外国株式取引に関する説明書 新旧対照表（2020 年 10 月 19 日）
(下線部分変更箇所)
新（改定後）

旧（改定前）

P12
Ⅴ 中国株式取引

P12
Ⅴ 中国株式取引
（略）

（略）

(５)取引ルール

(５)取引ルール

香港証券取引所においては、いくつかの指値注文方
式がありますが、指値注文における指値の範囲は、香
港証券取引所の定めるアルゴリズム(計算手順)により
決定される基準値を基準として定められます。
当社の中国株取引では、次に示す指値注文方式の
みを採用しています。プレオープニングセッションに
おいては ALO(At Auction Limit Order)と呼称される
注文形態を採用し、通常取引時間中は
ELO(Enhanced Limit Order)と呼称される注文形態の
みを採用しております。その他の注文形態は採用して
おりません。

香港証券取引所においては、いくつかの指値注文方
式がありますが、指値注文における指値の範囲は、香
港証券取引所の定めるアルゴリズム(計算手順)により
決定される基準値を基準として定められます。
当社の中国株取引では、次に示す指値注文方式の
みを採用しています。プレオープニングセッションに
おいては ALO(At Auction Limit Order)と呼称される
注文形態を採用し、通常取引時間中は
ELO(Enhanced Limit Order)と呼称される注文形態の
みを採用しております。その他の注文形態は採用して
おりません。

( a )プレオープニングセッション(現地時間 9:00～9:30)
( a )プレオープニングセッション(現地時間 9:00～9:30)
プレオープニングセッションは、公平な前場寄付値を
プレオープニングセッションは、公平な前場寄付値を
形成するため日本の板寄せに似た機能を持ちます。
形成するため日本の板寄せに似た機能を持ちます。
当社では ALO(At Auction Limit Order)形態の指値注
当社では ALO(At Auction Limit Order)形態の指値注
文のみを受付ます。
文のみを受付ます。
指値できる価格範囲は、オーダーインプットピリオド
指値できる価格範囲は、同セッション開始後は香港証
（9:00～9:15）は前日終値の±15％、ノーキャンセレー
券取引所によってリアルタイムで更新される IEP （均
ションピリオド（9:15～9:20）、ランダムマッチングピリオ
衡価格）を基準値として、上限は基準値から高いほう
ド（9:20～マッチング完了（最大 9：22））では、買い注
に 20 ティックまで、下限は基準値から低いほうに 20 テ
文の下限は前日終値-15％、上限はオーダーインプッ
ィックまでとなります。同範囲を越えた指値注文は香
トピリオド（9:00～9:15）終了時に最も高い買い気配と
港取引所に受付られず、失効します。
最も低い売り気配の高い方の価格となり、売り注文で
は、上限は前日終値+15％、下限はオーダーインプッ
トピリオド（9:00～9:15）終了時に、最も高い買い気配
と最も低い売り気配の低い方の価格となります。同範
囲を越えた指値注文は香港取引所に受付られず、失
効します。
なお、同セッション中に受付られたが約定されなかっ
なお、同セッション中に受付られたが約定されなかっ
た ALO(At Auction Limit Order)による注文は通常の
た ALO(At Auction Limit Order)による注文は通常の
指値注文(LO（Limit Order）)として、現地時間 9：30 か
指値注文(LO（Limit Order）)として、現地時間 9：30 か
らの通常取引時間帯に引継がれます。
らの通常取引時間帯に引継がれます。
※ティックとはマーケットにおける株価変動の最小単
位のことです。
（削除）

≪ALO（At Auction Limit Order）≫
例）前日引値が＠150.0 だった場合
（図表、省略）

プレオープニングセッションは以下の時間帯により構成

プレオープニングセッションは以下の時間帯により構成

されます。

されます。

(時間は現地時間)

(時間は現地時間)

□9:00～9:15 オーダーインプットピリオド

□9:00～9:15 オーダーインプットピリオド

AO （ At Auction Order ） と ALO （ At Auction Limit

AO （ At Auction Order ） と ALO （ At Auction Limit

Order）が入力可能(注)。

Order）が入力可能。(注)

1

取引所システム内で注文が常に集約･更新され、指値

取引所システム内で注文が常に集約･更新され、指値

変更･注文取消ができる時間帯。

変更･注文取消ができる時間帯。

取引所の定めるアルゴリズムによって IEP（均衡価格）

取引所の定めるアルゴリズムによって IEP（均衡価格）

が常に更新され表示される。

が常に更新され表示される。

□9:15～9:20 ノーキャンセレーションピリオド

□9:15～9:20 プレオーダーマッチングピリオド

AO （ At Auction Order ） と ALO （ At Auction Limit

AO（At Auction Order） のみ入力可能(注)。取引所の

Order）が入力可能(注)。取引所の定めるアルゴリズム

定めるアルゴリズムによって IEP（均衡価格）が更新さ

によって IEP（均衡価格）が更新され表示される時間

れ表示される時間帯。しかし、IEP（均衡価格）の急変

帯。しかし、IEP（均衡価格）の急変を避けるため注文

を避けるため注文訂正･注文取消は不可。

訂正・注文取消は不可。
□9:20～9:28 オーダーマッチングピリオド

□9:20～マッチング完了（最大 9：22） ランダムマッチン
グピリオド
AO （ At Auction Order ） と ALO （ At Auction Limit

注文入力･注文訂正･注文取消は不可。

Order）が入力可能(注)。

最終 IEP（均衡価格）を決定する時間帯。注文方式

ランダムマッチングピリオド開始後 2 分以内の不規則

(AO（At Auction Order）に優先権)、指値、

なタイミングでマッチングが開始されます。

時間がこの順番に優先される原則に基づき、最終 IEP
（均衡価格）で“板寄せ”が行われる。

□マッチング完了～9:30 ブロッキングピリオド(休憩の

□9:28～9:30 ブロッキングピリオド(休憩の時間)

