えておけ

という程度のことしかできないのではないかとい

う感じもするのですけれども。 

○松尾  登録制に関しては、確かに登録審査の

段階でできることは限られていると思いますが、

人的構成や組織体制の整備というところはかなり

重めのものを要求しているようにも思います。で

すから、高速取引行為者としてきちんとした有資

格者ですとか、そういった人を設置しているかを

かなり厳格に見るのであれば、一定の水準に達し

ていない者は弾かれることになると思います。ど

の程度厳格にやっているのかはわからないのです

けれども。不公正取引をしそうとか、あるいは市

場に大きな影響を与えそうということを登録審査

の段階で把握することはほとんどできないと思い

ます。 

○黒沼  ちょっとわからないのは、その人的構

成のチェックで、要するに、技術の面での専門家

がいれば大丈夫ということなのでしょうか。何か

アルゴリズムの質の問題かなという感じもするの

ですが、アルゴリズムそのものを審査の対象にし

ないで、人的構成の審査で代替させているような

感じもするのです。 

○松尾  そうですね。技術部門については、恐

らく異常注文などの想定外のことが起きたときに、

きちんとシステムをシャットダウンさせることが

できるかどうかというようなことかなと思います。

技術に関する専門家以外に、コンプライアンス担

当者も置けということになっていますので、これ

は、プログラムの中身を見て不公正取引に当たら

ないようにチェックしなさいということかなとも

思います。 

○黒沼  注文を止めるというのは、それは人の

判断で止めるということなのですか。 

○松尾  人の判断ではないですけれども、異常

取引かどうかというのは、高速取引行為者にとっ

て想定外かどうかということが原則となっており、

そのような異常事態が生じたときに、止めようが

ないといったことにならないように、ということ

でしょう。大体誤発注などでは、異常が生じてい

るのにどうにもできないと、取引所としては最も

困ることになるということかと思うので、そうい

う状況に陥らないように、あらかじめシステムの

中にキルスイッチですとか、そういったものを組

み込めというふうに要求しているのではないかと

理解しています。ですから、これは市場への影響

というよりも、何か想定外のことが起きたときに、

すぐに市場につながないようにしなさいと、こう

いうことであるというふうに理解しました。 

○黒沼  わかりました。ありがとうございます。 

 

【高速取引行為者に対する最低資本金規制等】 

○川口  参入規制として、資本金が要求されて

いるのはなぜなのですか。零細な投資家が破綻し

てしまうと、市場に何か影響があるということで

すかね。 
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○松尾  これはパブコメでも結構反対があった

ところだと思います。でも、結局、今申し上げた

ような人的構成あるいはシステム体制を整備せよ

ということになると、それなりの資産規模が要る

でしょうということかなと……。 

○川口  そうであれば、システムの体制整備の

状況を見ればいいわけですよね。 

○松尾  確かにそうです。 

○川口  純資産がプラスでないとだめだという

のは、それはやはり財務内容を見ているのだろう

と思うのですね。 

○松尾  パブコメでは評判は悪かったです。（笑） 

○片木  実際にはあり得ないのでしょうけど、

これは個人が登録することも可能ですね。機関投

資家とか適格投資家の場合は、個人資産で１億円

といった基準があるわけですけど、個人について

は、規模などについて同じような考え方があるの

ですか。 

○松尾  財務という面では、純財産額以外には

ないのではないかと思います。 

○片木  「純財産額が０未満」となっています

ね。（笑） 

○松尾  債務超過ではだめということですね。 

○石田  業として行う場合に限らないというこ

とは、つまり、デイトレーダーとかそういうのは、

先ほどおっしゃっていたところによると含まれな

いのですか、含まれるのですか。 

○松尾  業としてやっている場合は当然対象に

はなりますので、そうでなくてもということです。

現実には反復継続すると思うので、その意味の業

としてであれば、実際はほとんどの方が業として

やっているということになろうかと思います。 

○石田  そこまで設備を用意したのだから、恐

らく単発でやるといったことはないと思いますけ

れども、それでも該当することは、理論的にはあ

り得るということですかね。 

○松尾  そうですね。業としてするつもりはな

いのでと言ったとしても、やりたいのであれば、

登録を受けて、この審査を受けてくださいという

ことなるのではないかと思います。 

○石田  ありがとうございます。 

 

