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台湾先物取引所との覚書締結のご報告 

 

大阪証券取引所（OSE）と台湾先物取引所（TAIFEX）は，本日５月 30 日，当

所におきまして，両市場の運営における流動性，効率性等を向上させること，

公正かつ秩序ある市場機能を確保するために情報交換を行うこと等に関する覚

書の調印式を執り行い，当覚書を取り交わしましたことをご報告いたします。 

 

当件に関して，当所 取締役社長 米田道生は， 

「近年，世界の金融資本市場はグローバル化・一体化が急速に進んでおり，

当所と台湾先物取引所が双方の市場機能の向上を目的として協力関係の強化に

合意したことは，日本および台湾のデリバティブ市場のみならず,アジアと世界

の市場にとっても，誠に意義深いことです。今後，私共大阪証券取引所は，台

湾先物取引所と様々な機会を通じて，関係を深めていきたいと考えています。

そして，この協力が日本・台湾のみならず，アジア地域，そして世界の投資家

に資していくことを強く望みます。」と述べています。 

 

また，台湾先物取引所 王得山 会長は， 

「OSEとTAIFEXは株価指数商品開発においてよく似た経験を共有しておりま

す。またお互いの経験から得るべきものも多いだろうと考えております。この

覚書の締結は，誠意ある長期的な関係を構築する良いスタートであり，お互い

の市場の競争力を強めるものであると信じています。」と述べています。 

 

当所は，今後も投資家の皆様の利便性向上に資するため，様々な施策に取り

組んでまいります。 

 

以 上 
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OSE signed MOU with TAIFEX 
 

Osaka Securities Exchange Co., Ltd. (OSE) announces that Taiwan Futures 
Exchange (TAIFEX) and OSE have signed a Memorandum of Understanding (MOU). 
The objective of this MOU is to enhance the liquidity and efficiency of the markets 
operated by both parties and to establish procedures for information exchange between 
both parties in order to secure the fair and orderly market, etc. Mr. Der-Shang Wang, 
Chairman of TAIFEX and Mr. Michio Yoneda, the President & CEO of OSE attended 
the signing ceremony held at OSE.    
 

Mr. Michio Yoneda, the President & CEO of OSE said, “The financial capital market 
has been increasingly globalized and integrated. TAIFEX and OSE agreed to strengthen 
cooperation for further development of market functions both at TAIFEX and OSE. This 
is a significant development and meaningful not only for the Japanese and Taiwanese 
derivatives market, but also the Asian and worldwide markets. I believe OSE can 
develop the relationship with TAIFEX on further occasions, and hope our efforts will 
contribute to investors in Japan and Taiwan, as well as the whole Asian region and the 
world. ” 

 
Mr. Der-Shan Wang, the Chairman of TAIFEX, said: “The OSE and TAIFEX share 

similar experience in developing stock index products. Both OSE and TAIFEX should 
benefit from the experience of each other. I believe that the signing of the MOU will be 
a good start to pursue a cordial and long-term relationship, and strengthen the 
competitiveness of the respective markets.” 

 
OSE will continuously work on further development of the convenience for investors. 


