第2特集

株価の新しい決まり方

取引所が変わる
個人投資家や機関投資家による株式売買の現場が様変わりしている。
市場間競争や I CT活用など最前線をリポートする。
本誌：野村明弘

経平均株価は1月下旬︑

年ぶりに2万4000円台

に乗せ︑バブル崩壊後の高値を更
新した︒
こうした中︑
個人投資家に
とって東京証券取引所で約定︵売
買成立︶するよりも有利な株価で
の売り買いが可能となる取り組み
17年 月に開始した︑
ＰＴＳ
︵私

が始まっている︒楽天証券が20

ス・ジャパン﹂との接続がそれだ︒
﹁これまでのところ︑現物株式
の 〜 ％がチャイエックスで約
定されている︒それらの約定では︑
個人投資家の売買価格が改善され
たことを意味する﹂と楽天証券の
土居雅紹執行役員は語る︒2月中
旬には︑もう一つのＰＴＳである
﹁ＳＢＩジャパンネクスト﹂との
接続も開始し︑ＰＴＳ2社での約
定比率は﹁ ％弱まで拡大する見
土居氏が語る﹁価格改善﹂とは︑

証券会社が運営する私設取引システム。1998年の
「取引所集
中義務」撤廃後、参入と撤退が続き、現在国内で2社が展開

ダークプール

気配値を出さず匿名性の高い形で投資家の売買注文を付け
合わせる証券会社内のシステム。東証の立会外取引で約定

SOR

スマートオーダールーティング。売買注文を出すと、その瞬間、複
数の市場から最良価格を自動で選択して執行してくれる

HFT

高頻度取引。ITを駆使してミリ秒単位での注文と取り消しを
繰り返す。市場に流動性を供給する現代版マーケットメイカー

株式を売買できることをいう︒そ

うときであればより安い価格で︑

ときであればより高い価格で︑買

投資会社傘下のチャイエックス・

と撤退が相次いだが︑現在は︑米

ビッグバンでの解禁︒その後参入

発祥は︑1998年 月の証券

ジャパンと︑ＳＢＩグループが5

割弱出資するＳＢＩジャパンネク
ＰＴＳは︑証券会社がコンピュ

心だったが︑後述するＰＴＳでの

これまでは機関投資家向けが中

スト証券の2社が展開する︒
ータ上で運営する取引システム︒

東証とＰＴＳを比較し
最良価格で自動約定

れを実現するＰＴＳとは何なのか︒

一種の取引所として機能する︒

場として活用するために接続し︑

複数の証券会社や投資家が売買の

PTS

12
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26

設取引システム︶
﹁チャイエック

12

20

東証で約定する場合に比べ︑売る

4つのキーワード

を知る

15

通し﹂
︵土居氏︶だ︒

30

の今
株取引

日

撮影：尾形文繁

株価の新しい決まり方

流動性が厚くなると
スプレッドは縮小する

PTSの流動性が加わったことで、東証より有
利な注文執行が可能に。実際の取引ではSOR
（スマートオーダールーティング）が自動で最
良価格での執行を行う
（出所）
楽天証券のトレード画面に本誌が加筆

