
JP 4536833 B2 2010.9.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のポートフォリオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、当該ポートフォリ
オに含まれる複数の約定データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段から所定の複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポー
トフォリオに含まれる複数の約定データを読み出し、その読み出した複数のポートフォリ
オに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を実行する複数の計算プロセス手段と、
　複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複
数の約定データに対する値洗処理を行うべき旨の指示を受けたときに、一つの前記計算プ
ロセス手段を立ち上げ、その立ち上げた前記一つの計算プロセス手段に前記指示を受けた
複数のポートフォリオの内の一つのポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する
値洗処理を実行させると共に、前記一つの計算プロセス手段による値洗処理の実行中にお
けるＣＰＵ稼働率の最大値を求めた後、その求めたＣＰＵ稼働率の最大値に基づいて、同
時に実行可能な前記計算プロセス手段の数を決定し、その決定した数だけ前記計算プロセ
ス手段を立ち上げ、前記指示された複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データに
ついての値洗処理をその立ち上げた前記各計算プロセス手段により並列して実行させる制
御プロセス手段と、を具備し、
　前記制御プロセス手段は、前記求められたＣＰＵ稼働率の最大値を元に、同時に実行さ
せたときにＣＰＵ稼働率が合計で１００％より小さくなる数の複数の前記計算プロセス手
段を同時に実行可能な前記計算プロセス手段の数として決定して、決定した数の計算プロ
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セス手段を立ち上げ、
　前記制御プロセス手段により立ち上げられた各計算プロセス手段は、値洗処理を実行す
る際に、複数のスレッドを生成し、前記各スレッドにポートフォリオに含まれる約定デー
タに対する所定の計算を独立して実行させることを特徴とする金融情報処理システム。
【請求項２】
　前記制御プロセス手段は、更に、ＣＰＵ稼働率上限値のデータ及びＣＰＵ稼働率下限値
のデータを有し、前記計算プロセス手段の並列実行中におけるＣＰＵ稼働率が前記ＣＰＵ
稼働率の上限値より大きくなったと判断すると、前記同時に実行可能な前記計算プロセス
手段の数を減少させ、一方、前記計算プロセス手段の並列実行中におけるＣＰＵ稼働率が
前記ＣＰＵ稼働率下限値よりも小さくなったと判断すると、前記同時に実行可能な前記計
算プロセス手段の数を増加させることを特徴とする請求項１記載の金融情報処理システム
。
【請求項３】
　複数のポートフォリオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、当該ポートフォリ
オに含まれる複数の約定データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段から所定の複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポー
トフォリオに含まれる複数の約定データを読み出し、その読み出した複数のポートフォリ
オに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を実行する複数の計算プロセス手段と、
　複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複
数の約定データに対する値洗処理を行うべき旨の指示を受けた場合、同時に実行可能な複
数の前記計算プロセス手段の数を決定し、その決定した数だけ前記計算プロセス手段を立
ち上げ、前記指示された複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データについての値
洗処理をその立ち上げた前記各計算プロセス手段により並列して実行させる制御プロセス
手段と、を具備し、
　前記記憶手段は、複数のポートフォリオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、
更に当該ポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理実行中のＣＰＵ稼
働率の最大値に関する情報を含むポートフォリオについての処理特性データを記憶してお
り、
　前記制御プロセス手段は、前記指示を受けたときに、前記指示に対応したポートフォリ
オについての前記処理特性データを前記記憶手段から読み出し、前記記憶手段から読み出
した前記処理特性データに含まれるＣＰＵ稼働率の最大値を元に、同時に実行させたとき
にＣＰＵ稼働率が合計で１００％より小さくなる数の複数の前記計算プロセス手段を同時
に実行可能な前記計算プロセス手段の数として決定して、決定した数の計算プロセス手段
を立ち上げ、
　前記制御プロセス手段により立ち上げられた各計算プロセス手段は、値洗処理を実行す
る際に、複数のスレッドを生成し、前記各スレッドにポートフォリオに含まれる約定デー
タに対する所定の計算を独立して実行させることを特徴とする金融情報処理システム。
【請求項４】
　前記制御プロセス手段は、対応する前記処理特性データが前記記憶手段に記憶されてい
ないポートフォリオの実行指示を受けたときは、一つの前記計算プロセス手段を立ち上げ
、その立ち上げた前記一つの計算プロセス手段に当該ポートフォリオに含まれる複数の約
定データに対する値洗処理を実行させると共に前記処理特性データを作成して前記記憶手
段に記憶させることを特徴とする請求項３記載の金融情報処理システム。
【請求項５】
　前記制御プロセス手段は、複数のポートフォリオについて各ポートフォリオに含まれる
複数の約定データに対する値洗処理を行うべき指示を受けたときに、前記記憶手段に記憶
されているそれぞれのポートフォリオのＣＰＵ稼働率が高い順に値洗処理を行うよう処理
順番を決定し、決定した処理順番に従って値洗処理を実行することを特徴とする請求項３
又は４に記載の金融情報処理システム。
【請求項６】
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　複数のポートフォリオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、当該ポートフォリ
オに含まれる複数の約定データを記憶する記憶手段から所定の複数のポートフォリオにつ