【高速取引行為と不公正取引（相場操縦・作為的

相場形成）規制】 

○白井  レジュメの 10ページ以降の「業務の運

営に関する規則」のところで、作為的相場形成等

の不公正取引を排除するために必要な措置につい

て言及されているのですが、もともと高速取引と

いうのはファンダメンタルズに基づかない取引で

あるという側面が強く、しかも高速・大量の発注

を伴うので、どうしても相場の形成には一定の影

響を与えざるを得ない面もあると思うのです。そ

うなりますと、高速取引を念頭に置いた場合に、

どこからが不公正取引であると言えるのかという

ことはなかなか難しい問題のような気もしていま

す。明らかに見せ玉のようなものだけを禁止する

という狭い方向性で、この不公正取引の問題を考

えていらっしゃるのか。それとも、作為的な意味

の何らかの相場形成が結果として生じてしまった

場合には、不公正取引に該当するという判断にな

っていくのか。現時点でもしご検討されているこ

とがあれば、松尾先生のレジュメで言及されてい

る不公正取引の該当性をどのように考えられてい

るのかについて、教えていただければと思います。 

○松尾  そこは非常に難しい問題ではあると思

います。今考えておりますのは、高速取引行為に

該当しない取引として行ったとしても相場操縦に

当たるものや作為的相場形成に当たるものを規制

すればよいのではということです。事後的に一連

のブロックの注文を見てこれらの該当性を判断し

ているのは、これまでもそうだと思うのですね。 

アルゴリズムを通じて出てきた注文をブロック

で見て、もしアルゴリズムを使わずに証券会社が

出していたら作為的相場形成に当たると言えるも

のと同じ影響を市場に与えているとしたら、作為

的相場形成ですし、あるいは見せ玉として相場操

縦に当たるものであれば相場操縦だと考えてよい

のではと思います。要件の面では、誘引目的です
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とかいろいろと難しい点はありますけれども、結

局は、取引所として一定の基準に基づいて一連の

売買を抽出して、審査した結果、相場操縦・作為

的相場形成に当たると判断するというところが恐

らく出発点になると思います。ですので、そのよ

うな判断で相場操縦等に該当するものを時間的ス

ケールが短い中でやるだけのことなのかなと考え

ています。短時間で、しかも価格変動の狭い範囲

で行っても、不公正取引に該当するというふうに

考えていくのだろうと思います。 

 ただ、そのような短時間かつ価格の幅の小さい

ものについては、それがどういう根拠で禁止しな

いといけないと言えるのか、どういう意味で市場

の効率性が害されることになるのかというのが、

より難しい問題としてあると認識しております。 

○白井  ありがとうございます。 

○梅本  今のお話を聞いていて、私は気がつか

なかったのですけれども、これは投資者の側の作

為的相場形成取引を禁止しているのですね。 

○松尾  そう読めますね。 

○梅本  誘引目的等は不要なのですよね。 

○松尾  取引自体を直接禁止するものはないの

ですが、体制を整備して防止せよと言っている対

象行為は、作為的相場形成に当たるもの……。 

○梅本  そういったプログラムを組んではいけ

ないと。 

○松尾  そうなりますね。 

○梅本  プログラムでやっているわけだから、

誘引目的とかの立証は必要なくて、このようなプ

ログラムを組んでいると、作為的相場形成がされ

るだろうと。これを解消しないと登録取消しだよ

ということが言えるわけですね。 

○松尾  高速取引行為者向けの監督指針等から

すると、そう読めますね。 

○梅本  ありがとうございます。 

○黒沼  今のお話というのは、レジュメの 12ペ

ージの５.２に書かれているところですか。 

○松尾  10ページに、高速取引行為者の業務の

運営に関する規制として、金商法 66 条の 57 第２

号、金商業府令 337 条２号で、こういう状況で取

引をしてはならないとなっていまして……。 

○黒沼  わかりました。ここに書いてあるこの

２号というのは、目的要件とかそういうのは含ま

れていないのですね。 

○松尾  含まれていないですね。 

○黒沼  なるほど、よくわかりました。 

○川口  作為的相場形成では、もともと誘引目

的自体は要らないですよね。 

○松尾  要らないです。ただ、元々金融商品取

引業者に対しての特別の規制であるものが、ここ

は投資者にもかかるという点に意味があるかと思

います。 

 

