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チャールズリバーインベストメント マネジメントソリューション

チャールズリバーインベストメントマネジメントソリューション(以下、チャールズリバーIMS)は、機

関投資家、プライベートウェルスマネジメント、オルタナティブインベストメント、保険、年金および

銀行を含むバイサイドお客様のために、フロントからミドルオフィスシステムの自動化を提供し

ています。 チャールズリバーはお客様のオペレーションを最適化し、リスクの低減、安定性と一

貫性を向上させるためのサポートをも提供しています。 

投資ライフサイクルのすべてをサポート 
チャールズリバーIMSはすべての投資ライフルサイクルのサポートができるシングルプラットフ

ォームです。 多様なアセットクラスのサポートと、統括されたコンプライアンス管理システムに

より、トレーディングからポストトレーディング、決済、コンプライアンスを含むすべての投資意

思決定をサポートします。 ビルトインのポジションキーピングと投資売買記録情報(IBOR)機

能によって、バックオフィスのデータフィードへの依存度を低下させ、効率と正確性を一段と高

めることが可能です。  

クラウドベースのマネージドサービス 
企業側ではリスクとコストの低減に取り組む中、多くの業界ではクラウドベースのコンピューテ

ィングへの大規模なシフトが起こっています。 チャールズリバーはエンタープライズソフトウェ

アのホスティング、管理を提供して、お客様の毎日のシステム管理をより簡単に、オペレーショ

ンリスクを下げ、ITコストの削減にも繋がるサービスを提供しています。

マルチビジネスラインのためのシングルプラットフォーム
チャールズリバーIMSは機関投資家、ファンドマネジャー、ウェルスマネジャー、オルタナティブ

投資マネジャーおよびヘッジファンドの需要に対処しつつ、大規模ユーザーから中小の規模

のユーザーまでのニーズを容易に把握し、満たしています。 多様なユーザーにとって、マルチ

ビジネスラインをシングルプラットフォームでサポートし、新たな商品を市場に導入するための

時間とコストを削減します。 

時間と場所を問わないアクセス
チャールズリバーは複数のエンドユーザー展開オプションを提供しており、大人数のユーザ

ーをサポートすることが可能です。 デスクトップ展開に加え、完全に設定可能なブラウザベー

スのダッシュボードによって、ファイナンシャルアドバイザーは複雑なアカウントや顧客管理迅

速にカスタマイズすることが可能です。 外出先でもiPadやアンドロイドからチャールズリバー

IMSへリモートアクセスが可能になり、必要な情報を確認できます。 ファイナンシャルアドバイ

ザーや顧客情報が必要なユーザーは、グラフィック化されたレポート機能とプレゼンテーショ

ン機能を使い、より効率の高いミーティングが実現できます。 

 

主なメリット 

• 全体コストの低減

• リスクの軽減

• エンドユーザーの生産性と満

足度の向上 

• フロントオフィスおよびミドルオ

フィスワークフローの合理化

• より簡単なインフラの管理

• ビジネス拡大のため有利なポ

ジション 

チャールズリバーはお客様の複雑なワー

クフローとアクションの対応に、デスクトップ

アプリとともにウェブブラウザまたはモバイ

ル端末からのアクセスを提供します。 



オルタナティブ インベストメント マネジメントとヘッジファンド 
チャールズリバーのエンタープライズソリューションは全てのお客様のご要請を満たし、以下

の機能を提供します。 

デリバティブや為替を含むすべてのアセッ

トクラスへの投資など、進化するグロバー

ル戦略のサポート 

クィックセットアップのテンプレートと組み

合わせやすいユーザーインタフェイス、ワ

ークフロー環境設定による、導入までの

時間短縮 

日々のオペレーションを簡略化し、ビジネ

スのニーズに合わせやすいターンキーソ

リューションによる、人件費とインフラ費

用の削減

自動化されたコンプライアンスチェックと

ビルトインライブラリによる主要株主開

示報告(SSDR)など、規制への機能的

な対応

機関投資家
複数のアセットを一つのエンタープライズソリューションに統合することで、ユーザーはワークフ

ローを自動化・合理化させ、作業ミスを減らし、効率を高めることができます。 

すべてのポートフォリオ分析一元化し、意

思決定サポートを改善

 