いて前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複数の約定データを読み出し、
その読み出した複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を複
数のスレッドで独立して実行する複数の計算プログラムと、複数のポートフォリオについ
て前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処
理を行うべき旨の指示を受けたときに、一つの前記計算プログラムを立ち上げ、その立ち
上げた前記一つの計算プログラムに前記指示を受けた複数のポートフォリオの内の一つの
ポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を実行させると共に、前記
一つの計算プログラムによる値洗処理の実行中におけるＣＰＵ稼働率の最大値を求めた後
、その求めたＣＰＵ稼働率の最大値に基づいて、同時に実行させたときにＣＰＵ稼働率が
合計で１００％より小さくなる数の複数の前記計算プログラムを同時に実行可能な前記計
算プログラムの数として決定し、その決定した数だけ前記計算プログラムを立ち上げ、前
記指示された複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理をその
立ち上げた前記各計算プログラムにより並列して実行させる制御プログラムと、を具備す
ることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スワップ、オプションといった金融派生商品（デリバティブ）取引のディーリ
ングやリスク管理業務を支援する金融情報処理システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デリバティブ取引では、ディーラは、現在の資産価値はいくらなのか、あるいは資産価値
の増減はどの程度なのか等、業務に伴うリスク状態を迅速且つ正確に把握するために、コ
ンピュータを用いて、複数のポートフォリオについて値洗処理を行っている。ここで、ポ
ートフォリオとは、一定の基準で区分された約定データの集まりをいう。また、約定デー
タとは、過去に成立したデリバティブ商品の取引の内容・条件を記録したデータのことで
ある。通常、値洗処理では、金利や為替レートのような市況データを用いて、一定の計算
式によって資産の現在価値を評価している。特に、ポートフォリオ単位で値洗処理を行う
ことにより、ディーラは、現在のリスク状態をより詳しく評価することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、金利や為替レート等の市況データは時々刻々と変動しており、これに伴い、現
在の資産価値やリスク状態もどんどん変わっていく。このため、ディーラは、実際の市場
の動きに連動させて、複数のポートフォリオについて一日に何度でも値洗処理を行い、常
に、最新のリスク状態を評価することが望まれる。しかし、値洗処理の対象となるポート
フォリオには通常、数十から数千もの約定データが含まれており、また、約定データの数
は今後も増大する傾向にある。このため、複数のポートフォリオについての値洗処理には
何十分、場合によっては数時間もかかることがある。この処理時間の短縮が課題となって
いた。
【０００４】
本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、複数のポートフォリオについての値洗
処理を短時間で行うことができる金融情報処理システムを提供することを目的とするもの
である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための本発明に係る金融情報処理システムは、複数のポートフォ
リオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、当該ポートフォリオに含まれる複数の
約定データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段から所定の複数のポートフォリオについ
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て前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複数の約定データを読み出し、そ
の読み出した複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を実行
する複数の計算プロセス手段と、複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応す
るポートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理を行うべき旨の指示を受
けたときに、一つの前記計算プロセス手段を立ち上げ、その立ち上げた前記一つの計算プ
ロセス手段に前記指示を受けた複数のポートフォリオの内の一つのポートフォリオに含ま
れる複数の約定データに対する値洗処理を実行させると共に、前記一つの計算プロセス手
段による値洗処理の実行中におけるＣＰＵ稼働率の最大値を求めた後、その求めたＣＰＵ
稼働率の最大値に基づいて、同時に実行可能な前記計算プロセス手段の数を決定し、その
決定した数だけ前記計算プロセス手段を立ち上げ、前記指示された複数のポートフォリオ
に含まれる複数の約定データについての値洗処理をその立ち上げた前記各計算プロセス手
段により並列して実行させる制御プロセス手段と、を具備し、前記制御プロセス手段は、
前記求められたＣＰＵ稼働率の最大値を元に、同時に実行させたときにＣＰＵ稼働率が合
計で１００％より小さくなる数の複数の前記計算プロセス手段を同時に実行可能な前記計
算プロセス手段の数として決定して、決定した数の計算プロセス手段を立ち上げ、前記制
御プロセス手段により立ち上げられた各計算プロセス手段は、値洗処理を実行する際に、
複数のスレッドを生成し、前記各スレッドにポートフォリオに含まれる約定データに対す
る所定の計算を独立して実行させることを特徴とするものである。
【０００６】
　制御プロセス手段は、複数のポートフォリオについて値洗処理を行うべき旨の指示を受
けると、同時に実行可能な計算プロセス手段の数を決定し、その決定した数だけ計算プロ
セス手段を立ち上げる。そして、その立ち上げた各計算プロセス手段にマルチプロセスで
値洗処理を実行させる。このようにマルチプロセスで値洗処理を行うことにより、本発明
では、迅速な値洗処理が可能であり、結果が出るまでの時間を大幅に短縮することができ
る。
【０００７】
　また、上記の目的を達成するための本発明に係るコンピュータ読み取り可能な記録媒体
は、複数のポートフォリオについて、当該ポートフォリオのＩＤと共に、当該ポートフォ
リオに含まれる複数の約定データを記憶する記憶手段から所定の一つ又は複数のポートフ
ォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複数の約定データを
読み出し、その読み出した一つ又は複数のポートフォリオに含まれる複数の約定データに
対する値洗処理を複数のスレッドで独立して実行する複数の計算プログラムと、一つ又は
複数のポートフォリオについて前記ＩＤを用いて対応するポートフォリオに含まれる複数
の約定データに対する値洗処理を行うべき旨の指示を受けたときに、一つの前記計算プロ
セス手段を立ち上げ、その立ち上げた前記一つの計算プロセス手段に前記指示を受けた一
つのポートフォリオ又は複数のポートフォリオの内の一つのポートフォリオに含まれる複
数の約定データに対する値洗処理を実行させると共に、前記一つの計算プロセス手段によ
る値洗処理の実行中におけるＣＰＵ稼働率の最大値を求めた後、その求めたＣＰＵ稼働率
の最大値に基づいて、同時に実行させたときにＣＰＵ稼働率が合計で１００％より小さく
なる数の前記計算プロセス手段を同時に実行可能な前記計算プログラムの数として決定し
、その決定した数だけ前記計算プログラムを立ち上げ、前記指示された一つ又は複数のポ
ートフォリオに含まれる複数の約定データに対する値洗処理をその立ち上げた前記各計算
プログラムにより並列して実行させる制御プログラムと、を具備することを特徴とするも
のである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の第一実施形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の第一実施
形態である金融情報処理システムの全体的な構成を示す図である。
図１に示すように、第一実施形態の金融情報処理システムは、ネットワーク１０上に、複
数のディーラ端末２０と、ネットワーク１０の中央部に位置する複数の計算サーバ３０と
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、データベース４０とが接続されている。各ディーラ端末２０は、ディーラが取引業務を
行うディーリングルームに設置され、各計算サーバ３０やデータベース４０は、例えば別
室に設置されている。両者の間では、プロセス間通信が行われる。各計算サーバ３０はマ
ルチプロセッサ対応の並列コンピュータであり、後述するように、マルチプロセス及びマ
ルチスレッドにより複数のポートフォリオについて値洗処理を実行する。
【０００９】
第一実施形態の金融情報処理システムが主として計算の対象とするのは、デリバティブ取
引に関連する約定データである。デリバティブ取引とは、原資産の価格に応じ、その価値
が決定される商品（デリバティブ商品）を取引するもので、実際の決済は先のことになる
。約定データとは、過去に成立したデリバティブ商品の取引の内容・条件を記録したデー
タのことである。約定データは、金融機関によって異なるが、多い場合には数万から数十
万という数に達するが、これらは一定の基準でグループ化されている。各グループ毎に分
けられた約定データの集まりがポートフォリオである。グループ分けは、例えば、スワッ
プ、スワップション等の商品毎又は部署毎等により行われる。また、一つのポートフォリ
オには、通常、数十から数千という約定データが含まれる。
【００１０】
ディーラは、今現在保有しているポートフォリオの現在価値や、マーケットの変動により
発生し得るリスク等を迅速に評価する必要がある。また、新たに取引の引き合いがあった
ときに、ディーラは、その引き合いを受けるべきかどうかを短時間に判断するためにも、
現在保有する資産価値の時価評価を短時間に知る必要がある。加えて、その資産が、将来
のある時点において、どの程度変動している可能性があるかという評価も行う必要がある
。
【００１１】
しかしながら、約定データに記述されるデリバティブの価値は、実際の金銭の集積ではな
く、変動金利、原資産価値に連動して変化する。しかも、一般的に、その評価には高等数
学を駆使した経済理論に基づく高度な計算処理が必要で、約定件数が非常に多くなると、
約定データを用いた資産の評価は、高性能なコンピュータで行う必要がある。この約定デ
ータを使って、現在の資産を評価する計算が、計算サーバ３０によって行われる。かかる
現在の資産を評価する計算処理は値洗処理と呼ばれる。特に、第一実施形態では、複数の
ポートフォリオについてポートフォリオ単位で値洗処理を行うことにする。このようにポ
ートフォリオ単位で値洗処理を行うことにより、ディーラは現在の資産価値を詳しく評価
することができる。尚、第一実施形態では、値洗処理の対象となる複数のポートフォリオ
は、同じような種類のポートフォリオからなるものとする。すなわち、各ポートフォリオ
について、約定データの件数、スワップやスワップション等の商品の種類等がほとんど同
じであるとする。
【００１２】
図２はディーラ端末２０と計算サーバ３０を一台ずつ示している。ディーラ端末２０には
、ディスプレイ装置５０及びキーボード６０等が接続されている。ディスプレイ装置５０
には、値洗処理の実行状況や処理結果などが表示される。キーボード６０は、ディーラが
値洗処理の対象となるポートフォリオを特定するＩＤを指定する場合等に使用される。ま
た、ディーラ端末２０には、値洗処理の結果を紙に出力するプリンタ（不図示）も接続さ
れている。尚、ネットワークを介したプリンタサーバを用いてもよい。
【００１３】
　ディーラ端末２０の内部では、ネットワーク１０を介しての値洗処理要求の計算サーバ
３０への送信、値洗処理の実行状況の受信、値洗処理の結果の受信などを行う金融デリバ
ティブ資産価値評価用アプリケーションソフトウエア（以下単に「クライアントアプリケ
ーション」と称する。）２１が稼働している。ディーラは、ディーリング業務中、複数の
ポートフォリオについて値洗処理を実行させようと思ったときには、ディーラ端末２０上
でその旨の指示を、ポートフォリオのＩＤとともにキーボード６０等から打ち込む。する
と、クライアントアプリケーション２１がこれを受け取り、計算サーバ３０に値洗処理要
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求として送信する。この値洗処理要求には、ポートフォリオを特定するＩＤが含まれてい
る。計算サーバ３０が値洗処理要求を受け取ると、実際に値洗処理を開始する。この具体
的な処理内容については後述する。尚、ディーラ端末２０上では、クライアントアプリケ
ーション２１の他にも、デリバティブ取引のリスク管理を行う種々のアプリケーションプ
ログラムが稼働している。
【００１４】
図１に示すデータベース４０には、複数のポートフォリオが格納されている。各ポートフ
ォリオに含まれる約定データには、そのポートフォリオのＩＤが付されている。また、現
在又は過去の金利や為替レート等の市況データもデータベース４０に格納されている。デ
ィーラ端末２０から計算サーバ３０に値洗処理要求が送られると、計算サーバ３０は、そ
