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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（呼値）

第１４条 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。

（１）～（６） （略）

（７） 当該呼値が高速取引行為（法第２条第４

１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

２～８ （略）

（高速取引行為を行う者の報告事項）

第７８条の２ 当取引所は、高速取引行為を行う者

に対し、当取引所が定めるところにより、報告を

求めることができる。

（自主規制業務とみなされた業務の委託）

第７８条の３ 当取引所は、法第８５条の５第２項

の規定により自主規制業務とみなされた業務の

うち、取引所金融市場における有価証券の売買の

内容の審査に関する業務について、日本取引所自

主規制法人に委託することができる。

（呼値）

第１４条 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。

（１）～（６） （略）

（新設）

２～８ （略）

（新設）

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（受託に係る適切な措置）

第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（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

る有価証券の売買の委託（有価証券等清算取次ぎ

の委託を除く。以下この条において同じ。）を受

けた場合には、当取引所が当該顧客に対して行う

要請及び当取引所が業務規程第７８条の３の規

定により日本取引所自主規制法人（以下「自主規

制法人」という。）に委託した業務において自主

規制法人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。

２ 前項の規定は、前項の顧客が取次者（取引参加

者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商

品取引業者である場合であって、当該委託が取引

参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎ

によるものであるときの当該顧客をいう。）であ

る場合について準用する。この場合において、「当

該顧客」とあるのは、「当該顧客に当取引所の市

場における高速取引行為に係る有価証券の売買

の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替える

ものとする。

（自主規制業務の委託）

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に規

定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業

務について、自主規制法人に委託することができ

る。

（１）～（４） （略）

２・３ （略）

（新設）

（自主規制業務の委託）

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に規

定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業

務について、日本取引所自主規制法人（以下「自

主規制法人」という。）に委託することができる。

（１）～（４） （略）

２・３ （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す
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る。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（委託の際の指示事項）

第６条 顧客は、有価証券の売買の委託（次条に規

定する有価証券の売買の委託を除く。）をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示するものとする。

（１）～（１２） （略）

（１３） 当該委託が高速取引行為（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

２・３ （略）

４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを委

託する場合には、取引規制府令第１５条第１項各

号に規定する取引であるか否かの別を、取引参加

者に対し指示するものとする。                                                                                                                             

５ 顧客は、高速取引行為に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。

（委託の際の指示事項）

第６条 顧客は、有価証券の売買の委託（次条に規

定する有価証券の売買の委託を除く。）をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示するものとする。

（１）～（１２） （略）

（新設）

２・３ （略）

４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを委

託する場合には、取引規制府令第１５条第１項各

号に規定する取引であるか否かの別を、取引参加

者に対し明らかにするものとする。

（新設）

（高速取引行為を行う者としての登録等に係る提

出等）

第５５条 顧客（高速取引行為を行う者（取引参加

者を除く。）に限る。以下この項から第３項まで

において同じ。）は、高速取引行為を行う者とし

ての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称

又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速

やかに提出するものとする。

２ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等

の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項

を取引所に速やかに届け出るものとする。

（１） 当該顧客が高速取引行為者（法第２条第

４２項に規定する高速取引行為者をいう。以下

同じ。）であり、かつ、外国法人である場合

国内における代表者又は国内における代理

（新設）
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人（法６６条の５３第５号ハに規定する国内に

おける代表者又は国内における代理人をい

う。）の氏名及び住所等

（２） 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、

外国に住所を有する個人である場合

国内における代理人（法６６条の５３第６号

ロに規定する国内における代理人をいう。）の

氏名及び住所等

（３） 前２号に掲げる場合以外の場合

取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及

び住所等

３ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等

の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく提

出するものとする。

（１） 当該顧客が金融商品取引業者である場合

  法第２９条の２第２項第２号に規定する業

務の内容及び方法として内閣府令で定めるも

のを記載した書類

（２） 当該顧客が登録金融機関である場合

  法第３３条の３第２項第２号に掲げる書類

（３） 当該顧客が取引所取引許可業者である場

合

  法６０条の２第３項第２号に掲げる書面

（４） 前各号に掲げる場合以外の場合

  法６６条の５１第２項第２号に掲げる書類

及び同項第４号に掲げる書類のうち業務に係

る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載

した書面

４ 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、当

該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市場

における高速取引行為に係る有価証券の売買の

委託の取次ぎを申し込んだ顧客（以下「取次者顧

客」という。）が当該取次者顧客に係る第１項に

規定する証跡の写しの提出、第２項各号に定める

事項の届出及び前項各号に定める書類等の写し

の提出を取引所に対して行うよう適切な措置を

講じなければならない。
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（高速取引行為を行う者に対する要請）