含め︑個人投資家の売買において

クストと接続済みのＳＢＩ証券を

Ｓ2社と接続︒すでにジャパンネ

個人投資家向けの楽天証券がＰＴ

信用取引解禁の可能性をにらみ︑

社の注文が統合された楽天証券の

右下が買い注文︒東証とＰＴＳ2

る︒左上に並ぶのが売り注文で︑

株の売買注文を整理して示してい

るもので︑ある瞬間における東芝

株式投資の世界で板情報と呼ばれ

価格改善はこう実現した ─ 注文から約定までの詳細な流れ ─

約定

100株 1225.0円

12.0円

チャイエックス 13:51:49

約定

100株 1224.0円

11.0円
（注）
インフォテリア
（3853）
現物株での実際のデータ （出所）
楽天証券

した二つの価格をそれぞれ最良売

気配値という︒その中で︑先に示

円で何株売買したいという情報を

万4000株ある︒このように何

という注文は︑314・4円で8

方で︑いちばん高く買ってもいい

は︑
314・8円で5万株ある︒
一

ばん安く売ってもいいという注文

画像を見ると︑この瞬間にいち

画面だ︒

もＰＴＳが拡大する機運が高まる︒
ＰＴＳを活用すると︑なぜ価格
改善が実現するのか︒
上の画像を見てほしい︒これは︑

チャイエックス 13:51:49

価格改善が実現するのは︑東証

り気配値︑最良買い気配値と呼ぶ︒

とは異なる売買注文が入っている

からだ︒画像では︑東証における

最良売り気配値と最良買い気配値

をそれぞれ緑色と赤色で示してい

る︒その間に挟まれた価格の注文

がＰＴＳのものだ︒

画像の気配値からいえるのは︑

東証では314円で売るのが最も

売ることができるということだ︒

高いがＰＴＳでは314・4円で

反対に︑東証では315円で買う

のが最も安いがＰＴＳでは314

・8円で買うことができる︒

実際に個人投資家が注文を出す

ときは︑普段どおり数量や価格を

週刊東洋経済 2018.2.10
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東証よりも有利な
売買が可能に
チャイエックス

東証の
最良売り気配値
─ 東証とＰＴＳ２社の気配値を統合した板情報 ─

12.2円

約定代金…36万7420円

100株 1225.2円

3520円 得
約定

約定代金差額計
チャイエックス 13:51:49

株取引手数料
270円の約13倍！
東証との価格差
実際の執行は…

売り気配 1222円
買い気配 1213円

13:51:49
（指し値）

売付注文 300株

13:51

東証の気配値

単価
数量

1220円

東証
（SOR経由）

内容
時刻
市場

東証のスプレッドの
内側にあるPTSの気配値。

ジャパンネクスト

東証の
最良買い気配値

入力するだけでよい︒あとは証券

ダークプール

約定
対当

PTS

気配値︵板情報︶を公表しておら
ず透明性が低い︒またシステム内
でマッチング︵対当︶した注文は
東証の立会外取引︵ＴｏＳＴＮｅ
Ｔ︶で約定される︒現在︑国内で
は外資系や大手証券会社など約

社が運営し︑売買シェアはＰＴＳ
を上回る約5％だ︵中段図︶
︒
機関投資家が個人と大きく異な
るのは︑運用資産額が巨大で売買
額が大きいことだ︒大口注文は瞬
間的にはすべてを約定できず︑板
情報に気配値が残ってしまう︒そ

約定

対当

ダークプール

約定

対当

一般的な取引所取引

（出所）金融庁・金融審議会市場ワーキング・グループの資料に本誌が加筆

リズム取引プラットフォームを提

びダークプールと接続したアルゴ

投資家に︑東証やＰＴＳ2社およ

そのツールの一つ﹂と語る︒機関

われわれの仕事︒ダークプールは

戦略に沿った効率的な注文執行が

イブ氏は﹁顧客︵機関投資家︶の

野村証券のフィラス・ハジ・タ

われるため価格改善の効果も持つ︒

値と最良売り気配値の中間値で行

価格は通常︑東証の最良買い気配

社の売買注文も入っている︒取引

ＦＴ︵高頻度取引︶業者や証券会

1秒間に何千回もの取引を行うＨ

家の大量売買注文を呼び込んだ︒

しないことで︑こうした機関投資

気配開示義務なし

供し︑最も有利な条件で注文を執
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会社側のシステムに設置されたＳ
ＯＲ︵スマートオーダールーティ