の値洗処理要求と一緒に送られたポートフォリオのＩＤに基づいて、そのＩＤに対応する
約定データをデータベース４０から、計算サーバ３０の主メモリ上に読み出す。また、こ
のとき、所定の市況データも主メモリ上に読み出す。
【００１５】
計算サーバ３０上では、図２に示すように、制御プロセス３１と計算プロセス３２とが稼
働している。計算プロセス３２は、制御プロセス３１による制御のもとで、データベース
４０から所定の一つのポートフォリオを読み出し、その読み出した一つのポートフォリオ
に対する値洗処理を実行するものである。制御プロセス３１は、計算サーバ３０上に常に
一つだけ常駐していて、ディーラ端末２０からの値洗処理要求を待っている。制御プロセ
ス３１は、ディーラ端末２０から値洗処理要求が送られてくると、同時に実行可能な計算
プロセス３２の数を決定し、その決定した数だけ計算プロセス３２を立ち上げる。そして
、その立ち上げた各計算プロセス３２に、値洗処理要求に対応した複数のポートフォリオ
について値洗処理を並列して実行させる。すなわち、マルチプロセスにより複数のポート
フォリオについての値洗処理が実行される。尚、第一実施形態では、各計算サーバ３０に
は、複数の計算プロセス３２による値洗処理を実行するＣＰＵを例えば八個搭載している
。尚、計算プロセス３２自体を動作させるメインのＣＰＵは別個に設けられていてもよい
。
【００１６】
また、各計算プロセス３２は、常時、処理状況を制御プロセス３１に通知する。制御プロ
セス３１は、その処理状況をクライアントアプリケーション２１に送信し、その端末のデ
ィスプレイ装置５０に表示させる。
図３は計算サーバ３０上における制御プロセス３１と計算プロセス３２との関係を示した
図である。図３では、ある一つのディーラ端末２０上で稼働しているクライアントアプリ
ケーション２１が、計算サーバ３０上の制御プロセス３１に対して値洗処理要求を出して
いる状況を示している。この場合、第一実施形態では、制御プロセス３１は、まず、図３
（ａ）に示すように、一つの計算プロセス３２だけを立ち上げ、その計算プロセス３２に
、値洗処理要求に対応した複数のポートフォリオのうち、代表的な一つのポートフォリオ
に対する値洗処理をトライアル的に実行させる。そして、その実行中におけるＣＰＵ稼働
率をモニタし、そのＣＰＵ稼働率の最大値を求める。ここで、ＣＰＵ稼働率とは、値洗処
理を実行する八個のＣＰＵすべてがフル稼働した場合を１００％としたときに、当該処理
の実行中にＣＰＵが何％稼働しているかを表したものをいう。ＣＰＵ稼働率が低いという
ことは、計算サーバ３０の処理能力に余裕があることを意味する。
【００１７】
次に、制御プロセス３１は、上記のようにして求めたＣＰＵ稼働率の最大値に基づいて、
同時に実行可能な、すなわち、もしいくつかの計算プロセス３２を同時に実行させたとし
たときに最大のＣＰＵ稼働率が１００％よりある程度小さくなるような計算プロセス３２
の数を決定する。ここで、最大のＣＰＵ稼働率が１００％になるように計算プロセス３２
の数を決定しないのは、最大のＣＰＵ稼働率が１００％又はそれ以上では、ＣＰＵに負荷
をかけすぎてしまい、かえって処理の効率が悪くなってしまうからである。例えば、トラ
イアル的に実行して求めたＣＰＵ稼働率の最大値が約３０％であったとすると、制御プロ
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セス３１は、同時に実行可能な計算プロセス３２の数を三つに決定する。
【００１８】
制御プロセス３１は、この決定した計算プロセス３２の数だけ、実際に計算プロセス３２
を立ち上げる。図３（ｂ）では、一例として、制御プロセス３１が三つの計算プロセス３
２，３２，３２を立ち上げた場合を示している。そして、制御プロセス３１は、立ち上げ
た各計算プロセス３２に、トライアル的に実行したポートフォリオ以外の他のポートフォ
リオについて値洗処理を並列して実行させる。尚、第一実施形態では、値洗処理の対象と
なる複数のポートフォリオは同じような種類のポートフォリオからなるので、各計算プロ
セス３２はポートフォリオを任意の順番で処理してよい。
【００１９】
次に、各計算プロセス３２によって実行される一つのポートフォリオに対する値洗処理の
内容について説明する。一つのポートフォリオに対する値洗処理は、大きく分けて、前処
理と、約定計算処理と、後処理という三つの処理からなる。前処理とは、当該計算プロセ
ス３２による処理対象であるポートフォリオをデータベース４０から計算サーバ３０の主
メモリ上に読み出し、その読み出したポートフォリオの各約定データに対して、約定計算
に入るための準備処理を行うものである。この準備処理では、具体的には、金利データ等
を用いて、約定データを後述のスレッドによる計算がしやすいように加工し、その加工し
た結果の約定データを主メモリに書き込む。
【００２０】
尚、各計算プロセス３２がデータベース４０から読み出したポートフォリオはそれぞれ、
主メモリ上の異なる領域に一時記憶される。そして、第一実施形態では、マルチアクセス
をサポートするためのマルチエンジンを用いて、各計算プロセス３２が主メモリに記憶さ
れたデータの読み出し等を同時に行えるようにしている。
【００２１】
約定計算処理は、マルチスレッドで各約定データに対する所定の計算を実行するものであ
る。各計算プロセス３２は、約定計算処理に入ると、まず、スレッドの数を決める。スレ
ッドとは、計算サーバ３０に備えられているＣＰＵの数に応じて分割された処理の単位で
あり、計算プロセス３２によってソフトウエア的に設定される。すなわち、スレッドの数
がその計算プロセス３２が専有するＣＰＵの数となる。スレッドの数が決定されると、計
算プロセス３２は、その数だけスレッドを生成し、各スレッドは、ポートフォリオに含ま
れる各約定データに対する所定の計算を独立して並列に実行する。
【００２２】
後処理とは、約定計算処理が終了した以降の処理のことである。実際、約定計算が終わっ
た時点で、ポートフォリオについての最終的な結果が算出されているわけではない。この
後処理では、各スレッドで処理された結果を集めて、ポートフォリオについての最終的な
結果を計算したり、また、この得られた結果をデータベース４０に書き込んだりする。
【００２３】
図４は一つの計算プロセス３２の動作を模式的に示した図である。図４において、入力側
の共有メモリ３８は、計算サーバ３０に備えられたＲＡＭ等からなる主メモリである。入
力側共有メモリ３８には、この計算プロセス３２が抱えているポートフォリオが記憶され
、一つのテーブルとされる。図４の例では、そのポートフォリオに含まれるｎ件の約定デ
ータＤ1 ，Ｄ2 ，・・・ ，Ｄn が記憶されている。ポートフォリオは、元々データベー
ス４０に蓄えられており、これを計算プロセス３２が引き出して、入力側の共有メモリ３
８に記憶させる。
【００２４】
実際に値洗処理を行う場合には、計算プロセス３２は、まず、前処理として、データベー
ス４０から所定のポートフォリオを取ってきて、入力側共有メモリ３８上に書き込む。そ