単一の注文と執行管理システムの活用

し、トレーダー生産性を向上

 

投資ライフサイクルを通じて自動化され

たコンプライアンスチェックで、効率的な

リスク管理を実現

チャールズリバーのインフラとアプリケー

ション管理の専門知識の活用による管

理の簡素化による、技術コストの低減 
                          

ウェルスマネジメント 
チャールズリバーIMSの機関投資家向けの機能は、裁量・非裁量のプライベートウェルス商品

ラインをサポートし、顧客との意思の疎通を向上させ、大規模なアカウントや取引を効率的に

管理します。 

ミューチュアルファンド、ETF、先物、オプ

ション、債券などすべてのアセットクラス

に対応した、新たな商品の迅速な導入

SMA、UMA、UMH、レップアズポートフォ

リオマネジャー、ミューチュアルファンドラ

ップなどの、地域特有商品とフレームワ

ークをサポート

特化されたアロケーションモデルとカス

タマイズできるベンチマークポートフォリ

オの活用し、効果的な投資戦略の実施 

 

 

節税効果の最大化を実現した、効率的

なポートフォリオ

お客様の資産を様々な角度から分析し、 

資産運用の包括的な分析が可能 

各種アカウント間のリバランスによるハイ

ボリューム取引に対応するよう、処理能

力を改善  

モバイル端末からグラフィック化されたレ

ポート等、分かりやすい資料の提供

マーケットセグメント

シングルプラットフォーム

 マルチビジネスライン

投資サイクル

マルチアセット

マルチカレンシー



オペレーティングモデルの簡素化

主なメリット

• データ正確性の改善 

• システム管理、メンテナンスの

簡略化

• 人件費や研修費削減

• アクセスしやすいソフトウェア最

新版へのアップグレード

• ITコストの削減

• オペレーショナルリスクの軽減 

• ユーザー満足度の向上

チャールズリバーのグローバルサポートチームは管理されたホスティングサポートを提供してい

ます。 チャールズリバーの幅広いお客様をサポートしてきた豊富な経験により、お客様はITコス

トの節約ができます。 すべてのお客様への対応を一つのお問い合わせ先に集中することによ

り、お客様の貴重な時間を無駄にすることなく、信頼性を高めることができます。 

ホスト型アプリケーション管理
チャールズリバーIMSは最先端レベルのSSAE 16対応のコンプライアントホスティングセンター

にホストされています。 アプリケーションのエキスパートが日々のアプリケーションやインフラの

管理、サポートを行います。 管理の範囲はハードウェア、ソフトウェア、プロダクションの処理、ネッ

トワークコネクティビテイ、アドミニストレーション、災害復旧などが含まれ、24/7のサポート体制

を組んでいます。 

データサービスとサポート
多くの企業にとって最大の課題は、膨大な量の投資管理システムのデータの品質維持です。デ

ータのマッピング、フィード、データの正しい分類化に加えて、データプロバイダーとの間で頻繁に

起きるデータ品質の問題や変更は業界全体で起こっている問題です。 チャールズリバーでは

IMSに直接データフィードすることにより、データ関連の問題を緩和し、以下を実現します。

最高のプロバイダーの採用による新しい

銘柄のセットアップ、リファレンスの強化とリ

アルタイムデータのマッピングをサポートし

た、チャールズリバーマネージドデータサ

ービス  

チャールズリバーが代行で管理、メンテナ

ンスを行う、認証済ブルームバーグインタ

ーフェース 

標準化されたインテグレーションとサポート

による、アセットクラス別プロバイダー 

(例、FinCAD Analytics、Yieldbook Realtime 

Mortgage Analyticsなど)

