
板寄せにおける約定値段決定方法の見直しについて(1) 

条件 現行 変更後 

1 

売り又は買いのいずれか一方に指値があ

る値段のうち、売呼値と買呼値が対当する

値段 

売り又は買いのいずれか一方に指値があ

る値段の最も高い値段に１ティック加えた

値段から最も安い値段に１ティック減じた値

段の範囲（注１）のうち、売呼値と買呼値が

対当する値段 

2 
条件 1 の値段が複数ある場合は、執行数

量が最大となる値段 
同左 

3 

条件 2 の値段が複数ある場合は、売注文

の累計数量と買注文の累計数量の差（以

下「不均衡数量」といいます。）が最小とな

る値段 

同左 

4 

条件 3 の値段が複数ある場合は、次のい

ずれかの値段 

1. すべての不均衡数量が売越しとなるとき

は、このうち最も安い値段 

2. すべての不均衡数量が買越しとなるとき

は、このうち最も高い値段 

3.  1.及び 2.以外のときは、条件 5 の値段 

同左 

5 

次のいずれかの値段 

1. 不均衡数量（当該値段に売越しとなる値

段及び買越しとなる値段がある場合は、不

均衡数量が売越しとなる値段のうち最も安

い値段と不均衡数量が買越しとなる値段の

うち最も高い値段に限ります。以下、同

じ。）が最小となる値段のうち最も高い値段

が板中心値段（注２）より低い場合は、当該

最も高い値段 

2. 不均衡数量が最小となる値段のうち最

も安い値段と最も高い値段の間に板中心

値段がある場合は、板中心値段※ 

3. 不均衡数量が最小となる値段のうち最

も安い値段が板中心値段よりも高い場合

は、当該最も安い値段 

同左 

（注１）１ティック加減した値段が呼値の制限値幅を超える場合があります。 

（注２）板中心値段は、当取引日の直前の約定値段（ない場合は当取引日の呼値の制限値幅の基準値

段）。

別紙１ 



板寄せにおける約定値段決定方法の見直しについて(2) 

 

 

条件1の変更に伴う事例（呼値の制限値幅の下限から1ティック下の値段で約定成立）
売累計(A) 売数量 値段 買数量 買累計（B） 執行数量 不均衡

30 30 成行

： ：

30 20,030 0 0 30

30 20,020 0 0 30

30 20,010 10 10 10 20

30 20,000 10 20 20 10

30 19,990 20 20 10

※呼値の制限値幅の下限値段は20,000円とします。

売数量 値段 買数量 売数量 値段 買数量

成行 成行

： ：

20,030 20,030

20,020 20,020

20,010 20,010

20,000 20,000

19,990

結　　　果

条件1の変更に伴う事例（呼値の制限値幅の上限から1ティック上の値段で約定成立）
売累計(A) 売数量 値段 買数量 買累計（B） 執行数量 不均衡

成行 30 30

20 20,010 30 20 10

20 10 20,000 1 31 20 11

10 10 19,990 31 10 21

0 19,980 31 0 31

0 19,970 31 0 31

： ： ： ：

※呼値の制限値幅の上限値段は20,000円とします。

売数量 値段 買数量 売数量 値段 買数量

成行 成行

20,010

20,000 20,000

19,990 19,990

19,980 19,980

19,970 19,970

： ：

結　　　果

板寄せ前

板寄せ後

現行 変更後

指値がある値段のうち、執行数
量が最大となる20,000円で約定
が成立します。

条件1の変更により20,0１0円及
び19,980円が新たに候補に加
わります。条件3により、20,010
円で約定が成立します。

板寄せ前

板寄せ後

現行 変更後

指値がある値段のうち、執行数
量が最大となる20,000円で約定
が成立します。

条件1の変更により20,020円及
び19,990円が新たに候補に加
わります。条件4の1.により
19,990円で約定が成立します。
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板寄せにおける約定値段決定方法の見直しについて(3)  

 
 

