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CUTUMCUTUMCUTUMCUTUM    

理論時価計算理論時価計算理論時価計算理論時価計算    

ストレステストストレステストストレステストストレステスト    

リスク指標計算リスク指標計算リスク指標計算リスク指標計算    

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ管理管理管理管理    

銘柄登録銘柄登録銘柄登録銘柄登録    

ﾏｰｹｯﾄ情報登録ﾏｰｹｯﾄ情報登録ﾏｰｹｯﾄ情報登録ﾏｰｹｯﾄ情報登録    等等等等    
マーケット情報 

定型EXCELファイル、C Vファイル 

約定データ、マーケット情報（行内レート） 

債券ﾌﾛﾝﾄｼｽﾃﾑ ﾘｽｸ管理ｼｽﾃﾑ ALMｼｽﾃﾑ 

約定管理約定管理約定管理約定管理 総総総総合リスク管理合リスク管理合リスク管理合リスク管理    ALMALMALMALM管理管理管理管理    

必要に応じて必要に応じて必要に応じて必要に応じてI/FI/FI/FI/F可能です。可能です。可能です。可能です。    

計算結果 

< < < < 評価エンジン開発元評価エンジン開発元評価エンジン開発元評価エンジン開発元    >>>>    

株式会社アップフロント株式会社アップフロント株式会社アップフロント株式会社アップフロント    
（株）アップフロント 、外資系証券会社で、長年にわたり仕組債ビジネスに携わってきたメンバーが設立した会社です。（株）アップフロント 、外資系証券会社で、長年にわたり仕組債ビジネスに携わってきたメンバーが設立した会社です。（株）アップフロント 、外資系証券会社で、長年にわたり仕組債ビジネスに携わってきたメンバーが設立した会社です。（株）アップフロント 、外資系証券会社で、長年にわたり仕組債ビジネスに携わってきたメンバーが設立した会社です。    

（株）アップフロント メンバー 、（株）アップフロント メンバー 、（株）アップフロント メンバー 、（株）アップフロント メンバー 、20202020年以上にわたって仕組み商品 組成、販売、リスク管理に携わってきたプロフェッショナルです。年以上にわたって仕組み商品 組成、販売、リスク管理に携わってきたプロフェッショナルです。年以上にわたって仕組み商品 組成、販売、リスク管理に携わってきたプロフェッショナルです。年以上にわたって仕組み商品 組成、販売、リスク管理に携わってきたプロフェッショナルです。    

ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 、（株ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 、（株ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 、（株ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 、（株）アップフロント メンバー）アップフロント メンバー）アップフロント メンバー）アップフロント メンバー 高度な金融工学高度な金融工学高度な金融工学高度な金融工学とととと20202020年以上 経験にもとづくノウハウ年以上 経験にもとづくノウハウ年以上 経験にもとづくノウハウ年以上 経験にもとづくノウハウ、、、、実際 マーケット実際 マーケット実際 マーケット実際 マーケット    

で 数多く プライシング実績で 数多く プライシング実績で 数多く プライシング実績で 数多く プライシング実績がつまった、まさに 先端 プロダクトです。がつまった、まさに 先端 プロダクトです。がつまった、まさに 先端 プロダクトです。がつまった、まさに 先端 プロダクトです。    

    

< < < < 動作環境動作環境動作環境動作環境    >>>>    

ＣＰＵ：ＣＰＵ：ＣＰＵ：ＣＰＵ：    特にクロック数 制限 ありませんが、計算量が多い で高 なＣＰＵをお勧めします。特にクロック数 制限 ありませんが、計算量が多い で高 なＣＰＵをお勧めします。特にクロック数 制限 ありませんが、計算量が多い で高 なＣＰＵをお勧めします。特にクロック数 制限 ありませんが、計算量が多い で高 なＣＰＵをお勧めします。        

    マルチＣＰＵ、マルチコアＣＰＵ マシン 場合、並列処理を実行することができます。マルチＣＰＵ、マルチコアＣＰＵ マシン 場合、並列処理を実行することができます。マルチＣＰＵ、マルチコアＣＰＵ マシン 場合、並列処理を実行することができます。マルチＣＰＵ、マルチコアＣＰＵ マシン 場合、並列処理を実行することができます。    

    （並列処理モジュール オプションになります。）（並列処理モジュール オプションになります。）（並列処理モジュール オプションになります。）（並列処理モジュール オプションになります。）    

主メモリ：主メモリ：主メモリ：主メモリ：    1111.5.5.5.5ＧＢ以上ＧＢ以上ＧＢ以上ＧＢ以上（計算量が多い で大容量 メモリをお勧めします）（計算量が多い で大容量 メモリをお勧めします）（計算量が多い で大容量 メモリをお勧めします）（計算量が多い で大容量 メモリをお勧めします）    