【高速取引行為に係るプログラムの提出命令の可

否】 

○加藤  監督権限の中には、金商法 66 条の 67

に基づき報告を求めるというものがありますが、

この権限を利用して、先ほど黒沼先生がおっしゃ

ったようなアルゴリズム自体の提出を求めること

はできるのでしょうか。 

○松尾  できるのだと思います。注文伝票はプ

ログラムと紐づけできるようにしておけとされて

いるので、プログラムのほうを出さないとなると

意味がないと思うのですね。ですので、当然プロ

グラムについても出させる、あるいは検査するこ

とができるという前提かと思います。しかも、そ

の後プログラムを書き替えたような場合であって

も、この注文を発注した当時のプログラムを確認

できるようにしておくことが要求されるので、発

注当時のプログラムを見ることができるという前

提かと思います。 

○黒沼  ここまでいくと、レグテックの話です

ね。（笑） 

○加藤  関連して、変更前のプログラムを一定

期間保存する義務もあるのでしょうか。 

○松尾  私が見た限りは、保存の対象になって

いるのはあくまでも注文伝票と取引日記帳です。

ただ、それがプログラムと紐づけされた形で、と
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されている以上は、プログラムも、変更前のもの

も含めて保存しないといけないということになる

のではないかと思います。この注文はどういうプ

ログラムに基づいて出したのですかというのを事

後的に検証できないといけない、そういう趣旨だ

と思いますので。 

 

【登録時の審査のあり方―プログラムの内容の審

査について】 

○黒沼  ほか、いかがでしょうか。 

 今の点に関連して、質問かどうかわからないの

ですけれども、作為的相場形成の禁止もさること

ながら、例えば今でも、仮装売買、仮装取引は禁

止の対象になっているわけです。ということは、

同一銘柄の同一数量を全く同時に出したら、それ

は仮装取引に当たると思うのです。もちろん、目

的要件は必要ですが。それから、見せ玉も禁止の

対象になっているわけで、約定させる意思がある

かどうかというのは主観的な問題ですけれども、

注文を出してだんだん上がってきたら取り消すと

いうのは、禁止の対象になるわけです。それらは

事後的には確かめられるのですけれども、そうい

うことをやるプログラムというのは、もともと悪

いプログラムなのではないですか。そういうのを

しないようにプログラムを組んでおかなければ、

いけないのではないかと思うのですけれども、そ

ういうのを確保するための体制はこれでできるの

かどうか、疑問に思ったのですけれども。先ほど

からプログラムを停止させろとか、それをチェッ

クしたらいいのではないかということの根底は、

ごく単純に言うと、そういうような問題を事前に

チェックできるかどうかということなのですね。 

○松尾  はい。登録の時点ではプログラムの提

出までは求められておらず、あくまでも一義的に

は高速取引行為者の側でやりなさいということか

と。レジュメの 11ページの②、高速取引行為者向

けの監督指針における作為的相場形成等の防止体

制に関するところで、売買審査等もシステムに組

み込めと書いていますが、その点は「しています」

と言ったら、それで通るという理解です。結局は

事後的に、この一連の取引は見せ玉に当たると判

断されて初めてプログラムを見るということにな

っているのだと思います。それで十分なのか、プ

ログラムがあるのだから事前に見せなさい、これ

をシミュレーションしたらこういうことになるで

しょうとチェックするのは、あり得る仕組みだと

は思いますけれども、そこまでのことは求めなか

ったということなのだと理解しました。 

○黒沼  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 なければ、まだ少し時間は余っていますけれど

も、活発な議論ができたと思いますので、これで

本日の研究会を終わりにしたいと思います。 

 松尾先生、どうもありがとうございました。 