条件1の変更による事例（指値がない値段で約定成立）
売累計(A) 売数量 値段 買数量 買累計（B） 執行数量 不均衡

10 成行

： ： ： ： ：

10 20,040 0 0 10

10 20,030 10 10 10 0

10 20,020 10 10 0

10 20,010 10 20 10 10

10 20,000 20 10 10

10 19,990 20 10 10

： ： ： ： ：

※板中心値段は19,990円とします。

売数量 値段 買数量 売数量 値段 買数量

成行 成行

： ：

20,040 20,040

20,030 20,030

20,020 20,020

20,010 20,010

20,000 20,000

19,990 19,990

： ：

結　　　果

板寄せ前

板寄せ後

現行 変更後

指値がある値段である20,010
円、20,030円のうち不均衡数量
が最少となる20,030円で約定が
成立します。

条件1の変更により20,000～
20,040円が候補となります。条
件5の3.により、20,020円で約定
が成立します。
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最良指値条件付き注文の新旧比較(1) 

 

売買区分：売り 売買区分：売り 売買区分：売り
値　　　段：－ 値　　　段：－ 値　　　段：－
数　　　量：15単位 数　　　量：15単位 数　　　量：15単位
執行条件：FAS 執行条件：FAS 執行条件：FAS

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
最良指値→ 20,010 10 10 20,010 20,010
15単位 20,000 最良指値→ 20,000 最良指値→ 20,000

19,990 15単位 19,990 15単位 19,990
… … …

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
5 20,010 10 20,010 20,010

20,000 15 20,000 20,000
19,990 19,990 19,990

… … …

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
5 20,010 10 20,010 20,010

20,000 20,000 20,000
19,990 19,990 19,990

… … …

買い側，売り側双方に呼値がな
いため，全数量取り消されます。

【結果】 【結果】 【結果】

【ケース①】 【ケース②】 【ケース③】

現行と同様。 買い側に呼値がないため，全数
量取り消されます。

現行と同様。

現行

変更後

【結果】 【結果】 【結果】

20,010円で10単位成立し，残数
量の５単位が当該値段の指値注
文として注文板に残ります。

買い側に呼値がないため，売り側
の最良気配より１ティック下である
20,000円の指値注文として注文
板に残ります。
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最良指値条件付き注文の新旧比較(2) 

 

売買区分：買い 売買区分：買い 売買区分：買い
値　　　段：－ 値　　　段：－ 値　　　段：－
数　　　量：15単位 数　　　量：15単位 数　　　量：15単位
執行条件：FAS 執行条件：FAS 執行条件：FAS

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
10 20,010 ←最良指値 20,010 ←最良指値 20,010

20,000 15単位 20,000 10 15単位 20,000 ←最良指値
19,990 19,990 19,990 15単位

… … …

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
20,010 5 20,010 15 20,010
20,000 20,000 10 20,000
19,990 19,990 19,990

… … …

売 ザラバ 買 売 ザラバ 買 売 ザラバ 買

… … …

20,020 20,020 20,020
20,010 5 20,010 20,010
20,000 20,000 10 20,000
19,990 19,990 19,990

… … …

現行と同様。 売り側に呼値がないため，全数量
取り消されます。

現行と同様。

20,010円で10単位成立し，残数
量の５単位が当該値段の指値注
文として注文板に残ります。

売り側に呼値がないため，買い側
の最良気配より１ティック上である
20,010円の指値注文として注文
板に残ります。

買い側，売り側双方に呼値がな
いため，全数量取り消されます。

変更後

【結果】 【結果】 【結果】

【ケース④】 【ケース⑤】 【ケース⑥】

現行

【結果】 【結果】 【結果】
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指数オプション取引に係る呼値の制限値幅運用の見直しについて 

項目 現行 変更後 

制限値幅 

算定基準値 

○ 3 月、6 月、9 月及び 12 月の 1 日に終了する取引日（休業日

に当たるときは、順次繰り下げます。）の 25 営業日前の応当

日に終了する取引日から起算して 20 日間における取引対

象指数ごとの中心限月取引に係る毎取引日の呼値の制限

値幅の基準値段の平均値とします。 

○ 同左 

 

