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「当取引所による呼値の取消し時における顧客からの委託注文の取扱い等について」

に寄せられたパブリック・コメントの結果について

２０２１年３月２５日

株式会社東京証券取引所

東京証券取引所（以下「当取引所」という。）では、当取引所による呼値の取消し時における顧客からの委託注文の取扱い等について、そ

の要綱を２０２１年１月２７日に公表し、２月２６日までの間、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、本件に

つきましての検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する当取引所の考え方は、以下をご覧ください。

番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

１ ・ ①取引所が呼値を取り消した後も原則としては証券会社として

受託義務が継続して残るものの、例外的に事前の合意があれば

その合意に、又は顧客からの指図があればそれに従うというこ

とが許容されると理解。弊協会の会員の多くは機関投資家様と

の取引があり、その投資手法は多岐に渡るため、投資家の属性・

運用方針によっては事前の合意内容（障害発生時はキャンセル

等）、指図の有無を希望する等様々な事前合意又は個別の指図が

想定される。このように、１証券会社にて複数の対応をするこ

とは差しつかえないか。

・ ②顧客との事前の合意に関しては、例示されている「再発注の

・ ①1 社において顧客ごとに異なる対応をすることは、特

に問題はないと考えます。

・ ②ご理解のとおりです。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

要否等について約款に定めている場合」以外でも、例えば電子

メールでの確認という対応は可能という理解でよいか。

・ ③ストップ高もしくはストップ安になった銘柄について、取引

所売買システムを再立ち上げせざるを得ない障害が発生した場

合には、配分等について、どのように対応する予定か。平常時

のように大引け時点で配分等が通知されるという理解でよい

か。

・ ④弊協会会員に対して注文を発注されるお客様には、海外在住

のお客様もおられ（東京の朝の時点で現地時間深夜となる場所

に所在のお客様（リーブオーダー形式で発注される）やアジア

時間に電話やメールで発注されるお客様を想定）、そのようなお

客様と事前の合意がない場合は原則としては受託していた注文

を継続させるべきところ、流動性が少ない、板の値段が障害発

生前の状況から大きく変動している（そのような状態で成行注

文を継続させていいのか、あるいは市場価格への影響から再開

後の取引時間に集中して当初受託した注文数量を発注して良い

のか、という問題意識）、ＤＭＡ客の注文が取引所からの電文を

受信できない等の理由で口頭又はメールでの注文に切り替わっ

たため証券会社にて当初の注文につき受注確認すらできないと

いった状況においては、証券会社の裁量で執行（又は発注数量

に上限を設定しての執行や注文をキャンセル）することは許容

・ ③ストップ配分は大引け時に行われますので、再立ち上

げ後の売買においてストップ高・安となった銘柄につい

ては、平常時と同様に、大引けにおいてストップ配分を

行います（再立ち上げ前にストップ配分は行われませ

ん。）。

・ ④緊急時に証券会社の裁量によって顧客からの委託注文

の執行可否等について判断する場合には、あらかじめ顧

客との間で証券会社の裁量により執行可否等について判

断するという旨の取決めを定めておくことが望ましいと

考えます。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

されるか。執行証券会社としてどのような選択肢があるのかを

明確にしていただきたい。

・ ⑤立会外分売や前日終値を使って自己株式を取得するフローで

は、当日の朝までに受注した注文に沿って注文が執行される。

このような取引に関する規則も今回は見直しがなされるのか。

貴取引所が呼び値を取り消される場合、このような注文を動か

すシステムも執行できない可能性が想定されることから、かか

る取引に関する規則を見直す必要があるのではないか。

・ ⑤ご指摘のとおり、ToSTNeT における立会外分売や自己

株式立会外買付取引に関しても、規則改正を行います。

２ ・ ①貴取引所において、システム障害等を原因とした売買停止に

伴う呼値の取消しと、通常の取消しの場合とを区別した形で通

知することは可能か。

・ ②海外の取引所の一部では、取引所がシステム障害等により呼

値を取り消した場合、顧客から取引参加者に対する委託注文の

効力も無効とし、顧客は新たな注文を送信しなければならな

い、という扱いをするケースもあるようである。顧客から取引

参加者に対する委託注文を原則有効と取り扱う根拠は、通常の

売買停止の再開時について定めた貴取引所受託契約準則第8条