る証券会社の立場との間の利益相

﹁株価の決まり方﹂に変化が起

気配開示義務あり

れに反応してほかの投資家が動く

取引所

証券会社

ング︶が︑その瞬間の東証とＰＴ
Ｓ2社の気配値を比較し︑自動で

今後︑ＰＴＳの利用拡大に向け

反問題などもある﹂と指摘する︒

借り︑委託した保証金の最大約3

きているのは︑個人投資家の領域

ダークプールと呼ばれる取引の場

注文

と︑大口注文者は当初より不利な

クロス
注文

注文

最も有利な株価で約定してくれる︒

期待がかかるのは︑信用取引解禁
の行方だ︒信用取引とは︑手持ち
資金以上の額で取引を行うこと︒

・3倍の売買を行える︒個人投資

だけではない︒年金基金など機関

ダークプールは
機関投資家が利用

家の取引で実に約6割を占める︒

投資家の世界でも変化は顕著だ︒

投資家が証券会社から資金や株を

年 月の金融庁金融審議会報

告書では︑ＰＴＳの信用取引の原

がその舞台となっている︒
右下図のように︑ダークプール
もＰＴＳと同様に証券会社のコン

証券業協会の下で東証やＰＴＳ2
社などが制度設計の議論を戦わせ

─日本における株取引の執行イメージ─

価格での売買を余儀なくされる︒

取り次ぎ

注文

中には ㌻中段表のように︑東

3

ピュータ上で運営されるが︑規制

PTSとダークプールの位置づけは証券会社の一業務

ダークプールは︑気配値を公表

証券会社

投資家

取り次ぎ

注文

取引所

証券会社

16
15
14
13

（立会外取引所）

注文

証での約定よりも3520円得し

4

ている︒
東証の大墳剛士・株式部株

注文

たケースもある︒
﹁ネット証券各

5

の対象外であるため︑売り買いの

証券会社
投資家

社は手数料の引き下げで競争する
が︑ＰＴＳによる価格改善は投資
家にとってそれ以上のメリットに
なりうる﹂
︵チャイエックス・ジ
ャパンの色川徹社長︶
︒
ようやく個人向けの利用に曙光
が見え始めたＰＴＳだが︑売買シ

6

企業グループにとっては︑市場開

8

ェアは2社合わせてまだ3〜4％︒

（%）

設者の立場と︑資金や株を提供す

─ 売買代金シェア ─

東証の約9割とは雲泥の差だ︒

ダークプール拡大、PTSは近年低迷

式総務課長は﹁ＰＴＳを運営する

（出所）大墳剛士「日本におけるダークプールの実態分析」

2012年
2

投資家

18

PTS
7

53

12

則解禁が打ち出された︒
目下︑
日本

16

株価の新しい決まり方

ルでの取引を停止させるというものだ
（データ収集の不備で実施は延期中）
。

ダークプール全体で特定銘柄の取引シ
ェアが8%に達した場合、ダークプール
全体での当該銘柄の取引を停止（欧州）

ダークプールのシェアがどこまで拡
大すると市場が劣化するのか、まだ確
証はない。手探りの中、欧米当局の監

（出所）
吉川真裕
「HFTとダーク・プールに対する規制
状況」
、大墳剛士「諸外国における市場構造
とHFTを巡る規制動向」

視が続く。

ダークプールに個人投資家が参

一定の上限に達した場合、ダークプー

当該銘柄の取引を停止（欧州）

行する︒

から始まった第2次金融商品市場指令
（MiFID 2）で、左表のようにシェアが

1つのダークプールで特定銘柄の取引
シェアが4%に達した場合、そこでの

60

社が東証︑ＰＴＳ︑ダークプー

ルで活動し︑国内注文シェアの約

5割を担っている︒

とはいえＨＦＴ業者も︑瞬時の

ン作家︑マイケル・ルイス氏の著

書﹃フラッシュ・ボーイズ﹄では︑

ＨＦＴ業者の一部の先回り行為が

暴かれ︑市場の悪役とのイメージ

も付きまとう︒

金融庁は今年4月からＨＦＴ業

者の登録制をスタートさせる︒業

務管理体制の整備などを求め︑東

証がＨＦＴの注文データの把握に

も乗り出す︒来年をメドにデータ

の一部を公表し︑ＨＦＴの取引実

態が示される見通しだ︒

証券市場に詳しい野村総合研究

所の大崎貞和主席研究員は﹁日本

は市場の流動性の重要性について

理解を欠いている︒短期的な売買

などさまざまな需給が集まること

で︑長期投資家の売買もスムーズ

に消化される︒短期売買を﹃投機

的 だ﹄ と し て 排 除 す べ き で は な

い﹂と指摘する︒

さまざまなプレーヤーの参加で

株式市場の流動性や価格機能が向

上していくことが望まれる︒

加する日も来るかもしれない︒楽

は強力な規制に乗り出している。今年

ＨＦＴは市場の悪役か？
４月から登録制始まる

高まっており、EU（欧州連合）当局

最良気配値とそれより劣る価格での
取引を禁止（カナダ、豪州）
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同様にダークプールを展開する