の後、約定計算処理に入り、ソフトウエア的にスレッドを設定する。図４では、一例とし
て、四つのスレッド３３，３３，３３，３３が設定されている。一つのスレッド３３が、
一つのＣＰＵを使って独立に処理を行う単位となるので、四つのスレッド３３，３３，３
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３，３３がそれぞれ一つずつ、入力側共有メモリ３８から約定データを読み出して、合計
四つのＣＰＵを使って並列度４の並列処理を行っている。すなわち、ｎ件の約定データＤ

1 ，Ｄ2 ，・・・ ，Ｄn が一つずつ順番に処理されるのではなく、四つのＣＰＵが協調
しながらｎ件の約定データＤ1 ，Ｄ2 ，・・・ ，Ｄn を処理する。このようにマルチス
レッドで並列的な処理を行うことにより、約定計算処理に要する時間が短縮される。
【００２５】
約定データの読み出しの際には、ロック機構３４の排他制御によって、あるスレッドが入
力側共有メモリ３８から約定データを読み出している間は、他のスレッドが約定データの
読み出しを行うことができないようになっている。また、同じ約定データを複数のスレッ
ドで処理することがないように、一度あるスレッドによって読み出された約定データは、
他のスレッドからは読み出されないようにしている。尚、ロック機構３４は、ＯＳ標準の
排他ロック機構によって実現される。この点については後述する。尚、このロック機構３
４は、ロックファイルを作ると共に、各スレッドがこのロックファイルを見に行ってアク
セスできるかどうかを判断することによって実現するようにしてもよい。
【００２６】
各スレッド毎にＣＰＵによって計算されたデータは、出力側の共有メモリ３９に、例えば
マトリクス形式のデータとして書き込まれる。この出力側共有メモリ３９も、計算サーバ
３０の主メモリである。このとき、各スレッドが無秩序にデータを書き込むと、データ全
体が整合がとれないという問題が生じるので、この場合も、ロック機構３５が働いて、あ
るスレッドが出力側共有メモリ３９にデータを書き込んでいるときには、他のスレッドが
データの書き込みを行うことができないような排他制御を行う。
【００２７】
図５は図４に示した入力側の共有メモリ３８上に展開されている約定データのテーブルを
示す図である。このテーブルの各行に約定データが置かれており、各行の右端には、１ビ
ットの処理済フラグが設けられている。各スレッドは、自分が処理を実行している約定デ
ータには処理済フラグ「１」をセットし、その約定データは既に処理が済んでいることを
表示する。他のスレッドは、このテーブルを見るときに、処理済フラグ「１」がセットさ
れている約定データはスキップし、処理済フラグが「０」の約定データを探して読み出す
。このとき、第一実施形態では、処理済フラグが「０」の約定データのうち、一番上にあ
る約定データをポインタで指し示すようにしている。スレッドは、このポインタを探して
読み出すべきデータを見つけ出す。これにより、スレッドが読み出すべき約定データを簡
単に探し出せるようにしている。尚、ポインタを用いずに、スレッドが処理済フラグをス
キャンして、「０」のものを見つけ次第それを読み出すようにしてもよい。
【００２８】
次に、第一実施形態の金融情報処理システムにおいて、複数のポートフォリオについて値
洗処理を行う際の処理の手順について説明する。図６は複数のポートフォリオについて値
洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。
あるディーラが所定のディーラ端末２０から複数のポートフォリオについて値洗処理を行
う旨の指示を計算サーバ３０に送ると、計算サーバ３０の制御プロセス３１は、一つの計
算プロセス３２を立ち上げて、その計算プロセス３２に特定の一つのポートフォリオにつ
いての値洗処理をトライアル的に実行させる（step11）。制御プロセス３１は、そのトラ
イアル的な値洗処理の実行中におけるＣＰＵ稼働率をモニタし、そのＣＰＵ稼働率の最大
値を求める。そして、求めたＣＰＵ稼働率の最大値に基づいて、最適な計算プロセス３２
の数を決定する（step12）。その後、制御プロセス３１は、step12で決定した数だけ計算
プロセス３２を立ち上げ、各計算プロセス３２に複数のポートフォリオについて所定の順
番で値洗処理を並列して実行させる（step13）。
【００２９】
図７は一つの計算プロセスにおいて行われる処理の手順を示したフローチャートである。
制御プロセス３１が、図６のstep13の処理において複数の計算プロセス３２を立ち上げた
ときに、それぞれの計算プロセス３２において図７に示す処理が開始される。図７の処理
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手順が開始されると、まず、計算プロセス３２は、制御プロセス３１によって指示された
処理対象となるポートフォリオをデータベース４０から計算サーバ３０の主メモリ上に読
み出すと共に、スレッドの数を決定し、その決定した数だけスレッドを生成する（step21
）。次に、計算プロセス３２は、各スレッドに約定計算をするための演算を並列処理で実
行させる（step22）。すなわち、スレッドの数に対応したＣＰＵによって、同時に独立し
て演算が実行される。並列処理が終了すると、スレッドを消去する（step23）。これによ
り、一つの計算プロセス３２の処理が終了する。
【００３０】
図８は図７に示した処理手順のうちstep22の部分の処理手順を詳しく示したフローチャー
トである。step30では、まず、スレッドは、図４に示したロック機構３４がロック状態で
あるかどうか、すなわち別のスレッドがロック機構３４をロック状態にしているかどうか
を判断する。ロックされておらず、自分が入力側共有メモリ３８から約定データを読み出
せる状態であれば、他のスレッドが読み出しを行うことができないように、ロック機構３
４のロックをかける（step31）。次に、スレッドは、約定データの中から、図５に示すよ
うにポインタが指し示している処理済フラグが「０」の約定データを探して、それをフェ
ッチするという処理を行い、そして、その約定データの処理済フラグに「１」をセットす
る（step32）。このようにスレッドが約定データを読み出して、その約定データの処理済
フラグに「１」をセットすると、入力側共有メモリ３８へのアクセスを排除する必要がな
くなるので、ロックを解除し（step33）、その後、実際の計算処理に移行する（step34）
。計算が終わると、スレッドは、図４に示したロック機構３５がロック状態であるかどう
か、すなわち別のスレッドがロック機構３５をロック状態にしているかどうかを判断する
（step35）。ロックされておらず、自分が出力側共有メモリ３９に計算結果データを書き
込める状態であれば、他のスレッドが書き込みを行うことができないように、ロック機構
３５のロックをかける（step36）。次に、スレッドは、その計算結果データを出力側共有