と同様の扱いをするものと思料するが、システム障害等による

売買停止の場合に、顧客から取引参加者に対する委託注文を原

則として有効と取り扱う理由について、ご説明頂きたい。

・ ①システム障害等により、当取引所が呼値を取り消した

場合は、失効結果通知の理由コードにより区別すること

が可能となります。この点は、今後接続条件書等におい

て明確化を行います。

・ ②顧客から取引参加者に対する委託注文と、取引参加者

から取引所に対する呼値はそれぞれ別個の法律関係であ

り、一方が取り消されたら他方も取り消されるという関

係にはありません。そのため、取引所が売買停止や呼値

の取消しを行ったとしても、顧客から取引参加者に対す

る委託注文には原則として影響を及ぼさず、有効である

と考えられます。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

３ ・ 「委託注文に関する再発注の要否」について、参加者間統一の

原則を明確化する事は市場全体の利益と考える。その一方で、

DMA注文や高速取引注文など明らかに参加者が再発注する事が

好ましくないパターンは「あらかじめ当該取引参加者と顧客と

の間で取決め又は顧客からの指示がある場合」でなくても参加

者が再発注を行う必要がない様に共通のガイドラインなど整備

頂けないか。

・ 再発注の要否については、様々な顧客、注文形態があり

うるため、全取引参加者一律のルールを設けることは適

切ではないと考えています。ただし、DMA 注文など、再発

注が望ましくないと考えられる注文例については、再発

防止策検討協議会の報告書において取りまとめること

で、その考え方の周知を図ることとしたいと考えていま

す。

４ ・ ①仮に売買再開時に参加できなかった場合、再発注が行えない

場合、顧客の注文を全失効とした上で新規注文の受付のみ再開

することは問題ないという理解で良いか。

・ ②訓練への参加は義務か、いつまでの参加が必要となるか。訓

練計画にシステム対応が間に合わない可能性があるため、シス

テムの準備には十分な期間を想定していただきたい。

・ ③再開前の注文受付時間が概ね15分というのは参加者側での対

応が困難な可能性があり、再開の事実の周知も含めてそれぞれ

に余裕を持った時限を定め、時限までに再開方針を決定出来な

・ ①顧客からの委託注文を全失効とする場合には、あらか

じめ当該顧客との間において、その旨を定めておく必要

があります。

・ ②訓練への参加は任意となりますが、各社の対応状況に

ついては別途確認を予定しています。また、取引参加者

側での準備時間を確保するためにも、改定後の接続条件

書等や訓練に関する情報は速やかに公表していきます。

なお、対応可能な時期は個社別に異なると考えられます

し、今後運用面も含め継続的な改善を企図していること

から、取引所側のシステム対応後も、期限を定めずに継

続的に訓練を実施していく予定です。

・ ③障害の原因や発生する事象は多種多様であり、売買再

開の方針を決定することができるタイミングも一律に定

められるものではないと考えられますので、その時限を
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

い場合は再開しないというようなルールにしていただけない

か。

・ ④元注文と再注文の紐づけに関し、取引所側で失効させる注文

に対して失効処理前に取引参加者が顧客から受け付けた訂正・

取消も含めてすべて紐づけて管理を行うべきか。

・ ⑤取引所にて注文受付不可となった後から参加者が失効処理を

完了させるまでの間に、取引参加者が顧客から取消注文を受け

た場合、再立ち上げ後に再発注すべきと想定される注文は当初

注文と取消注文の両方か。それとも取消の指図を受けたものは

そもそも再発注を出さない想定か。

・ ⑥失効時の電文未送信分で失効とする対象注文の条件が多いと

早期復旧に時間がかかるため、電文未送信は一律失効扱いにし

たい。

設定するのは適切ではないと考えます。なお、再開まで

のスケジュールに関しては、再開に向けた意見聴取を行

う際に併せて通知をすることになりますので、再開まで

には取引参加者側において（注文受付時間に加えて）一

定程度の対応時間は確保されると考えられます。

・ ④当初顧客から受託していた委託注文を失効させていな

い場合には、同一の委託注文に関する訂正・取消しとな

りますので、紐づけが確認できるように管理すべきと考

えられます。

・ ⑤再開後の注文受付時間において、当初注文を再発注し

たうえで取消しを行うという対応、そもそも再発注をし

ないという対応のいずれも可能と考えられます。

・ ⑥障害により発生する事象は様々であることから、電文

を送信できていない注文についても失効とはならない可

能性がありますが、取引所から失効結果通知を送信でき

ない場合で、Target、ウェブサイト等で失効対象注文の

条件を提示するときは、注文受付通知に設定された「時

刻」等を提示するなど、複雑な条件とすることは想定し