ダークプールのシェアは約 10％まで

最良気配値より劣る価格での取引を
禁止（米国、欧州）
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天証券の土居氏は﹁ＰＴＳとの接

同様に取引所間競争が進む欧州でも

大和証券は︑ＡＩ︵人工知能︶に

規制強化を進めている。

国外の主なダークプール規制

株価形成の新潮流でほかにも無

員会）はダークプールの情報開示など

続後︑複数のダークプール運営会

不祥事が頻発。米 SEC（証券取引委

能性がある。市場参加者が指し値を出

よるリアルタイムの株式出来高予

ると、気配値を出す市場が劣化する可

価格差で得る利益が目的︒平時の

クスが処罰されるなどダークプールの

視できない存在がある︒ＨＦＴ業

あまりに＂ダーク＂な流動性が増え

社から協業の話があった︒よりよ

て、運営していたゴールドマン・サッ

測モデルを開発︒今夏からアルゴ

とSDPのシェアが約4割に上る。

相場では価格変動を抑制するが︑

ルの注文執行価格に誤りがあったとし

者だ︒彼らは高速取引を武器に売

れている。ただ、過去にはダークプー

く、気配値を公表しないダークプール

い約定ができるなら検討したい﹂

せても株式売買シェアは約4割しかな

リズム取引プラットフォームに組

ールや SDP の執行でもこれが担保さ

リスクが高まると取引を控えるこ

引所とナスダックの両グループを合わ

とがあるので︑市場は一気に不安

良執行義務が課されており、ダークプ

買注文と取り消しを繰り返し︑つ

値で執行しなければならないという最

引）も多数ある。ニューヨーク証券取

ねに売り気配値と買い気配値を提

プールのほか、SDP（一種の店頭取

と話す︒ただし︑個人向けにも接

の気配値を瞬時に比較し、最良の気配

続するならダークプールの情報開

米国には12の取引所と40のダーク

み込む︒
﹁予測を基に市場への影

米国の証券会社には、すべての市場

に乗り出す事態となっている。

響を最小にした注文執行が可能と

り、
価格機能が低下したりするからだ。

定化する︒米国のノンフィクショ

気配値のスプレッド（差）が広がった

売買シェアが拡大しすぎて政府が規制

供するマーケットメイカーだ︒約

したがらなくなり、売り気配値と買い

関投資家にメリットがあるダー

示強化が必要となるだろう︒

機 クプールだが、欧米では、その

なる﹂
︵大和証券の坂本英彦氏︶
︒

海外はダークプールの規制に動く

、

恐れるよりHFTの＂活用＂
に力点を

流 れないが、ネットオークション
動性はわかりにくい概念かもし

HFT はえたいが知れないとの懸念が
登録制で払拭されるならよい。

限定の割引価格で売られていたとす

める貢献をしているというのが私の認

る。たくさん注文しても割引価格で買

識だ。HFTは、大量に買いたい人に売

えるのが流動性の高い状況。一方、わ

り、大量に売りたい人から買う短期取

ずかの注文で売り切れ、すぐ定価に戻

引で収益を上げている。つまり同じ価

ってしまうのが流動性の低い状況だ。

格でたくさんの売買を可能とする役割

株式市場もこれと同じと考えていい。

を担っている。

近年の株式市場では、HFT（高頻
度取引）が入ってきたため、投資家が

相場急変時の課題

注文を入れるスピードの差が顕著に拡

ただ HFT も独立した投資主体であ

大している。スピードの遅い注文では

り、損をしてまで流動性を供給するつ

希望価格で取引できないことがある。

もりはない。リスクで相場が急変する

金融庁は今春から HFT の登録制を

と、取引への関与を低下させ、価格変

始める。これを嫌って日本から撤退す

HFTがそれに取って代わった。だが、
HFT は逃げ足が早いため、 流動性の
脆弱性が増したともいえる。
相場急変時など、最も流動性を必要
とするときに HFT を市場にとどまら
せるため、欧米では取引所が HFT に
手数料を支払うなどの対策を導入して
いる。日本も何らかの対策を検討すべ
きだろう。
早稲田大学
教授