第５６条 顧客（高速取引行為を行う者に限る。以

下この項において同じ。）は、業務規程第７８条

の３の規定により取引所が日本取引所自主規制

法人（以下「自主規制法人」という。）に委託し

た業務においては、自主規制法人が当該顧客に対

して行う要請に応じなければならない。

２ 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、業

務規程第７８条の３の規定により取引所が自主

規制法人に委託した業務においては、自主規制法

人が取次者顧客に対して行う要請に当該取次者

顧客が応じるよう適切な措置を講じなければな

らない。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（この章の目的）

第３条 株券（新株予約権証券、出資証券（金融商

品取引法（昭和２３年法律第２５号。以下「法」

という。）第２条第１項第６号に掲げる有価証券

をいう。以下同じ。）、優先出資証券（協同組織金

融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益証券を

いう。以下同じ。）、外国投資信託受益証券（外国

投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、投資証

券、新投資口予約権証券、外国投資証券、外国株

預託証券（外国法人の発行する株券に係る権利を

表示する預託証券をいう。以下同じ。）、受益証券

発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受

益証券（外国法人の発行する証券又は証書で受益

証券発行信託の受益証券の性質を有するものを

いう。以下同じ。）を含む。第６条第２号を除き、

以下同じ。）及び転換社債型新株予約権付社債券

（新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使

に際してする出資の目的が当該新株予約権付社

債券に係る社債であるものをいい、外国法人の発

行するものを除く。以下同じ。）に係るＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引については、この章の定めるところに

よる。

２ （略）

（呼値）

第９条 （略）

２～４ （略）

５ 取引参加者は、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。）

に係る単一銘柄取引又は終値取引を行おうとす

るときは、当取引所に対し、当該取引が高速取引

行為に係るものである旨を明らかにしなければ

ならない。

６ （略）

（この章の目的）

第３条 株券（新株予約権証券、出資証券（金融商

品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１

項第６号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。）、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優先

出資証券をいう。以下同じ。）、投資信託受益証券

（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、外国

投資信託受益証券（外国投資信託の受益証券をい

う。以下同じ。）、投資証券、新投資口予約権証券、

外国投資証券、外国株預託証券（外国法人の発行

する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。

以下同じ。）、受益証券発行信託の受益証券、外国

受益証券発行信託の受益証券（外国法人の発行す

る証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券

の性質を有するものをいう。以下同じ。）を含む。

第６条第２号を除き、以下同じ。）及び転換社債

型新株予約権付社債券（新株予約権付社債券のう

ち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が

当該新株予約権付社債券に係る社債であるもの

をいい、外国法人の発行するものを除く。以下同

じ。）に係るＴｏＳＴＮｅＴ取引については、こ

の章の定めるところによる。

２ （略）

（呼値）

第９条 （略）

２～４ （略）

（新設）

５ （略）
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（委託の際の指示事項）

第２７条 （略）

２ 顧客は、終値取引の委託をする場合には、その

都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示

するものとする。

（１） （略）

（２） 前項第２号、第４号、第５号、第８号

及び第９号から第１２号までに掲げる事項

３～５ （略）

６ 顧客は、高速取引行為に係る単一銘柄取引又は

終値取引の委託をする場合には、その都度、当該

委託が高速取引行為に係るものである旨及び当

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、取引参加者に指示するものとする。

（委託の際の指示事項）

第２７条 （略）

２ 顧客は、終値取引の委託をする場合には、その

都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示

するものとする。

（１） （略）

（２） 前項第２号、第４号、第５号、第８号及

び第９号から第１２号に掲げる事項

３～５ （略）

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（高速取引行為に係る取引戦略の区分）

第１２条 業務規程第１４条第１項第７号に規定

する高速取引行為に係るものである旨は、当取引

所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の

別を区分して明らかにしなければならない。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（報告事項）

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の

報告書に当取引所が必要と認める書類を添付し

て報告するものとする。

（１）～（１）の３ （略）

（１）の４ 金融商品取引業者にあっては、法第

３１条第２項の規定に基づく登録（法第２９条

の２第１項第７号イに掲げる事項に係る登録

に限る。）を受けたとき、取引所取引許可業者

にあっては、法第６０条第１項の許可（法第６

０条の２第１項第４号イに掲げる事項に係る

許可に限る。）を受けたとき。

（２）～（２７） （略）

（報告事項）

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の

報告書に当取引所が必要と認める書類を添付し

て報告するものとする。

（１）～（１）の３ （略）

（新設）

（２）～（２７） （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者における注文管理体制に関する規則

新 旧

（注文の発注制限）

第４条 取引参加者は、当取引所の市場において注

文を発注するに当たり、前条第１項各号に掲げる

事項及び取引参加者の資力を踏まえ、次の各号に

掲げる制限を実施するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 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

（注文発注システム等による対応）

第６条 取引参加者は、第４条第１号及び第２号に

掲げる制限を当該取引参加者が使用する注文発

注に係るシステムにより実施するものとし、同条

第３号に掲げる制限を当該取引参加者が使用す

る注文発注に係るシステム又は適切と認められ

る方法により実施するものとする。

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。

（注文の発注制限）

第４条 取引参加者は、当取引所の市場において注

文を発注するに当たり、次の各号に掲げる制限を

実施するものとする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（注文発注システムによる対応）

第６条 取引参加者は、第４条各号に掲げる制限を

当該取引参加者が使用する注文発注に係るシス

テムにより実施するものとする。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（高速取引行為に係る取引戦略の区分）

第６条の２ ＴｏＳＴＮｅＴ特例第９条第５項に

規定する高速取引行為に係るものである旨は、当

取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦

略の別を区分して明らかにしなければならない。

（呼値に関する事項）

第７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第９条第６項の規定

により、ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値に関し当取引

所が定める事項は、次の各号に定める事項とす

る。

（１）～（４） （略）

（新設）

（呼値に関する事項）

第７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第９条第５項の規定

により、ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値に関し当取引

所が定める事項は、次の各号に定める事項とす

る。

（１）～（４） （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。