チャールズリバーIMSで質の高いデータの

管理、モニタリングを実現した、データ管理

機能 

 

 

チャールズリバーデータサービスは全てのデータプロセスを管理することにより、コストの削減とテ

クニカルやアドミニストレーションの問題を解決します。 銘柄のリファレンス分析、プライシング、評

価、発行体、ベンチマーク、インデックス、リアルタイムマーケットデータを集め、チャールズリバーIMS

へ組み込みます。 チャールズリバーはデータベンダーと協力して、新たなデータの要件を満たして、

データフィードの管理とソフトウェアのアップグレードをスムーズに行います。 

コンプライアンスアドバイザリーサービス
チャールズリバーのコンプライアンスサービスチームはお客様の社内コンプライアンスシステム

では実現が難しいレベルの知識とスキルを提供しています。 コンプライアンスアドバイザリーサ

ービスはお客様のコンプライアンス部門の延長線上で、クライアントマンデートと規制要件を満

たし、お客様の社内ルールベストプラクティスに沿い、コンプライアンスのルールとワークフロー

が効率的に行えるようにお手伝いします。  

FIXネットワーク
チャールズリバーIMSはブローカニュートラルのフィナンシャルネットワークを通じ、世界600社

以上あるグロバールリクイディティプロバイダとFIXで繋ぎ、電子取引を提供します。セルサイドと

バイサイド間の完全なインテグレーションを通して、より速く安定性の高いダイレクトアクセス、よ

り簡単なシステム管理、より高い信頼性の取引を提供します。 チャールズリバーは全てのFIXコ

ネクティビティ管理ソフトウェアと各セルサイドブローカおよび取引所への接続のサポートを行

い、継続的なテスト、認証作業、セルサイドとの接続を常にモニタリングし、お客様のFIXネットワ

ーク管理工数を削減します。

投資サイクル



ポートフォリオマネジメント 

チャールズリバーIMSはスプレッドシートを排除し、リアルタイムデータと市場の可視性を提供す

ることで、ポートフォリオマネジャーの意思決定と生産性を高めます。 中央のワークスペースは

すべてのポートフォリオ分析、構築して、統合されたデータとアナリティックス、トップダウンアセット

アロケーション、モデリング、リバランスツール、コンプライアンスチェックとリアルタイムで注文とポ

ジションのステータスを提供します。 ポートフォリオマネジャーはウェブブラウザやモバイル端末

からレポート、プレゼンテーションのツールを使い、打合せのためのもっと効果の高い情報の管

理、モニターが可能です。

債券
チャールズリバーIMSは40カ国以上の国債、金利スワップ、クレジットデフォルトスワップ、先物、オプ

ション、エマージングマーケットを含む社債市場向けのポートフォリオ分析ツールを提供します。 債

券ビュー上では、ポートフォリオをセクター、レーティング、発行体、デュレーションなどに分類すること

ができ、以下の機能をポートフォリオマネジャーに提供します。

ベンチマーク比較と分散分析によるポートフォリオ戦略の評価

チャールズリバーの強いビルトインアナリティックスエンジンとサードパーティソースを活用し、デ

ュレーションニュートラルなスイッチングとアナリティックスベースのターゲティング(DV01を含む)

が可能な金利リスクの管理機能

ポートフォリオレベルのインパクト分析オーダー作成前に「what-if」または「ジェネリック」ベース

で可能 

 

 

 

 

