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クレジットデリバティブ
契約処理問題のその後
クレジットデリバティブのコンファメーションバックログ問題の解決に向け、業界関係者は最
重要課題として取り組んできた。その結果、バックログは大きく減少したが、対処療法に過ぎ
ない。抜本的解決のためには、フロントオフィスからのSTPにまで踏み込まなければならない。
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このバックログ問題を解決するために、各ク

ていくのは難しいが、避けては通れない。

レデリ取引業者は、処理自動化のためのシステ
ムの導入や、スタッフを増員し対処している模
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Greenspan Expresses
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と言える。
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もよるが、平均すると海外の
大手業者は1,500件弱／週で、
本邦大手業者は200〜300件／
週。
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1) 本誌「ついに始動したク
レジットデリバティブ契約処
理の効率化」（2006.1）
2) 国際スワップ・デリバテ
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OTCデリバティブのフロント業務処理精度

トレーダ数／取引処理担当者数 平均取引件数／週 フロントエラー発生率（％）
2006 変化率（％） 2005
2005
2006
2006
2005
FRA（Forward Rate Agreement）
126
154
3
9
12
金利スワップ（バニラ）
842
1,072
13
1.2
0％
1.2
金利スワップ（エキゾチック）
199
304
19
21
金利オプション
232
11
14
192
1.4
−7％
1.5
通貨オプション
2,538
12
12
2,597
エクイティ（バニラ）
395
626
15
18
1.7
−19％
2.1
エクイティ（エキゾチック）
143
417
9
19
0.8
−27％
クレジット
1,450
11
20
1.1
644
1.4
−18％
6
コモディティ
1.7
576
916
7
※平均取引件数、フロントエラー発生率は大手業者の数値
（出所）ISDA資料より野村総合研究所作成
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