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SGX：：：： アジアの玄関口としての存在アジアの玄関口としての存在アジアの玄関口としての存在アジアの玄関口としての存在
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取引時間取引時間取引時間取引時間
アジアで最も長い取引時間を

提供

Quest テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー
世界でも有数の

低遅延マッチングエンジン、
コロケーションを提供

会員：会員：会員：会員：
80%が国外の会員

マーケットデータ：マーケットデータ：マーケットデータ：マーケットデータ：
世界中の端末から配信

リクイディティーハブ：リクイディティーハブ：リクイディティーハブ：リクイディティーハブ：
香港とシカゴに
アクセスポイント

ASEAN諸国との提携：諸国との提携：諸国との提携：諸国との提携：
ASEAN Exchanges Allianceの

一員



アジアのデリバティブ商品へのシングルアクセスポイントアジアのデリバティブ商品へのシングルアクセスポイントアジアのデリバティブ商品へのシングルアクセスポイントアジアのデリバティブ商品へのシングルアクセスポイント
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• 株株株株式指数式指数式指数式指数
– 日経225指数グループ* （円建て、米ドル建て、

ミニ、先物、オプション）

– MSCI 台湾指数先物＆オプション*

– Nifty 指数グループ（Nifty 50 先物*＆オプショ
ン、NIFTY IT 先物、NIFTY CPSE先物）

– MSCI シンガポール指数先物＆オプション*

– FTSE 中国 A50 指数先物* 

– MSCI インドネシア指数先物*

– MSCI インド指数先物* 

– MSCI マレーシア指数先物* 

– MSCI タイ指数先物* 

– MSCI フィリピン指数先物* 

– MSCI 香港+ 指数先物* 

– MSCI Apex 50 指数先物*

• 配当指数配当指数配当指数配当指数
– 日経配当指数先物

• 為替為替為替為替#

– AUD/USD 先物

– AUD/JPY 先物

– USD/SGD 先物

– INR/USD 先物

– KRW/USD 先物

– KRW/JPY 先物

– USD/CNH 先物

– CNY/USD 先物

– THB/USD 先物

– USD/JPY 先物 （スタンダードとラージで提供）

• 金金金金利・債券利・債券利・債券利・債券#

– ミニJGB（長期国債）先物＆オプション

– ユーロ円Tibor先物＆オプション

– ユーロ円Libor先物＆オプション

– JGB（長期国債）先物＆オプション

– ユーロドル先物＆オプション

• コモディティーコモディティーコモディティーコモディティー
– SICOM ゴムグループ (TSR20 & RSS3 先物)

– 燃料油 380cst 先物

– AsiaClear 鉄鉱石先物

– AsiaClearオイル先物

– AsiaClearフレイト先物

– AsiaClear石炭＆原料炭先物

– AsiaClear鉄先物

– 電気先物

– 金先物
*CFTC 承認済み

#金利と為替関連の取引所取引商品は、CFTCの承認が不要



アジアジアジアジアの将来アの将来アの将来アの将来
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GDP 成長率成長率成長率成長率 (%)
IMF World Economic Outlook Database、、、、 Next 5 Year‘s Average 2015年年年年 10月版から抜粋月版から抜粋月版から抜粋月版から抜粋

� アジアの企業の合計時価総額は、欧米の
企業と同等。

� 莫大な一般投資家による市場参入機会：
40億人以上＝アジアの人口は、世界の
約60％にあたる。

� 世界経済のトップ10のうち3つの国（中国、
日本、インド）がアジアにある。

� アジアの資本市場は日々開放に向かって
進んでいる。グローバルベンチマークの指
数の中で、今後アジアのウェイトはさらに
拡大するとされている。

� しかし、しかし、しかし、しかし、アジアのオンショア市場には様々
な規制があり非効率： 税金、建玉制限、
国外からの投資に対する規制等。
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アジアのカバレージアジアのカバレージアジアのカバレージアジアのカバレージ

4

� SGXでは、アジアの9種類の主要なベンチマーク

である株式指数デリバティブを、米ドル建てで取
引ができる（MSCI シンガポール先物＆オプショ
ンを除く）。

� そのうち7つの株式指数は、中国－インド－アセ

アンを結ぶ三角地帯の株式市場を表し、残りの
2つの株式指数は日本と台湾の経済を示す。

� SGXの株式指数デリバティブ商品を補完する、ア
ジアの通貨11ペアの先物取引ができる。同時に、

証拠金オフセットにより資本効率を高めることが
可能。



アジアで最も幅広く上場先物商品を完備アジアで最も幅広く上場先物商品を完備アジアで最も幅広く上場先物商品を完備アジアで最も幅広く上場先物商品を完備
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NIKKEI 225FTSE 