チャールズリバーのシングルワークスペースで、ポートフォリオマネジャーは各アカウント

に容易にアクセスができ、保有状況の詳細を確認するとともに、同じアカウントの複数同

時表示が可能になります。 

• ポートフォリオの構築

• アセットアロケーション、リバラ

ンシング

• パフォーマンス測定と属性

• シナリオ分析*

• 事前リスク*

• 事後リスク

主な機能

意思決定サポート      コンプライアンス      トレーディング      ポストトレード



拡張機能

• 運用戦略モデルの管理

• 為替オーバーレイ管理、ヘッ

ジング 

• 銘柄エクスポージャーの確認

• 投資売買記録 

株式 
チャールズリバーのポートフォリオ分析ツールは株式と先物、オプションおよびトータルリターン

スワップを含む株式デリバティブをサポートします。 ポートフォリオマネジャーはカスタマイズで

きるビューを使い、様々なポートフォリオを作成ができ、ワークフローを最適化することができま

す。また、アセットアロケーションと銘柄選択ツールを使い、アクティブおよびパッシブの運用方針

を策定・実施することが可能になります。

国、地域、通貨、業界セクターおよび時価総額にフォーカスした、効率的な保有状況管理

運用モデルインデックスに応じて、キャッシュの投資、アルゴリズムなどのポジションの管理や、

ポートフォリオのリバランスが可能とし、組織、ファンドからのマンデートを充足

「what-if」分析による仮注文のインパクトを測定し、リスク影響の特定

すべての発注にクライアント固有の制限事項の自動的な組み入れが可能とし、オペレーショ

ンを最適化

外国為替
ポートフォリオマネジャーは完全なマルチカレンシーサポートを使い、あらゆる通貨のリアルタイ

ムレートでポートフォリオを表示することが可能です。

通貨オーバーレイを活用し、為替リスクの効果的な管理ヘッジ 

通貨ベースの決済日予測および柔軟な表示オプション(アセット通貨、通貨クラスター、ポート

フォリオ別など)による、為替ヘッジのニーズの迅速な判断

フォワードポジションの調整を可能した、為替エクスポージャー

柔軟なツールを使うことにより、ポートフォ

リオマネージャーは保有状況を分類し、各

ポートフォリオに対し投資意思決定を実施

し、ベンチマークまたはモデルに応じてポ

ジションを調整し、注文状況をモニタリン

グすることが可能になります。 

包括的なマルチカレンシー機能と為

替のサポートにより、ポートフォリオ

マネジャーはグローバルポートフォリ

オの為替エクスポージャーの管理す

ることができます。



パフォーマンス測定と属性

チャールズリバーIMSはポートフォリオ管理プロセスを最新のパフォーマンス測定・属性分析 

(PMA)で強化し、外部のPMAシステムに統合する必要なくGIPSコンプライアンスを実施します。 

ユーザーはマルチアセットおよびマルチカレンシーパフォーマンス属性結果を様々な方法で、

直接計算、分析および報告することが可能です。直近のリターン、寄与度および属性に関する

最新データを各ポートフォリオをユーザーことに、特定の期間ごとにに分類して分析することが

できます。 また、ユーザーは複数の検索条件を用いて、過去のパフォーマンスデータの分析を

行うことも可能です。 

 

ユーザー定義可能なワークベンチビューはポートフォ

リオマネジャーごとにパフォーマンス寄与度、属性およ

び事後リスク結果を一元管理します。

チャールズリバーIMSまたはウェブブラウザから閲覧できるパフ

ォーマンスレポートはパフォーマンスの詳細をまとめて、バーま

たはチャートで表示します。

株式と債券パフォーマンスおよび要因分析

を統合されたシングルプラットフォームで確

認ので、スタンドアロンシステムを排除

ポートフォリオ管理ワークスペースまたはレ

ポートに直接結果を反映し、意思決定の根

拠を提供

銘柄の分類方法などに変更があった時、個

別の銘柄を自動的に再計算して、結果を反

映し、ワークフローの合理化を実現 

 

 

 