ていません。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

５ ・ ①システム面から見た『再発注』の定義が不明確である事か

ら、考えられる以下２つのシステム対応方法のうち、システム

への早期対応や正確な取引記録の観点で、(イ)についても許容

される事を確認したい。

 (ア)証券会社の発注システム内にある『発注処理済みデー

タ』そのもの（＝当該データ）を再度発注処理することを

以て『再発注』する。

 (イ)証券会社の発注システム内にある『発注処理済みデー

タ』と同一内容，同一条件の別データを作成（＝再作成）

し、再作成データを発注処理する。

・ ②顧客に再発注の要否を確認し、再発注するとなった場合の受

注時刻は、オリジナルの受注を行った時の時刻ではなく、再発

注要否を確認した時刻（＝再発注の意思が確認できた時点の時

刻）を受注時刻とする事が許容される事を確認したい。

・ ③顧客からの指示をいつまで受け付けなければならないかを明

確化すべき（少なくとも、再注文不要との顧客からの指示が約

定後である場合には、当該指示を受け付ける必要はないことを

明確化すべき）ではないか。

・ ④発注記録について、取引所において呼値が取り消された場合

・ ①いずれの対応も可能と考えられます。

・ ②当初受注していた顧客からの委託注文は失効させたう

えで、新たに顧客から受注するという取決めをしている

場合には、再発注要否を確認した時刻が受注時刻となる

と考えられます。一方、当初受注していた委託注文が失

効していない場合には、その委託注文の受注した時刻が

受注時刻となると考えられます。

・ ③約定後に顧客から再発注不要という指示があったとし

ても、すでに顧客からの委託注文は執行済みであること

から、当該顧客からの指示を受け付ける必要はないと考

えられます。

・ ④ご指摘のとおり、取引所により呼値が取り消されたと
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

でも、参加者から発注が行われた事実は消えないが、注文伝

票・電子注文伝票などは参加者側のシステムの都合による記録

方法として良いか。

※一部約定などを考えると、原始注文、再開時は原始注文－約

定済数量の注文となる、などが生じるため“なかったこと”に

は出来ないもものと思料。

しても、顧客からの委託注文までなかったことになるわ

けではないと考えられます。なお、取引所による呼値の

取消し時における注文伝票の取扱いに関しては、日本証

券業協会において現在整理を行っています。

６ ・ ①例えばシステム障害が大引け付近で発生した場合等、取引所

が個別にどの呼値を取り消したのか取引参加者に通知できない

場合、取引参加者は取引所へ再発注をしたり、（顧客との合意

に基づき）顧客に対して注文の取消しを通知したりすることが

出来ないことが想定される。その場合、取引参加者はどのよう

に対応すべきか教えて頂きたい。

・ ②今般の規則改正案において、約定した注文について言及がさ

れていない。取引時間中にシステム障害が発生した場合におい

て、取引所が取引参加者に約定通知した注文を取引所が後刻に

取り消す場合が想定されるが、こうした状況下で、取引参加者

は注文を再発注する義務はないという理解で良いか？また、取

引参加者から顧客に対して約定を通知した後に取引所が約定を

・ ①当取引所が呼値を取り消し、呼値の失効結果を電文で

送信できない場合には、Target・ウェブサイト等におい

て「失効対象注文の条件」等を当取引所からご案内する

ことを想定しています。取引参加者においては、これら

の案内がされた場合に、自社システムにおいて注文のス

テータスを失効状態とするなどの対応をしていただく必

要があります。なお、当取引所への再発注や顧客に対す

る取消しの通知は、上述のような復旧方法に関するアナ

ウンスの後に行っていただくようお願いします。）。

・ ②一度正常に約定が成立している場合には、その時点で

顧客からの委託注文は執行済みであり、再発注をする必

要はないと考えられます。また、取引所システムに障害

が発生し取引所が約定を取り消したことで顧客が損失を

被ったとしても、一般論としては、取引参加者には帰責

事由がないと考えられるので、直ちに顧客に対して取引
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

取り消した場合、顧客は通知を受けた約定を取引参加者に要請

する可能性があるが、この場合、誰が責任を負うことになるか

明確にして頂きたい。

参加者が責任を負うことにはならないと考えられます。

提出者：１＝国際銀行協会、２＝JP モルガン証券株式会社、３＝ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、４＝マネックス証券株式会社、５＝

みずほ証券株式会社、６＝モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

以  上