時間)
(注)当社では、AO（At Auction Order）は受付ており
ません。上記時間帯は香港証券取引所の制度を一般
的にご説明したものであり、SBI 証券における注文受
付時間等とは異なります。詳しくは「(６)注文受付時
間・約定日･受渡日」をご確認ください。

(注)当社では、AO（At Auction Order）は受付ておりませ
ん。

( b )通常取引時間帯(現地時間：前場 9:30～12：00、後 ( b )通常取引時間帯(現地時間：前場 9:30～12：00、後
場 13：00～16：00)
場 13：00～16：00)
現地時間 9：15 から、昼休み中(現地時間 12:00～
ALO（At Auction Limit Order）の受付が終了する現
13:00)を含め、大引けまで、当社では ELO（Enhanced
地時間 9：15 から、昼休み中(現地時間 12:00～13:00)
Limit Order）形態の指値注文を受付ます。
を含め、大引けまで、当社では ELO（Enhanced Limit
Order）形態の指値注文を受付ます。
（略）
（略）
（追記）
※ティックとはマーケットにおける株価変動の最小単
位のことです。
（略）
（略）
( ｄ )クロージングオークションセッション(現地時間：16：
00～16：10)
（略）

( ｄ )クロージングオークションセッション(現地時間：16：
00～16：10)
（略）

クロージングオークションセッションは以下の時間帯によ

クロージングオークションセッションは以下の時間帯によ

り構成されます。

り構成されます。

(時間は現地時間)

(時間は現地時間)

（略）
(注)当社では、AO（At Auction Order）は受付ており
ません。上記時間帯は香港証券取引所の制度を一般
的にご説明したものであり、SBI 証券における注文受

（略）
(注)当社では、AO（At Auction Order）は受付ており
ません。

2

付時間等とは異なります。詳しくは「(６)注文受付時
間・約定日･受渡日」をご確認ください。

(６)注文受付時間・約定日･受渡日
(６)注文受付時間・約定日･受渡日
香港証券取引所取引時間中(プレオープニングセッシ
香港証券取引所取引時間中(プレオープニングセッシ
ョン(のうち、現地時間午前 9 時 20 分以前)を含む)は、
ョン(のうち、現地時間午前 9 時 20 分以前)を含む)は、
リアルタイムでのお取引となります。香港証券取引所
リアルタイムでのお取引となります。香港証券取引所
および当社システムの制約により、下記に示す通りお
および当社システムの制約により、下記に示す通りお
客様のご注文が制約される時間帯があります。
客様のご注文が制約される時間帯があります。
※当社では引け間際の注文による混乱を避けるた
※当社では引け間際の注文による混乱を避けるた
め、下記の通り 1 分前に香港証券取引所への送信を
め、下記の通り 1 分前に香港証券取引所への送信を
停止しております。
停止しております。

※香港取引所の取引時間、受付時間等の改定内容は
欄外をご参照ください。
（2019 年 10 月）

（2020 年 10 月）

(下線部分変更箇所)

新（改定後）
P18
時間(香港時間)
8:30～9：00
9:00～9:14
ｵｰﾀﾞｰｲﾝﾌﾟｯﾄﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:14～9:15
ｵｰﾀﾞｰｲﾝﾌﾟｯﾄﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:15～9:20
ﾉｰｷｬﾝｾﾚｰｼｮﾝﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:20 ～ マ ッ チ ン グ 完 了
（最大 9：22）

香港取引所受付
売買
取消
訂正
×
×
×

SBI 証券受付
売買
取消
訂正
ALO
×
×

ALO
AO

○

○

ALO

ALO
AO

○

○

ALO
AO

×

×

ALO
AO

×

×

×

×

×

○

○

(注 1)
取引所へは 9:30 以降に発注されます。取
引所にて受付られない注文は、9:30 以降
に失効されます。
(注 2)

ELO
(注 1)

○
(注 2)

○
(注 2)

ﾗﾝﾀﾞﾑﾏｯﾁﾝｸﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ
マッチング完了～9:30

ご注意事項

ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ

9:14 までの売買注文の取消･訂正は、香
港取引所の受付時間 9:30 以降に取引所
へ発注されますので、取消･訂正が間に
合わない場合があります。訂正は取引所
に受付られるまで次の訂正ができませ
ん。

（略）

旧（改定前）
P18
時間(香港時間)

香港取引所受付
売買
取消
訂正

SBI 証券受付
売買
取消
訂正

3

ご注意事項

8:30～9：00

×

×

×

ALO

×

×

9:00～9:14

ALO
AO

○

×

ALO

○

○

ALO
AO

○

×

AO

×

×

×

×

×

×

×

×

ｵｰﾀﾞｰｲﾝﾌﾟｯﾄﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:14～9:15
ｵｰﾀﾞｰｲﾝﾌﾟｯﾄﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:15～9:20

取引所へは 9:30 以降に発注されます。取

ﾌﾟﾚｵｰﾀﾞｰﾏｯﾁﾝｸﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:20～9：28

引所にて受付られない注文は、9:30 以降
に失効されます。
(注 2)
ELO
(注 1)

○
(注 2)

ｵｰﾀﾞｰﾏｯﾁﾝｸﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ
9:28～9:30

(注 1)

ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ

○
(注 2)

9:14 までの売買注文の取消･訂正は、香
港取引所の受付時間 9:30 以降に取引所
へ発注されますので、取消･訂正が間に
合わない場合があります。訂正は取引所
に受付られるまで次の訂正ができませ
ん。

（略）

以上

4