カスタマイズされたベンチマークを採用し、投

資目的、戦略の反映を実現

複数のシステムからフィードされる重複データ

を排除し、パフォーマンス、属性および事後リ

スクデータの自動調整

パフォーマンスデータ(価格変動、コーポレー

トアクションなど)を容易に再表示しノイズと誤

差を減少

GIPSサポートの自動化GIPSコンポジットメン

バーシップのルールに準拠するため、レポート

には会社とコンポジットのディスクロージャー

が含まれる*

意思決定サポート      コンプライアンス      トレーディング      ポストトレード



リスク管理とシナリオ分析

リスク管理とシナリオ分析機能の統合によって、投資管理ライフサイクルを通して要求される投資

の透明性とガイドラインの厳格化を満たすことが可能になります。 チャールズリバーはポートフォ

リオマネジャー、リスクマネジャーおよびコンプライアンスオフィサー向けに、ポートフォリオ管理の

ワークフローとレポートから直接アクセスできる価格変動カーブの分析測定、事前・事後リスクの

測定を提供します。 

チャールズリバーIMSにより、コンプライアンスマネジャーと

リスクアナリストが同じデータと測定方法を使い、リスク測定

と管理が日々のポートフォリオ管理活動の不可欠な部分と

なります。 

柔軟なシナリオ定義を使い、インベストメントマネジャーはポートフ

ォリオマネジャーが期待する条件と規制当局―の要求条件とスト

レスイベントの全面的な分析をすることができます。

全てのポートフォリオとベンチマークに対し、

重要な銘柄の残存期間および他の価格変

動カーブを分析し、より分かりやすい意思

決定を実現 

金利変動シナリオを特定し、ポートフォリオ

とベンチマークの公正価格、利回り、残存期

間、その他のアナリティックスへの影響を表

示する、ポートフォリオストレステスト 

エラー追跡のためのリスク寄与度および属

性、ボラティリティ、分散、情報レシオ、ベータ

を報告、ジェンセンのアルファ、シャープレシ

オ、トレイナーレシオ、ソルティノレシオ、ダウン

サイドリスクなど、リスク測定をまとめ、ヒスト

リカールシミュレーションでバリューアットリス

ク(VaR)を計算し、チャールズリバーの統計

要因モデルを活用した事前ボラティリティと

トラッキングエラー(TE)の計算を可能とした、

事前・事後リスク測定の可視性と利用可能

性の拡大

チャールズリバーのコンプライアンス機能と

のシームレスなインテグレーションが組織全

体のリスクモニタリングを自動化し、リスク管

理を一元化  



トレーディングと執行 

チャールズリバーの注文・執行一体管理システム(OEMS)によって、トレーダーはシングルト

レーディングブロッターで注文の作成、発行および執行し、より業務の生産性を高めます。ト

レーダーは一つの画面から取引執行戦略を管理し、複雑なワークフローをワンクリックで執

行し、全てのプログラムを単一注文のように管理し、マーケットデータと銘柄のアップデートを

モニタリングことが可能になります。 ポートフォリオ管理機能を完全に統合することにより、ト

レーダーとマネジャーのコミュニケーションが一層向上します。 セルサイドと取引先の間のイ

ンターフェースを使い、クロスアセットクラスのカバーもできます。

チャールズリバーのトレーディングブロッターは個別の注文・執行システムに特化していま

す。異なる注文・執行システムを使うことによる注文ステージングの問題や、複雑なワーク

フロー、複数のインタフェースを避けることにより、トレーダーの生産性を高めます。 システ

ムを転換したり、重要な情報を再入力する必要がなくなり、時間の短縮され、エラーも減りま

す。 また、コンプライアンスと監査の向上、オペレーショナルリスクの軽減、インフラの簡略化

など、トレーディングに限らず様々なメリットがあります。 

 