ディスク容量：ディスク容量：ディスク容量：ディスク容量：    2222ＧＢ以上 空き容量があること。ＧＢ以上 空き容量があること。ＧＢ以上 空き容量があること。ＧＢ以上 空き容量があること。    

OOOO ：：：：    Windows 7Windows 7Windows 7Windows 7、、、、Windows 10Windows 10Windows 10Windows 10    

貴社 大切な投資資産を守る貴社 大切な投資資産を守る貴社 大切な投資資産を守る貴社 大切な投資資産を守る    「楯」「楯」「楯」「楯」    として、ぜひ、「として、ぜひ、「として、ぜひ、「として、ぜひ、「    CUTUMCUTUMCUTUMCUTUM    （（（（スキュータム）スキュータム）スキュータム）スキュータム）    」」」」    をご活用ください。をご活用ください。をご活用ください。をご活用ください。    

ＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭ    ＝＝＝＝    ＳＳＳＳｔｒｔｒｔｒｔｒuuuuＣＣＣＣｔｔｔｔuuuuｒｅｄｒｅｄｒｅｄｒｅｄ    ppppｒｏｄｒｏｄｒｏｄｒｏｄＵＵＵＵｃｃｃｃＴＴＴＴｓｓｓｓ    qqqqＵＵＵＵantitative antitative antitative antitative ＭＭＭＭａｎａｇｉｎｇａｎａｇｉｎｇａｎａｇｉｎｇａｎａｇｉｎｇ    systemsystemsystemsystem    ＝＝＝＝    「「「「楯」楯」楯」楯」    

必要に応じて 

並列処理化が可能です。 

< < < < システム構成例システム構成例システム構成例システム構成例    >>>>    

シングルコア/シングルCPU PCをスタンドアローンで

使用した小規模な構成から、マルチコア/マルチCPU

PCを使用した並列処理構成、他システムと連携したご

利用方法まで、柔軟な対応が可能です。 

 

NS（ロゴ）、NS Solutions、SCUTUM＼スキュータムは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。 

Windowsは､米国Microsoft Corp.の米国及びその他の国における登録商標です。  

そ 他本文記載 会社名及び製品名 、それぞれ各社 商標又 登録商標です。 
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日日日日鉄鉄鉄鉄ソリューションズ株式会社ソリューションズ株式会社ソリューションズ株式会社ソリューションズ株式会社 



 ＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭＳＣＵＴＵＭ    （スキュータム）（スキュータム）（スキュータム）（スキュータム）    を利用すれば、を利用すれば、を利用すれば、を利用すれば、複雑な仕組み商品 価値やリスクを的確に把握する事ができます。複雑な仕組み商品 価値やリスクを的確に把握する事ができます。複雑な仕組み商品 価値やリスクを的確に把握する事ができます。複雑な仕組み商品 価値やリスクを的確に把握する事ができます。 

特徴特徴特徴特徴 
 

! ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 、機関投資家様、特に地域金融機関様で ご利用を念頭に置いて開発機関投資家様、特に地域金融機関様で ご利用を念頭に置いて開発機関投資家様、特に地域金融機関様で ご利用を念頭に置いて開発機関投資家様、特に地域金融機関様で ご利用を念頭に置いて開発された 
仕組み商品 評価システムです。 

! 仕組み商品 価値評価、リスク評価に特化仕組み商品 価値評価、リスク評価に特化仕組み商品 価値評価、リスク評価に特化仕組み商品 価値評価、リスク評価に特化した機能をご提供致します。 

! ＳＣＵＴＵＭ（スキュータム） 開発に際して 、複雑な仕組み商品をできるだけ解りやすく登録・管理できるよう、 
徹底的に使いやすさを追求使いやすさを追求使いやすさを追求使いやすさを追求いたしました。 

! デリバティブ システムで 定評 ある日鉄ソリューションズ㈱と、仕組商品 プライシングで 
経験豊富な㈱アップフロントとが、双方 知恵と経験を持ち寄って共同で開発したシステムです。 

! 金利系、為替系、株価系 幅広い仕組み商品をカバー幅広い仕組み商品をカバー幅広い仕組み商品をカバー幅広い仕組み商品をカバーしています。 
また、定期的にバージョンアップを行い、積極的に新しいスキームへ 対応を図っていきます。 

! 多様な商品に対応するため、例えばクーポン計算式等 利払いタイミング毎に記述が可能にするなど、 
できるだけフレキシビリティーを確保フレキシビリティーを確保フレキシビリティーを確保フレキシビリティーを確保した設計となっています。 