呼値の 

制限値幅 

○ 基準値段から以下の値幅を減じて得た値段を呼値の制限

値幅の下限、加えて得た値段を上限とします。 

○ 制限値幅算定基準値に 100 分の 11 を乗じて得た数値※を

値幅とし、第一次拡大値幅は 100 分の 14、第二次拡大値幅

は 100 分の 17 を乗じて得た数値※とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 同左 

 

○ 同左 

 

 

○ ただし、基準値段が以下に掲げる場合、制限値幅算定基準

値に乗じる値を以下のとおりとします。 

＜日経平均オプション取引＞ 

基準値段 値幅 第一次拡大値幅 第二次拡大値幅 

50 円未満 100 分の４ 100 分の７ 100 分の 10 

50 円以上 

200 円未満
100 分の６ 100 分の９ 100 分の 12 

200 円以上

500 円未満
100 分の８ 100 分の 11 100 分の 14 

 

＜TOPIX オプション取引＞ 

基準値段 値幅 第一次拡大値幅 第二次拡大値幅 

5Pt.未満 100 分の４ 100 分の７ 100 分の 10 
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※ 日経平均に係るものは 10 円の整数倍の数値、東証株価指

数に係るものは 0.5 ポイントの整数倍の数値に切り下げま

す。 

5Pt.以上 

20Pt.未満 
100 分の６ 100 分の９ 100 分の 12 

20Pt.以上

50Pt.未満 
100 分の８ 100 分の 11 100 分の 14 
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競争売買におけるインプライド機能により発生した呼値に係る取扱いについて 

 

 

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）

成行
…

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） (12:50) 10 0.11

成行 成行 (12:40) 10 0.10
… 0.09

0.31 …

(12:40) 10 0.40 0.30 10 (9:00)

0.29
…

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）
成行
…

(12:50) 10
(12:40) 10
(12:40) 10 0.10

0.09
…

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）
成行 成行

…

0.31
(12:40) 10 0.40 0.30 10 (9:00)

0.29 10 (13:00) （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）
… 成行

…

(12:50) 10
(13:00) 10
(12:40) 10 0.10

0.09
…

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）
成行 成行 成行

… …

0.31 (12:50) 10
(12:40) 10 0.40 0.30 (12:40) 10

0.29 10 (13:00) 0.10
… 0.09

…

（注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間） （注文時間） 売 ザラバ 買 （注文時間）
成行 成行 成行

… …

0.31 (12:50) 10
(12:40) 10 0.40 0.30 (13:00) 10

0.29 10 (13:00) 0.10
… 0.09

…

ストラテジー板 通常板

JGB先物オプション
プット買、コール買

JGB先物オプションプット JGB先物オプションコール

現行

変更後

現行

変更後
②

0.11

①

0.11

③

0.11

0.11

←10 (13:10)

現行

変更後

←10 (13:10)

・ストラテジー板に注文が出たため、インプライド

注文（赤字）が生成されます。

・インプライド注文は生成時刻を注文時間として

有します。

現行と同様

・プットの値段訂正を受け、インプライド注文が再

生成されます。

・再生成されたインプライド注文の注文時間は、ス

トラテジー板の注文時間12:40を引き継ぎます。

・プットの値段訂正を受け、インプライド注文が再生

成されます。

・再生成されたインプライド注文の注文時間は、再

生成された時間である13:00に変更されます。

・コールに0.11の買注文10枚が発注されます。

・コールの買注文が約定、売注文については時間優先によりインプライド注文が約定。

・コールにおけるインプライド注文の約定を受け、ストラテジー注文、プット注文も合わせて約定が発生。

・コールに0.11の買注文10枚が発注されます。

・コールの買注文が約定、売注文については時間優先により12:50に発注された通常注文が約定。

・インプライド注文は残ったままのため、ストラテジー注文、プット注文の約定は発生しません。

・0.30の買指値10単位について、13:00に0.29への

値段訂正が発生。
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