チャールズリバーのカスタマイズ可能なトレーディングブロッターは、統合された気配値管理と、

ビルトインのトレーディングプラットフォームによって、マニュアルプロセスを自動化します。

債券

チャールズリバーIMSは迅速かつ効率的なワークフローとビルトイン・気配値管理機能で債

券トレーダーを導きます。 トレーダーはリクィディティーを見つけ、カウンターパーティと交渉

し、市場をモニタリングし、キャッシュとデリバティブの取引を執行することができます。  

国債、インベストメント・グレード債、ハイ

イールド債、地方債、ストラクチャード債、

インフレ連動債、エマージングマーケット

債、TBA、上場・OTCデリバティブを含む、

包括的なアセットサポート

債券市場のデータプロバイダーとの緊密

なインテグレーションを通じ、ベンチマーク

やイールドカーブなど、正確かつ最新の銘

柄情報  
 

主な債券ECNのインテグレーションは、トレ

ーダーにBloomberg、TradeWeb、 

MarketAxess、BondVisionでの発注、執

行、ポストトレードを可能にする

ジェネリック注文の処理、複数の気配値サ

ポート、複雑なスワップ、トレーディングオ

ンプライス、イールド、スプレッド、スワップ

レートとディールスプレッドの合理化され

たブッキングを含む、高度なトレーディン

グ機能

• 注文・執行管理(OEMS) 

• FIXリクィディティー

• トレーディングアナリティックスと

トランザクションコスト分析

• ブローカーとコミッションの管理

主な機能
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執行ブローカー等

引合

注文ブロッター

アナリシス

価格履歴
ディーラー在庫



チャールズリバーは、トレーダーの効果

的なトレーディング戦略の実行のため、

必要とするツールとデータを統合し提

供します。 

株式
最近の株式トレーダーには、すべての関連データと流動性に迅速にアクセスすることが必要とさ

れます。 チャールズリバーの直感的なトレーディングブロッターは、キャッシュエクィティ、および

デリバティブエクィティ注文のため、すべてのワークフローを網羅しています。

すべての取引ライフサイクル上で、発注か

ら執行までの統合された取引コスト分析

(TCA)で、基本的なトレーディングアナリテ

ィックスへの容易なアクセス

プログラム取引、シングルネーム取引、ア

ルゴリズム取引、DMA取引、スプレッド取

引など、マルチトレーディング方法と戦略を

サポート

自動化されたスマートオーダールーティン

グを活用し、ロータッチ注文の発注でより

複雑で流動性の低い注文も可能 

 

リアルタイムのレベルIとレベルIIの市場デ

ータ、価格履歴、ニュース、ウォッチリスト、

時間と価格、および取引所の分析での、重

要なマーケットデータとチャートの統合

ブローカーニュートラル型のFIXネットワー

クが600以上の取引所に接続し、新たな取

引所の迅速な追加が可能である、ビルトイ

ンされた流動性へのアクセス 

 