CHINA A50
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ワンストップショップ：ワンストップショップ：ワンストップショップ：ワンストップショップ： 取引とリスク管理取引とリスク管理取引とリスク管理取引とリスク管理
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• 日本、中国、インド、台湾、インドネシアをはじめとする最も幅広いアジア
のデリバティブ商品の提供。アジア経済の80％以上のをカバー。

• アジアでは最長の取引時間。ヨーロッパの株式市場のクローズまで及び
米国の取引時間の一部までサポート。

• T+1セッションの取引高は、マーケット全体の20％を占める。そのうち約
30％がヨーロッパと米国の取引参加者によるもの。

• ソブリン格付けトリプルAのシンガポールにおける、アジアでは無類の
CCPとしての存在。

• コスト効率の良さ： 低い取引所コスト、取引税なし、QFII/FIIの取得は不
要、活発なカレンダースプレッド市場

• CMEとの相互決済制度（MOS）： 日経先物（円建て）、日経先物（米ドル
建て）、NIFTY先物、ユーロドル先物、ユーロ円先物



次次次次期デリバティブプラットフォーム期デリバティブプラットフォーム期デリバティブプラットフォーム期デリバティブプラットフォーム 「「「「Titan」」」」
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Titan DT
PTRC (Pre-Trade Risk 

Control)を装備した
トレーディングエンジン

Titan OTC
OTC取引入力システム取引入力システム取引入力システム取引入力システム

Titan DC
清算・証拠金等管理を統合したシステム

上場デリバティブ商品上場デリバティブ商品上場デリバティブ商品上場デリバティブ商品 立会外デリバティブ商品立会外デリバティブ商品立会外デリバティブ商品立会外デリバティブ商品

外部システム外部システム外部システム外部システム
OTC取引入力システム

立会外金融商品立会外金融商品立会外金融商品立会外金融商品

OTCF Calypso
OTC 金融商品清算シ

ステム



次期システム次期システム次期システム次期システムTitan DT/DC新機能新機能新機能新機能
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$

現システムよりさらに長い取引時間を提供

T セッションと T+1セッション間の休み時間を縮小

Pre-Trade Risk Control（執行前リスク管理）機能の拡充

より低遅延、より高い処理能力

自己約定防止機能の追加

トレードコンファメーションブロードキャスト（BD6）のカウンターパーティー情報を削除



Titan DT/DC移行スケジュール移行スケジュール移行スケジュール移行スケジュール
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開発開発開発開発

テステステステストトトト

承認承認承認承認

リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル

移行移行移行移行
完了完了完了完了

2016年年年年 1月月月月

2016年年年年 4月月月月

2016年年年年 7月月月月

2016 年年年年10月月月月31日日日日

現在現在現在現在



次期立会外取引のシステム「次期立会外取引のシステム「次期立会外取引のシステム「次期立会外取引のシステム「TITAN-OTC」」」」

� 立会外取引の登録システム「立会外取引の登録システム「立会外取引の登録システム「立会外取引の登録システム「OTC TRS」と」と」と」と 「「「「eNLT」の一括化」の一括化」の一括化」の一括化

ユーザーに使いやすいようなシンプルで統一された設計。

� 立会外取引の登録立会外取引の登録立会外取引の登録立会外取引の登録機能機能機能機能を拡充を拡充を拡充を拡充

（１）eNLT取引の妥当性チェックの導入。
（２）取引所提供フロントエンドGUIとAPIベースのアプリケーション間の互換性。

� システムの拡張性の向上システムの拡張性の向上システムの拡張性の向上システムの拡張性の向上

今後、新しい商品や機能を追加する際に効率的。

10

立会外取引登録システムの一括化



現現現現行システムでは・・・行システムでは・・・行システムでは・・・行システムでは・・・
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立会外取引の登録システムとして、5種類の独立したインターフェースが存在する

eNLT
SGX提供のWebベースシステム。清算会員または、
その顧客が立会い外取引(Negotiated Large Trades)

を登録する
1

Trade 

Report API

ブロック取引専用のオーダーメッセージタイプのAPI

で、特定のカウンターパーティーコードが表示され
る。デリバティブトレーディングエンジンに直接接
続。

3

OTC TRS
SGX提供のWebベースシステム。IDBや清算会

員が顧客の代わりに取引を登録することができ
る。4

eNLT API eNLTのAPIバージョン。eNLTシステム
に直接接続。2

…システム間のシステム間のシステム間のシステム間の互換性互換性互換性互換性なしなしなしなし…

…ユーザーによって異なるシステムユーザーによって異なるシステムユーザーによって異なるシステムユーザーによって異なるシステム…

…限られた機能限られた機能限られた機能限られた機能…

API version of TRSのAPIバージョ
ン。TRSシステムに直接接続。5 TRS API

金利・金利・金利・金利・債券債券債券債券
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

コモディティーコモディティーコモディティーコモディティー
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