HFT は先ほど説明した流動性を高

た地場証券は廃業を余儀なくされ、

宇野 淳

を考えてみるとよい。ある商品が数量

稼働させて以降、流動性を供給してい

化が加速することもある。

る HFT も出てくるのではと心配され

東京証券取引所が 2010 年に次世代

るが、
大きな変化はないだろう。
むしろ

株式売買システム「アローヘッド」を

うの・ じゅん●早稲田大学政治経済学部卒業。
日本経済新聞社、
QUICK総合研究所首席研究員、
中央大学商学部教授を経て2004年4月から現職。

流動性こそが株式市場のキモだ
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取 投資家まで、また短期投資から

引の場は、機関投資家から個人

さが増している。参加している機関投

注文執行が行われるのがよい。そうい

資家からの評判もいい。

った意見は日本証券業協会の検討会の

長期投資まで、さまざまなスタイルの

（解禁に向け議論が進む）信用取引

資金が有機的に集まることが健全であ

は、個人投資家の取引のうち約6割を

PTS も信用取引の自主規制機能を

り、重要なことだ。

占めている。信用取引ができないこと

持つ必要があると金融審議会で指摘さ

はPTSの成長阻害要因になっていた。

れたが、現在枠組みを議論していると

設取引システム）には、個人投資家が

市場間競争を促進すべきという金融審

ころだ。 また利益相反問題は、PTS

ほとんど参加していなかった。それが

議会の問題意識で、今回、規制緩和の

業者の企業構造にかかわる個別性の高

昨年 12 月、楽天証券と接続すること

動きとなったことを歓迎したい。

い問題だが、適切な措置が講じられる

しかし、これまでの当社のPTS（私

によって幅広い銘柄に個人の売買注文
チャイエックス・ジャパン
社長

色川 徹

が集まるようになり、取引に広さと深

撮影：尾形文繁

いろかわ・とおる●野村証券、新生銀行を経て
2009年入社。12年に楽天投信投資顧問社長に
転じるが、17年4月から当社に復帰し現職。

シンプルなメニューで提供

中でも共有されている。

必要がある。
PTS の信用取引がいつから開始で

もっとも実際に解禁するとなると、

きるかはまだわからない。ただ複数の

制度が複雑に絡み合っていて大変だ。

市場が活発に取引し競争することで質

最も重要なのは、個人投資家にとって

の高い流動性が供給され、機関投資家

のわかりやすさや使いやすさだ。注文

や個人投資家など市場の成長につなが

の画面で、複雑な制度そのままの複雑

っていく。東証の手数料が高いという

なメニューが出てしまうとわかりにく

わけではないが、市場間競争があれば

い。シンプルなメニューで最良価格の

手数料も上げにくくなる。

PTSの信用取引は使いやすさが重要
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7月実施︶
︒Ｈ Ｆ Ｔ 業 者 の 収 益 が