チャールズリバーは複数の気配値を収集し、自
動的にベストレートを特定することで、トレーダ
ーが最良の執行を実現するためのサポートを
提供します。

外国為替  
チャールズリバーの自動化された為替機能は、インベストメントマネジャーが為替エクスポー

ジャーとリスクをヘッジアウトし、クロスボーダー取引の決済コストを削減するためのサポート

をします。 チャールズリバーは、為替取引と元の株式、債券、またはデリバティブ取引を容易

に結合し、非常に効率的でコストの削減にも繋がるワークフローを提供します。 

既定の決済、およびヘッジルールに基

づく、完全に自動化された決済と取引

のヘッジ 

キャッシュフロー予想への完全なインテ

グレーションから、ポートフォリオキャッ

シュの透明性を実現 

バンクダイレクト、ECNおよび銀行アルゴ

リズムなどを含む、マルチリクィディティー

への直接アクセス

気配値のストリーミング(RFQ/RFS)か

ら、ベストレートへの合理化されたアク

セス 

ヒストリカルデータによる気配値保存を

含む、最良の執行分析と報告書作成 

執行

• リアルタイムマーケットデータ

• スマートオーダールーティング

• プログラムトレーディング、リスト

トレーディング

• アルゴトレーディング

• マルチレッグスプレッドトレーデ

ィング

• DMAトレーディング 

• 取引所の分析 

• プレートレード、およびポストトレ

ードの取引コスト分析（TCA）

執行ブローカー

マーケットデータ

注文ブロッター

発注

ニュース



コンプライアンス 

チャールズリバーは、一元化されたコンプライアンスのモニタリング管理機能に加え、US SEC 

1940年投資会社法、Rule 2a-7、UCITS、CESR、ドッドフランク法、KAGG、主要株主開示規制

(SSDR)など、世界的な規制上の要件と権限をまとめたビルトインの包括的なルールライブラ

リによって、厳格化されるリスク管理の要求に対応できます。 チャールズリバーIMSはコンプ

ライアンスワークフローを自動化し、高度なコンプライアンスルール設定、テストおよびメンテ

ナンス、カスタマイズ可能な報告書作成に加え、完全な監査履歴を提供します。 

チャールズリバーはコンプライア

ンス検証を自動化し、取引のラ

イフサイクルを通じたモニタリン

グによってリスクを軽減します。

ヒストリカルデータによるトレン

ド分析と、「As of」報告などの包

括的な報告ツールが、規制や

監査のために必要な文書を作

成します。 
 

豊富なコンプライアンスルールの

蓄積と、高度なルール構築ツー

ルが、多様な商品と規制上のサ

ポートを提供します。

• コンプライアンスライフサイクル

モニタリング

• 包括的なルールライブラリ

• ルール設定とテスト

• モデルコンプライアンス

• アドバイザリーサービス

• アズオブコンプライアンス

• デリバティブのエクスポージャ

ー計算

• カルキュレーションビルダー

• 統合されたVaRモニタリング

• 「フォーアイズ」テスト許可

主な機能

取引前、取引中、執行後、終業時やポスト

トレードなど取引ライフサイクルのあらゆる

段階でコンプライアンスを検証により、日中

リスクを軽減

コンプライアンスルールを「what-if」分析に

統合することにより、ポートフォリオ管理ワ

ークフローを合理化

アラートの優先順位およびフィルタリング

による、コンプライアンスモニタリングの最

適化

違反事項の容易な追跡と、アズオブコンプ

ライアンス報告書作成を通じ、ヒストリカル

データによるトレンド分析を実施

規制当局や監査法人の要件を満たす、エ

ンドツーエンドの監査証跡、および広範囲

の取引コンプライアンス報告書作成

ブラウザまたは携帯電話から、アラートや

警告対応の向上

チャールズリバーのコンプライアンスアドバ

イザリーサービスを活用することにより、ベ

ストプラクティス、顧客からの委託および法

的要件を最新のものに精通

意思決定サポート      コンプライアンス      トレーディング      ポストトレード



ポストトレード 

ポストトレードマッチング、コンファメーションと決済 
チャールズリバーはポストトレードプロセスを自動化し、コンファメーショントレードマッチン

グ、および決済方法のワークフローを一元化することで、オペレーションの効率を高め、リス

クを軽減します。 各トランザクションにつき、ディーラーとトレーダー、ポートフォリオマネジャ

ー、コンプライアンス、およびオペレーション担当者が、すべてのポストトレード処理とデータ

の同一のリアルタイムの表示を利用します。 その結果、ロータッチの決済プロセスは手作

業を最小化し、インベストメントマネジャーに以下の機能を提供します。

• Omgeo OASYS, CTM & TradeSuite

• MarkitSERVスワップ決済

• FIX 4.2または4.4のアロケーションワークフ