エクイティーエクイティーエクイティーエクイティー
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

為為為為替替替替

TRSのユーザーのユーザーのユーザーのユーザー
• 清算会員
• 仲介業者（IDB）

• リクイディティー
プール

eNLTのユーザーのユーザーのユーザーのユーザー
• 清算会員
• 清算会員の顧客



Titan OTCになるになるになるになると・・・と・・・と・・・と・・・
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TRS API

OTC TRS

eNLT

eNLT API

Trade 

Report API

1

2

3

4

5

Titan OTC

端末端末端末端末

Titan OTC

API

取引所提供の取引所提供の取引所提供の取引所提供の
フロントエンド端末フロントエンド端末フロントエンド端末フロントエンド端末

業界スタンダードの業界スタンダードの業界スタンダードの業界スタンダードの
FIX API

清算清算清算清算

仲介業者（仲介業者（仲介業者（仲介業者（IDB））））
清算会員清算会員清算会員清算会員
清算会清算会清算会清算会員顧客員顧客員顧客員顧客
ECNブローカーブローカーブローカーブローカー

金利・金利・金利・金利・債券債券債券債券
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

コモディティーコモディティーコモディティーコモディティー
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

エクイティーエクイティーエクイティーエクイティー
デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ

為替為替為替為替

コモディティーの先物ベースのオプションを含む、デリバティブ商品の立会外取引の登録を
行う単一プラットフォーム



Titan OTCの新機能の新機能の新機能の新機能
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トレードブロッターの機能拡トレードブロッターの機能拡トレードブロッターの機能拡トレードブロッターの機能拡
充充充充

ソーティング、フィルタリン
グ、ダウンロード等、様々な
設定変更に対応。

ユーザーアカウント管理ユーザーアカウント管理ユーザーアカウント管理ユーザーアカウント管理
清算会員はユーザーIDとパス
ワードの管理の権限を持つ。

取引所提供のフロントエン
ドGUI、または業界水準の
APIベーベーベーベースのアプリケーショスのアプリケーショスのアプリケーショスのアプリケーショ
ンでンでンでンで広範囲な機能を提
供。

クレジット閾値、ポジション閾
値、オプションの妥当性
チェックを含む価格幅チェッ
クでPre-Clearing Risk Checks

（清算前リスクチェック）（清算前リスクチェック）（清算前リスクチェック）（清算前リスクチェック）が可
能。

顧客リスク閾値モニタリング顧客リスク閾値モニタリング顧客リスク閾値モニタリング顧客リスク閾値モニタリング
画面画面画面画面

顧客のポジションとクレジット
の状態を、事前に設定した
アラート機能とともにモニ
ター。

マーケット分析マーケット分析マーケット分析マーケット分析

立会外マーケットサマリー
や、日次マーケットサマ
リー、マーケットアップデート
等の分析機能搭載。

取取取取引引引引所外のワークフローの所外のワークフローの所外のワークフローの所外のワークフローの
統一化統一化統一化統一化
1つのプラットフォームで、コ

モディティーデリバティブ、株
式指数／金利・債券デリバ
ティブ、FXのOTC取引の登録
ができる。

アカウントの統一化アカウントの統一化アカウントの統一化アカウントの統一化

統一のアカウントで、全ての
アセットクラスのOTC取引の
登録と清算をサポート。

追跡記録（オ追跡記録（オ追跡記録（オ追跡記録（オーディッーディッーディッーディット・トト・トト・トト・ト
レレレレーーーール）ル）ル）ル）で顧客のアカウント
データへの変更や取引登録
の更新を記録。



2016年年年年

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

Titan OTC移行スケジュール移行スケジュール移行スケジュール移行スケジュール
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取引所端末試用期間取引所端末試用期間取引所端末試用期間取引所端末試用期間

ｆｓｄｃｄさだｓだだｓｆｓｄｃｄさだｓだだｓｆｓｄｃｄさだｓだだｓｆｓｄｃｄさだｓだだｓ

ユーザユーザユーザユーザートレーニングートレーニングートレーニングートレーニング

8月29日 -現行システムの廃止

移行移行移行移行

8月6日
模擬

トレーディング

現在現在現在現在

8月29日
移行

実環境接続設定実環境接続設定実環境接続設定実環境接続設定

Internal - for SGX use only

API参加者コンフォーマンステスト参加者コンフォーマンステスト参加者コンフォーマンステスト参加者コンフォーマンステスト
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ありがとうございました。
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