が小さくなり︑収益機会が減った

場のボラティリティ︵価格変動︶

が始まっている﹂
︵日本証券経済

がまねし始めたため︑業界の淘汰

ただ︑
﹁こうした取引戦略を皆

場と直接接続して︑それぞれの最

テムがあるが︑ＨＦＴ業者は各市

良気配値を提示する統合配信シス

激化したことが要因とされている︒

約し︑より早く全米最良気配値を

バーチュは2015年4月に上

把握することで︑統合配信システ

な売買を約定してしまうというも

最良気配値の注文待ち行列の先頭
引所がＨＦＴに︑特殊なタイプの

のだ︒ただし︑同様のシステムが

ＨＦＴの主な投資戦略はマーケ

注文を認めて便宜を与えている︒

ない他国ではこの手法は使えない︒

場する際︑過去1278日のトレ

たとえば五つの市場があったと

流動性を確保するためだ︒だがＨ

米国の市場には伝統的にマーケ

ムを利用する投資家より先に有利

する︒ある銘柄の最良買

ＦＴの数が増えればその効果は減

に立つことが重要だ︒米国では取

い気配値がＡ市場で ㌦

ットメイク︒典型的な手法は次の

マーケットメイクの戦略では︑

ことに加え︑同様の投資戦略を展

（注）
マーケットメイク、
2016年（出所）バーチュ・フィナンシャル

同様の取引は売りサイドでも可
能︒こうした薄利多売の取引が同

11%

競争激化で収益力が低下

時並行で何千という銘柄で行われ
ているイメージだ︒注文や取り消
しの一瞬の遅れが損失につながる

たほうが︑ＨＦＴの収益機会は増

日本株を中心とする
アジア太平洋の株 12%

ーディングのうち損失を計上した

HFT業者の稼ぐ力は低下中

─ 米バーチュの1日平均トレーディング収益 ─
（万ドル）

200

160

140

120

2015年
16
17
（注）
マーケットメイクの純収益、
2017年は1 ～ 9月
の平均 （出所）
バーチュ・フィナンシャル

で ㌦の買いが約定すれ

示し︑どこか一つの市場

配値︵指し値注文︶を提

の4市場で ㌦の買い気

のとき︑ＨＦＴ業者は別

赤字だとの研究結果もある︒

収入がないとＨＦＴ業者の取引は

い︒が︑相場変動時には︑手数料

ーに手数料を払う欧米取引所は多

て︑注文を出すマーケットメイカ

殺される︒流動性提供の返礼とし

た︒今や流動性供給の重要な担い

収していったのがＨＦＴ業者だっ

化の流れで淘汰が進み︑彼らを買

流動性を供給していた︒が︑電子

れぞれの市場で気配値を提示して

ットメイカーが存在し︑彼らがそ

30
市場で ㌦で売って1㌦

での注文を取り消し︑Ａ

引戦略だ︒米国には全市場中の最

ンシーアーブと呼ばれる一部の取

米国で評判が悪いのが︑レイテ

在感は高まっている︒

収益性は低下しているものの︑存

手となっているＨＦＴ業者︒その
の利益を稼ぐ︒

2/10号_2特_取引所
_P6-1

ので︑遅延を最小化した高速通信
が活用される意味もわかる︒欧米

もバーチュと覇を争うＨＦＴ大手

える︒

のように市場が多数に分散してい
年4月︑米国のＨＦＴ︵高
ゲッコーを傘下に置く有名企業だ︒
ところが︑彼らのトレーディン

欧州・中東・
アフリカの株

世界の
コモディティ

軒並み低迷する中︑業界を代表す

意外にもろい？
薄利多売のパイを取り合い

頻度取引︶業界に衝撃が走

った︒ＨＦＴ最大手のバーチュ・
グ収益は減少が続いている︵左図

昨
フィナンシャルが同業のＫＣＧホ
はバーチュ︶
︒

年後半以降︑市

ールディングスを買収すると発表

30%

16%

ようなものだ︒

業績不振だった
同 業 の KCGを
買収

180

29

ば︑即座にほかの3市場

29

引の無敵ぶりを誇示した︒ＫＣＧ

100

のはたった1日と公表し︑高速取

したのだ︵買収金額 億㌦︑同年

米国株

世界の通貨

良気配値を入手︒それを自前で集

オプションや
債券など 7%

研究所の吉川真裕客員研究員︶
︒

─ 分野別トレーディング純収益 ─

開するＨＦＴ業者が増加し競争が

日本株で収益の約1割を稼ぐ

る上場2社の統合となった︒

16
30
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14

24%

ＨＦＴ （高頻度取引は
）
やはり万能ではなかった

株価の新しい決まり方