ロー

ポジションキーピングと売買記録 
投資管理プラットフォームに売買記録を統合することは、フロントオフィスをバックオフィスか

ら切り離すことを希望したり、会計システムを持たず、カストディアンまたはプライムブローカ

ーからのデータ入力にのみ依存する組織にとって理想的です。 複数の会計システムからポ

ジションを統合したり、マルチスリーブ、またはマルチ戦略ポートフォリオ管理のための玉の

タグ付けを管理する必要のある、ウェルスマネジャーにとっても有利です。 チャールズリバ

ーの柔軟性高く、自立型のポジションキーピングソリューションは、投資売買記録を果たし、

毎朝のポジションが提供されます。 コーポレートアクションの処理と例外の取引リコンサイ

ルを含み、会計システム、カストディアン、またはプライムブローカーからの、毎日行われる

データフィードへの依存度を排除します。 チャールズリバーの統合されたポジションキーピ

ングは、以下の機能を提供します。

拡張機能

• トレーディングとの統合によるリ

アルタイムポジション管理

• マルチソースとのポジションや玉

のリコンサイル

• コーポレートアクション処理の

自動化

• サードパーティリコンサイルベン

ダーと統合された管理システム

• 外部のトランザクションソースと

の柔軟なインテグレーション

• ダウンストリームへのデータエク

スポート

• ブロックとアロケーション・マッ

チング

• アカウンティングのインポートと

エクスポート

• OTCクリアリング

• ポジション・キーピング*

• 照合調整

主な機能

バックオフィス・データへの依存度を除外

することによる、正確性の向上と、EODプ

ロセス時間の軽減 

自立的なポジションキーピングのワークフ

ローによる、オペレーションの最適化

複雑なデリバティブを含む、全ての資産を

サポートすることでの、さまざまなシステム

の削減 

透明性の向上と記録管理の改善ポジショ

ンに影響を及ぼす外部のトランザクション

を統合残高

同日マッチングとコンファメーションを促

すため、リアルタイムでの個別取引やア

ロケーションを設定することでの、決済の

迅速化

整合性の取れたポストトレードのデータか

ら、決済に伴う問題の削減 

例外管理を行い修正処理を迅速化させる

ための、個別化されたビューやアラート

すべての参照データと決済方法を一元化

することにより、執行後のオペレーション

を統合 

チャールズリバーIMSは、中央管理される経路、あるいは例外管理や許容値など設定変更可

能な集中管理されたローカルマッチングする経路へ、自動的にトランズアクションの詳細を送り

ます。 そして、以下のマッチングシステムがビルトインのインターフェースに含まれます。

• ローカルマッチ／さまざまな場所との認証

• カストディアン通知のためのISO 15022／ 

SWIFT
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チャールズリバーについて 

チャールズリバーは、全てのアセットクラスのフロントからミドルオフィスの投資管理機能を、シ

ングルプラットフォームでエンドツーエンド自動化ソリューションを提供しています。 このソリュー

ションはエンタープライズソフトウェア、データ、アプリケーション管理やアップグレード、ホステ

ィング、およびFIXネットワークを盛り込み、簡素化されたオペレーティングモデルを提供し、投

資の生産性を向上させ、リスクを抑制するとともに技術コストを削減します。 チャールズリバー

は、43カ国で機関投資家の資産運用、プライベートウェルス、オルタナティブ投資、保険、銀行

業務、および年金市場における350以上のお客様にサービスを提供しています。

クライアントセクター
機関投資家の資産運用 - 39%

ウェルスマネジメント - 20%

銀行業務 - 12%

ヘッジファンド - 15%

保険 - 10%

年金基金 - 4% 

所在地
ボストン(本社)

北京 

ダブリン

香港

インディアナポリス

ロンドン

メルボルン

ニューヨーク

パリ

シンガポール

東京

チャールズリバー部署別人数割合
リサーチ開発 - 37%

クライアントサービス - 45%

セールスマーケティング - 9%

管理・アドミニストレーション - 9%

* シナリオ分析、事前リスク、ポジションキーピング、GIPSコンポジットは、チャールズリバー  

   IMS Version 9.2に搭載予定。

チャールズリバーデベロップメントは計画、優先度、及び将来の改良について、いかなる時

でも予告なしに変更する権利を有します。（2014年5月更新）



総保有コストの削減

毎日の管理を簡素化

リスク低減

タイムリーなアップグレード

エンドユーザー満足度の向上

より良い投資決定 トレーダーの生産性の向上

コンプライアンスモニタリングの自動化 ポストトレード決済の自動化

統合されたポジションキーピングとIBOR