! 評価ロジック、評価パラメータ 透明性に留意評価ロジック、評価パラメータ 透明性に留意評価ロジック、評価パラメータ 透明性に留意評価ロジック、評価パラメータ 透明性に留意し、仕組み商品 評価に関する十分なご理解をいただけるよう、 
努めています。 

! 計算負荷 高いリスク計算など 、取引単位 並列処理並列処理並列処理並列処理によって高 化を図ることができます。 

! 取引 入力、計算結果 出力、マーケット情報 入力など、所定 フォーマット ファイルを介して、 
他 システムと連携他 システムと連携他 システムと連携他 システムと連携することができます。 

! 低コスト化を意識して開発されています で、大変リーズナブルでお求めやすい価格体系お求めやすい価格体系お求めやすい価格体系お求めやすい価格体系となっています。 

対象商品例対象商品例対象商品例対象商品例 
ⅠⅠⅠⅠ 金利系金利系金利系金利系 

✓コーラブル （ワンタイム、マルチ） 

✓ステップアップ （ワンタイム、マルチ、コール） 

✓変動利付 （キャップ付、フロア付、コール、ターン） 

✓リバースフローター （キャップ付、フロア付、コール、ターン） 

✓イールドカーブスプレッド （キャップ付、フロア付、コール、ターン） 

✓スノーボール、スノーブレード （キャップ付、フロア付、コール） 

✓レンジアクルーアル （キャップ付、フロア付、コール） 

✓普通社債 （元本アモチ、解析解） 

✓固定利付国債 （解析解） 

✓15年変動利付国債 （解析解）  etc. 

ⅡⅡⅡⅡ    為替系為替系為替系為替系    
✓デュアルカレンシー債 (バリア付、コール、トリガー) 

✓リバースデュアルカレンシー債 （コール、トリガー、ターン） 

✓P DC債 （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓P DC債（チューザー） （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓為替リンク債 （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓為替リンク債（チューザー） （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓為替リンク債（デジタル） （コール、トリガー、ターン、外貨建） 

✓早期償還ボーナス型 （コール、トリガー、外貨建、別外貨償還） 

✓満期償還特約型  etc. 

ⅢⅢⅢⅢ    株価系株価系株価系株価系    
✓クーポン変動型株価リンク債 （コール、トリガー、ターン） 

✓償還価格変動型株価リンク債 （ノックイン、コール、トリガー、ターン） 

✓クウォント型株価リンク債 （ノックイン、コール、トリガー、ターン） 

✓クーポン・償還価格変動型株価リンク債 （ノックイン、コール、トリガー、ターン） 

✓エンマン債 （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓ラチェット債 （キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン） 

✓ＥＢ債 （1銘柄型、バスケット型、ノックイン、コール、トリガー、ターン） 

✓ハイブリッド債 （ノックイン、キャップ付、フロア付、コール、トリガー、ターン）  etc. 
※ハイブリッド債をご利用いただくために 金利系と株価系 両方をご契約いただいている必要があります。 

ⅣⅣⅣⅣ    コモディティコモディティコモディティコモディティ系系系系    
✓償還価格変動型コモディティリンク債 （トリガー） 
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主な機能主な機能主な機能主な機能 
        ✓銘柄登録✓銘柄登録✓銘柄登録✓銘柄登録    

典型的な商品類型に応じた登録画面をご用意しています。わかりやすいＧＵＩ

（グラフィカルユーザーインタフェース）で、複雑な仕組み 商品も簡単に入力でき

ます。ポートフォリオ（ブック）毎に銘柄を登録することができます。 

        ✓理論時価算出✓理論時価算出✓理論時価算出✓理論時価算出    
マーケット標準 金利モデルであるLIBO マーケットモデル（BGMモデル）等、高

度な金融工学を駆使したモデル群により、複雑な仕組み商品 理論時価や期

待残存年数を的確に算出します。 

        ✓ストレステスト✓ストレステスト✓ストレステスト✓ストレステスト    
自由に金利、為替、株価、信用ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞなどを設定してｽﾄﾚｽﾃｽﾄを行うことがで

きます で、複雑な仕組み 商品 リスクを的確に把握することができます。 
        ✓✓✓✓窓販用レポート出力窓販用レポート出力窓販用レポート出力窓販用レポート出力（予定）（予定）（予定）（予定）    