メモリ３９に書き込み（step37）、その後、ロックを解除する（step38）。step39では、
未処理の約定データがあるかどうかを判断する。未処理のものがある場合には、上で説明
したのと同様の処理を繰り返し、一方、未処理の約定データがなくなった場合には、処理
を終了する。
【００３１】
次に、第一実施形態の金融情報処理システムを用いて、複数のポートフォリオについての
値洗処理を、上述したマルチプロセス及びマルチスレッドによる処理方式（本発明の処理
方式）で行った場合と、マルチプロセスによらずマルチスレッドだけによる処理方式（マ
ルチスレッド処理方式）で行った場合と、マルチプロセスやマルチスレッドを用いない従
来の処理方式で行った場合とについて、比較して説明する。図９（ａ）は従来の処理方式
で複数のポートフォリオについての値洗処理を行ったときのＣＰＵ稼働率と処理時間との
関係を示す図、図９（ｂ）はマルチスレッド処理方式で複数のポートフォリオについての
値洗処理を行ったときのＣＰＵ稼働率と処理時間との関係を示す図、図９（ｃ）は本発明
の処理方式で複数のポートフォリオについての値洗処理を行ったときのＣＰＵ稼働率と処
理時間との関係を示す図である。ここで、図９（ａ），（ｂ）及び（ｃ）において、縦軸
はＣＰＵ稼働率を、横軸は処理時間を表す。
【００３２】
従来の処理方式では、一つのＣＰＵが各ポートフォリオについて一つずつシーケンシャル
に処理すると共に、そのホートフォリオに含まれる各約定データについても一つずつ処理
することになる。第一実施形態では、ＣＰＵ稼働率は、八個のＣＰＵすべてがフルに稼働
したときを１００％として定められる。従来の処理方式では、常時、一つのＣＰＵしか稼
働していないため、当然、ＣＰＵ稼働率は、図９（ａ）に示すように、各ポートフォリオ
について前処理、約定計算処理及び後処理を行う全期間にわたってかなり小さい。したが
って、すべてのポートフォリオについて値洗処理が終了するまでの処理時間は非常に長い
。
【００３３】
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一方、マルチスレッド処理方式では、各ポートフォリオについて一つずつシーケンシャル
に値洗処理を行うが、その値洗処理の中で約定計算処理についてはマルチスレッドで処理
することになる。このため、図９（ｂ）に示すように、各ポートフォリオについて約定計
算処理を行う期間では、ＣＰＵ稼働率が高くなる。これに対し、前処理又は後処理を行う
期間では、従来の処理方式でもマルチスレッド処理方式でも、ＣＰＵ稼働率は同じである
。また、一つのポートフォリオについて約定計算処理を行うときの処理量は、図９（ａ）
又は（ｂ）において、その約定計算処理を行っている期間に対応する、ＣＰＵ稼働率を表
す曲線と横軸とで囲まれた面積で表される。かかる処理量は、当然のことながら、従来の
処理方式を用いた場合であろうと、マルチスレッド処理方式を用いた場合であろうと変わ
らない。このため、マルチスレッド処理方式により値洗処理を行う場合は、約定計算処理
を行う期間におけるＣＰＵ稼働率が高いので、従来の処理方式により値洗処理を行う場合
に比べて、約定計算処理に要する処理時間が短くなる。したがって、すべてのポートフォ
リオについて値洗処理が終了するまでの処理時間が短縮する。
【００３４】
ところで、現在、一つのポートフォリオには数十から数千の約定データが含まれている。
かかる程度の規模の約定データを含むポートフォリオを、第一実施形態の金融情報処理シ
ステムを用いてマルチスレッド処理方式で値洗処理を行う場合、通常、約定計算処理の期
間におけるＣＰＵ稼働率は例えば約２０～４０％であったとすると、ＣＰＵの処理能力に
まだ余裕がある。本発明の処理方式は、この点に着目し、余裕があるＣＰＵの処理能力を
有効に活用して、複数の計算プロセス３２に複数のポートフォリオについて値洗処理を並
列して実行させるものである。したがって、ポートフォリオについての値洗処理はいくつ
か同時に実行されるので、ＣＰＵ稼働率は、図９（ｃ）に示すように、極めて高くなる。
このため、複数のポートフォリオについての値洗処理が終了するまでの処理時間は、マル
チスレッド処理方式により値洗処理を行う場合に比べて、大幅に短縮する。
【００３５】
第一実施形態の金融情報処理システムでは、複数の計算プロセスに複数のポートフォリオ
についての値洗処理を並列して実行させることにより、迅速な処理が可能であり、結果が
出るまでの時間を大幅に短縮することができる。このため、ディーラは、実際の市場の動
きに連動させて、複数のポートフォリオについて一日に何度でも値洗処理を行い、常に、
最新のリスク状態を迅速に評価することが可能となる。
【００３６】
次に、本発明の第二実施形態である金融情報処理システムについて説明する。第二実施形
態の金融情報処理システムでは、同時に実行可能な計算プロセスの数を決定する方法が、
上記第一実施形態の方法と異なる。また、上記の第一実施形態では、値洗処理の対象とな
る複数のポートフォリオが同じような種類のポートフォリオの集まりである場合を考えて
いた。しかし、第二実施形態では、値洗処理の対象となる複数のポートフォリオには、種
類の異なるポートフォリオが含まれていてもよい。尚、第二実施形態において第一実施形
態のものと同一の機能を有するものには、同一の符号を付すことにより、その詳細な説明
を省略する。
【００３７】
第二実施形態では、計算サーバ３０の制御プロセス３１は、予め代表的な一つのポートフ
ォリオに対する値洗処理を実行させたときのＣＰＵ稼働率の最大値に関するデータを持っ
ている。制御プロセス３１は、ディーラ端末２０から複数のポートフォリオについて値洗
処理を実行する旨の指示を受けたときに、ＣＰＵ稼働率の最大値に関するデータに基づい
て、同時に実行可能な計算プロセス３２の数の初期値を決定する。そして、その決定した
初期値だけ計算プロセス３２を立ち上げて、マルチプロセスで値洗処理を実行させる。
【００３８】
また、制御プロセス３１は、ＣＰＵ稼働率に関する下限値Ｔa 及び上限値Ｔb のデータを
予め持っている。制御プロセス３１は、複数の計算プロセス３２に値洗処理を実行させて
いる間、常時、ＣＰＵ稼働率をモニタしている。そして、ＣＰＵ稼働率が範囲［Ｔa ，Ｔ
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b ］に含まれているときは、制御プロセス３１は、そのまま複数の計算プロセス３２に処
理を実行させる。一方、制御プロセス３１は、ＣＰＵ稼働率が下限値Ｔa より小さくなっ
たと判断すると、同時に実行させるべき計算プロセスの数を一つ増加することを決定する
。また、ＣＰＵ稼働率が上限値Ｔb より大きくなったと判断すると、同時に実行させるべ
き計算プロセス３２の数を一つ減少することを決定する。そして、かかる決定をすると、
制御プロセス３１は、実際にその決定した数の計算プロセス３２に値洗処理を並列して実
行させる。このように、第二実施形態では、ＣＰＵ稼働率が一定の範囲内に収まるように