投資家へ 窓口販売でご利用可能な銘柄レポートを出力します。 
        ✓リスク指標算出✓リスク指標算出✓リスク指標算出✓リスク指標算出    

ＢＰＶ、100ＢＰＶ、200ＢＰＶ、Ｇａｍｍａ、Ｖｅｇａ、ＧＰＳ、ＶａＲ（バリューアットリス

ク）値を算出します。計算結果 、ＥＸＣＥＬへ書き出すことができます。 
        ✓マーケット情報登録✓マーケット情報登録✓マーケット情報登録✓マーケット情報登録    

定型EXCELフォーマットやC Vから データ取り込みが可能です。 

        ✓✓✓✓任意通貨任意通貨任意通貨任意通貨登録登録登録登録    
トルコ・リラ等 マイナー通貨も自由に登録することができます。 

銘柄登録画面例 

取引一覧画面例 

GP レポート画面例 

ストレステスト画面例 

記載 機能、対象商品 予告なく変更される可能性があります。 

CUTUMCUTUMCUTUMCUTUM 、、、、こ ようなニーズに 適です。こ ようなニーズに 適です。こ ようなニーズに 適です。こ ようなニーズに 適です。    
 

✓複数 プライシングソースが欲しい。✓複数 プライシングソースが欲しい。✓複数 プライシングソースが欲しい。✓複数 プライシングソースが欲しい。 

✓仕組債 購入前にプライスやリスクをチェックしたい。✓仕組債 購入前にプライスやリスクをチェックしたい。✓仕組債 購入前にプライスやリスクをチェックしたい。✓仕組債 購入前にプライスやリスクをチェックしたい。 

✓金利や✓金利や✓金利や✓金利や為替、株価為替、株価為替、株価為替、株価など ストレステストを行って、リスクをチェックしたい。など ストレステストを行って、リスクをチェックしたい。など ストレステストを行って、リスクをチェックしたい。など ストレステストを行って、リスクをチェックしたい。 

✓長期 仕組債 平均期待残存年数を知りたい。✓長期 仕組債 平均期待残存年数を知りたい。✓長期 仕組債 平均期待残存年数を知りたい。✓長期 仕組債 平均期待残存年数を知りたい。 

✓なるべく手間をかけずに窓口販売用 資料を作りたい。✓なるべく手間をかけずに窓口販売用 資料を作りたい。✓なるべく手間をかけずに窓口販売用 資料を作りたい。✓なるべく手間をかけずに窓口販売用 資料を作りたい。 

✓仕組債 市場リスク指標を算出したい。✓仕組債 市場リスク指標を算出したい。✓仕組債 市場リスク指標を算出したい。✓仕組債 市場リスク指標を算出したい。 

✓仕組債✓仕組債✓仕組債✓仕組債 市場市場市場市場VaVaVaVa を算出したい。を算出したい。を算出したい。を算出したい。    

✓今使っている市場リスク システムに、仕組債 リスクデータを流し込みたい。✓今使っている市場リスク システムに、仕組債 リスクデータを流し込みたい。✓今使っている市場リスク システムに、仕組債 リスクデータを流し込みたい。✓今使っている市場リスク システムに、仕組債 リスクデータを流し込みたい。    

✓証券会社などで ない✓証券会社などで ない✓証券会社などで ない✓証券会社などで ない3333ｒｄパーティが提供しているシステムが望ｒｄパーティが提供しているシステムが望ｒｄパーティが提供しているシステムが望ｒｄパーティが提供しているシステムが望ましい。ましい。ましい。ましい。    

✓ロジックがブラックボックスでないシステムがよい。✓ロジックがブラックボックスでないシステムがよい。✓ロジックがブラックボックスでないシステムがよい。✓ロジックがブラックボックスでないシステムがよい。    

✓多様な仕組債を持っている で、なるべく広い商品カバレージ システムがよい。✓多様な仕組債を持っている で、なるべく広い商品カバレージ システムがよい。✓多様な仕組債を持っている で、なるべく広い商品カバレージ システムがよい。✓多様な仕組債を持っている で、なるべく広い商品カバレージ システムがよい。    

✓新しいストラクチャー 仕組債に適宜、対応してほしい。✓新しいストラクチャー 仕組債に適宜、対応してほしい。✓新しいストラクチャー 仕組債に適宜、対応してほしい。✓新しいストラクチャー 仕組債に適宜、対応してほしい。    

✓データ入力 手間があまりかからないシステムがよい。✓データ入力 手間があまりかからないシステムがよい。✓データ入力 手間があまりかからないシステムがよい。✓データ入力 手間があまりかからないシステムがよい。    

✓わかりやすくて使いやすいシステムがよい。✓わかりやすくて使いやすいシステムがよい。✓わかりやすくて使いやすいシステムがよい。✓わかりやすくて使いやすいシステムがよい。    