、制御プロセス３１が同時実行させる計算プロセス３２の数を自動的に決定することによ
り、値洗処理の対象となる複数のポートフォリオに、種類の異なるポートフォリオが含ま
れていても、値洗処理を効率よく実行させることができる。
【００３９】
図１０は第二実施形態の金融情報処理システムにおいて複数のポートフォリオについて値
洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。あるディーラがディーラ端末２
０から複数のポートフォリオについて値洗処理を行う旨の指示を計算サーバ３０に送ると
、制御プロセス３１は、予め設けられたＣＰＵ稼働率の最大値に関するデータに基づいて
、同時に実行可能な計算プロセス３２の数を決定する（step41）。次に、制御プロセス３
１は、決定した数だけ計算プロセス３２を立ち上げ、各計算プロセス３２に値洗処理を並
列して実行させる（step42）。そして、値洗処理を実行している間（step43）、制御プロ
セス３１は、常時、ＣＰＵ稼働率をモニタして、ＣＰＵ稼働率が所定の範囲［Ｔa ，Ｔb 

］内に収まっているか否かを判断する（step44）。ＣＰＵ稼働率が所定の範囲［Ｔa ，Ｔ

b ］内に収まっていれば、そのまま各計算プロセス３２に値洗処理を実行させる（step42
）。一方、ＣＰＵ稼働率が所定の範囲［Ｔa ，Ｔb ］内に収まっていないと判断すると、
制御プロセス３１は、同時に実行させるべき計算プロセス３２の数を変更することを決定
し（step45）、その変更した数の計算プロセス３２に値洗処理を実行させる（step42）。
そして、制御プロセス３１が処理対象のすべてのポートフォリオについて値洗処理が終了
したと判断すると（step43）、図１０のフローから抜ける。
【００４０】
第二実施形態の金融情報処理システムでは、上記第一実施形態のものと同様に、複数の計
算プロセスに複数のポートフォリオについての値洗処理を並列して実行させることにより
、迅速な処理が可能であり、結果が出るまでの時間を大幅に短縮することができる。また
、第二実施形態の金融情報処理システムでは、マルチプロセスで値洗処理を実行させてい
る間に、制御プロセスが、ＣＰＵ稼働率が所定の範囲内に収まっているか否かを判断し、
それに応じて、計算プロセスの数を変更することにより、値洗処理の対象となる複数のポ
ートフォリオに種類の異なるポートフォリオが含まれている場合でも、値洗処理の効率を
向上させることができるので、より迅速な処理が可能である。
【００４１】
次に、本発明の第三実施形態である金融情報処理システムについて説明する。第三実施形
態の金融情報処理システムでは、同時に実行可能な計算プロセスの数を決定する方法が、
上記第一及び第二実施形態の方法と異なる。また、上記の第一実施形態では、値洗処理の
対象となる複数のポートフォリオが同じような種類のポートフォリオの集まりである場合
を考えていた。しかし、第三実施形態では、第二実施形態と同様に、値洗処理の対象とな
る複数のポートフォリオには、種類の異なるポートフォリオが含まれていてもよい。尚、
第三実施形態において第一実施形態のものと同一の機能を有するものには、同一の符号を
付すことにより、その詳細な説明を省略する。
【００４２】
第三実施形態の金融情報処理システムでは、データベース４０は、複数のポートフォリオ
を格納すると共に、ポートフォリオに対する値洗処理の特性を記した処理特性データを表
形式で格納している。図１１はポートフォリオの処理特性データの集まりである処理特性
テーブルを説明するための図である。かかる処理特性テーブルには、図１１に示すように
、ポートフォリオのＩＤと、ポートフォリオの種類と、ポートフォリオに対する値洗処理
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の実行中におけるＣＰＵ稼働率の最大値と、ポートフォリオに対する値洗処理に要する処
理時間と、ポートフォリオに含まれる約定データの件数とが記載される。ここで、ポート
フォリオの種類の欄には、例えば、このポートフォリオに含まれる約定データが、スワッ
プだけであるとか、スワップとスワップションとからなるとかが記載される。
【００４３】
尚、ポートフォリオの処理特性データを、予めすべてのポートフォリオに対して作成し、
データベース４０に記憶させておく必要はない。第三実施形態では、処理特性データが作
成されていないポートフォリオについては、後述するように、値洗処理要求が出され、実
際に値洗処理を実行する際に、処理特性データが作成される。
【００４４】
計算サーバ３０の制御プロセス３１は、ディーラ端末２０から複数のポートフォリオにつ
いて値洗処理を実行する旨の指示を受けたときに、その指示に対応したポートフォリオの
処理特性データのうち、データベース４０に記憶されているものを、計算サーバ３０の主
メモリ上に読み出す。そして、制御プロセス３１は、処理特性データがデータベース４０
に記憶されていないポートフォリオについては、一つの計算プロセス３２に値洗処理を個
別に実行させると共に、処理特性データを作成してデータベース４０に記憶させる。一方
、処理特性データがデータベース４０に記憶されているポートフォリオについては、制御
プロセス３１は、データベース４０から読み出した処理特性データに基づいて、同時に実
行可能な計算プロセス３２の数と、ポートフォリオの処理順番とを決定する。そして、そ
の決定した数だけ計算プロセス３２を立ち上げ、それらの計算プロセス３２に、その決定
した処理順番に従って値洗処理を並列して実行させる。
【００４５】
次に、計算プロセス３２の数とポートフォリオの処理順番との決定の仕方を具体的に説明
する。例えば、処理対象となる複数のポートフォリオのうち、二つのポートフォリオがス
ワップションを多数含むものであり、他のポートフォリオがスワップのみを含むものであ
るとする。ここで、スワップションを多数含むポートフォリオは、ＣＰＵ稼働率の最大値
が例えば４０～５０％であり、スワップのみを含むポートフォリオは、ＣＰＵ稼働率の最
大値が例えば２０～３０％である。この場合、制御プロセス３１は、最初に、二つの計算
プロセス３２を立ち上げ、その二つの計算プロセス３２に、スワップションを多数含むポ
ートフォリオについての値洗処理を同時に実行させる。次に、かかるスワップションを多
数含む二つのポートフォリオについての値洗処理が終了した後、もう一つの計算プロセス
３２を立ち上げ、合計三つの計算プロセス３２に、スワップのみを含むポートフォリオに
ついての値洗処理を同時に実行させる。このように、制御プロセス３１は、複数のポート
フォリオについての値洗処理が効率よく行われるように、計算プロセス３２の数とポート
フォリオの処理順番を決定する。
【００４６】
図１２は第三実施形態の金融情報処理システムにおいて複数のポートフォリオについて値
洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。あるディーラがディーラ端末２
０から複数のポートフォリオについて値洗処理を行う旨の指示を計算サーバ３０に送ると
、制御プロセス３１は、その指示に対応したポートフォリオについての処理特性データを
データベース４０から主メモリ上に読み出し、処理対象のポートフォリオのすべてについ
て処理特性データがデータベース４０に記憶されているか否かを判断する（step51）。処
理対象のすべてのポートフォリオについて処理特性データがあると判断すると、step54に
移行する。一方、処理特性データのないポートフォリオが少なくとも一つあると判断する
と、制御プロセス３１は、一つの計算プログラム３２を立ち上げ、その計算プログラム３
２に、その処理特性データがないポートフォリオについて個別に値洗処理を実行させる（
step52）。そして、制御プロセス３１は、かかる処理の際に、ＣＰＵ稼働率や処理時間等
をモニタし、そのポートフォリオについての処理特性データを新たに作成して、これをデ
ータベース４０に格納する（step53）。その後、step54に移行する。尚、処理対象のポー
トフォリオのすべてについて処理特性データがない場合には、step52の値洗処理によって
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結果がすべて得られているので、step54以下のステップに進むことなく、このstep53で処
理が終了する。
【００４７】
次に、step54では、制御プロセス３１は、step51の処理の際に読み出した処理特性データ
に基づいて、同時に実行可能な計算プロセス３２の数を決定すると共に、ポートフォリオ
の処理順番を例えば稼働率の大きい順に決定する（step54）。そして、制御プロセス３１
は、決定した数だけ計算プロセス３２を立ち上げ、各計算プロセス３２に、決定した処理
順番に従って、step51で読み出した処理特性データに対応するポートフォリオについて値
洗処理を並列して実行させる（step55）。
【００４８】
このように、新たなポートフォリオについては、処理特性データを作成するために、値洗
処理が個別に行われ、一方、すでに処理特性データが作成されているポートフォリオにつ
いては、マルチプロセスにより値洗処理が行われる。したがって、今回の処理対象となる
ポートフォリオのすべてが、これまでに少なくとも一回値洗処理が行われたポートフォリ
オであれば、今回の値洗処理では、step52及びstep53のステップを全く経由せずに、step
54のステップから処理が行われることになるので、処理時間が大幅に短縮する。
【００４９】
尚、ポートフォリオは常に同じであるわけではなく、将来、それに含まれる約定データの
件数が増加したり、それに伴って種類が変化することがある。かかる場合に対処するため
に、処理特性データを一定の期間毎に更新するようにしてもよい。
第三実施形態の金融情報処理システムでは、上記第一実施形態のものと同様に、複数の計
算プロセスに複数のポートフォリオについての値洗処理を並列して実行させることにより
、迅速な処理が可能であり、結果が出るまでの時間を大幅に短縮することができる。また
、第三実施形態の金融情報処理システムでは、ポートフォリオの処理特性データに基づい
て、同時に実行可能な計算プロセスの数とポートフォリオの処理順番とを決定することに
より、値洗処理の対象となる複数のポートフォリオに種類の異なるポートフォリオが含ま
れている場合でも、値洗処理の効率を向上させることができる。
【００５０】
尚、本発明は上記の各実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内において種
々の変形が可能である。
上記の各実施形態では、約定計算処理をマルチスレッドで行う場合について説明したが、
約定計算処理を必ずしもマルチスレッドで行う必要はない。但し、この場合は、当然のこ
とながら、マルチプロセスとマルチスレッドで値洗処理を行う場合に比べて処理時間が遅
くなる。
【００５１】
また、上記の各実施形態では、各計算サーバに、値洗処理を実行するＣＰＵを八個搭載し
た場合について説明したが、一般に、八個以外の任意の数のＣＰＵを各計算サーバに搭載
してもよい。極端な場合、各計算サーバは一つのＣＰＵを用いたものであってもよい。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る金融情報処理システムによれば、複数の計算プロセスに
複数のポートフォリオについての値洗処理を並列して実行させることにより、迅速な処理
が可能であり、結果が出るまでの時間を大幅に短縮することができる。このため、ディー
ラは、実際の市場の動きに連動させて、複数のポートフォリオについて一日に何度でも値
洗処理を行い、常に、最新のリスク状態を迅速に評価することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施形態である金融情報処理システムの全体的な構成を示す図であ
る。
【図２】その金融情報処理システムのうちディーラ端末と計算サーバを一台ずつ示した図
である。
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【図３】計算サーバ上における制御プロセスと計算プロセスとの関係を示した図である。
【図４】計算プロセスの動作を模式的に示した図である。
【図５】図４に示す入力側共有メモリ上に展開されている約定データのテーブルを示す図
である。
【図６】第一実施形態の金融情報処理システムにおいて複数のポートフォリオについて値
洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】一つの計算プロセスにおいて行われる処理の手順を示したフローチャートである
。
【図８】図７に示した処理手順の一部の処理手順を詳しく示したフローチャートである。
【図９】従来の処理方式、マルチスレッド処理方式及び本発明の処理方式のそれぞれで複
数のポートフォリオについての値洗処理を行ったときのＣＰＵ稼働率と処理時間との関係
を示す図である。
【図１０】第二実施形態の金融情報処理システムにおいて複数のポートフォリオについて
値洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】ポートフォリオの処理特性データの集まりである処理特性テーブルを説明する
ための図である。
【図１２】第三実施形態の金融情報処理システムにおいて複数のポートフォリオについて
値洗処理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　ネットワーク
２０　　ディーラ端末
２１　　クライアントアプリケーション
３０　　計算サーバ
３１　　制御プロセス
３２　　計算プロセス
３３　　スレッド
３４，３５　　ロック機構
３８　　入力側共有メモリ
３９　　出力側共有メモリ
４０　　データベース
５０　　ディスプレイ装置
６０　　キーボード
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