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危機とは、変化をもたらす一種のカタリスト（触媒）と言えます。 
2008 年の金融危機は「世界的同時不況（Great Recession) 」を
引き起こしました。その結果、景気後退に陥る前のピークである 
2008 年 4-6 月期（第 2 四半期）から 2009 年第1四半期に底打
ちするまでの間に、世界の全体で見ると実に2兆ドル以上もの経
済産出量が減少したのです。現在では、世界トップ1000の銀行
が持っている中核的自己資本（Tier1資本）の合計は10年前に比
べて 80% 増加 しています。大幅な規制強化と最新技術の採用
によって、現在の金融システムは、安全性と効率性を高めること
ができたからです。新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) のパ
ンデミック（世界的流行）は、この10年の進歩の真価を試す機会
となっただけでなく、資本市場で活動している企業には、最新技
術で実現可能になったビジネスモデルを試す場を提供し、さら
なる進化の引き金にもなりました。音声通信と電子通信に関して
言えば、金融機関は「ニューノーマル（新常態）」に対応するには
中長期的な戦略の再評価が必要あると認識し、リモートワークの
拡大やアジリティ（機敏性）とモビリティ（移動）の必要性の高まり
といった、新しいトレンドに対応しようとしてきました。 

幸いなことに、金融機関は戦略の変更に当たっては温存してい
る力を生かすことができます。透明性とデータの機密性に関する
世界的な規制強化の動きが刺激となって、先端技術を駆使した
多くのアプローチが生み出されており、デジタルトランスフォー
メーションへの取り組みがこれまでになく活発化しています。

各金融機関は音声通信の価値をさらに解き放つためにすでに
最先端技術を活用し始めています。 

新しいタイプのデー
タの出現、電子取引
の増加、そして新しい
通信手段の爆発的な
増加により、「市場の
声」がますます分断・
分裂して細分化され
ていくのを資本市場
関係者は目の当たり
にしてきました。 

市場情報はさまざまなチャネルで横断的に共有することが可能
です。今回の危機によって、モビリティ（移動できること）と高度な
データ共有オプションがもはや「あれば便利なもの」では済まさ
れないことが実証されました。その背景にあるのは、顧客期待の
大幅な高まりと、資本制約の厳格化によって、金融機関が利益率
と収益の圧迫にさらされ続けているという現実です。  

「セルサイド」の金融機関と合同で行った調査では、大手金融機
関は高度なテクノロジーとサブスクリプションベースのアプロー
チを採用して「ニューノーマル」で成功を収めていることが判明
しました。しかし、経営環境の非常に厳しい時代にあって、資本市
場業界は、コミュニケーション戦略を駆使して他社との協力を促
進し、コンプライアンスを徹底し、「市場の声」を確実に活用して
いかなければならないことを考えると、リスクは高いと言わざる
を得ません。

1月の時点では、リモートワークですべての業務を行えるかどうかは疑問でした。
でも、今では答えは間違いなく「Yes」です」

       - Robert Karofsky、 共同社長兼市場責任者、 UBS Investment Bank 、 
          “How Coronavirus turned the business of trading at banks on its head 

(コロナウイルスは銀行のトレーディング業務をいかに変化させたか) “, Financial Times、2020年5月

 

はじめに

“

 「ニューノーマル」の時代は歓迎すべきなのか?

コロナ前は、リモート・トレーディングは不可能だという声が圧倒的で、コロナ直後に売買量と市場ボラティリティ（変動率）が著しく上
昇（図表1を参照のこと）したにもかかわらず、パンデミックを引き金に世界各地で実施を余儀なくされた自宅からのトレーディング「実
験」では、多くの企業が通常のトレーディング業務を続けることに成功しました。

特に新型コロナが欧米に広まった初期においては、市場環境は確かに異常でした。ナスダック市場の出来高は2倍となり、同時に電子
債券取引を手がけるトレードウェブ（TradeWeb）とマーケットアクセス（MarketAxess）の1日当たり平均取引量は50%近く増加しまし
た。世界の株式市場は1月から20〜30%下落し、CBOE（シカゴオプション取引所）VIX（S&P500種株価指数のインプライド・ボラティリ
ティ指数）は2008年以来の高水準となりました。

https://www.thebanker.com/Comment-Profiles/Editor-s-Blog/China-s-banks-ever-stronger-in-Top-1000?utm_campaign=The%20Banker%20weekend%20engagement%20email%2012.7&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=
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米国取引所では相場急変時に売買を一時中断する措置（サーキット・ブレーカー）が3月中に4回も発動 されました。大半は取引開始後
数分以内でしたが、数秒以内に発動されたことも1度ありました。金融機関のクレジット・スプレッドは急上昇し、新規失業保険申請件
数も非常に短期間で前例のない数へと急増しています。コモディティも例外ではなく、原油（ブレント原油）価格が18年ぶりの安値を
記録しました。また米10年国債利回りは0.5%未満に急落しました（図表2参照）。

欧州システミックリスク評議会(ESRB) の調査によると、「パンデミック当初の資産価格の急激な下落は、一部の投資ファンドによる大
量の資金の引き上げや金融市場の流動性の悪化を伴った」ことが分かっています。状況が安定しているにもかかわらず、マクロ経済の
見通しが悪化した場合には、さらなる引き上げ圧力が発生する可能性があるとESRBは警告しました。 

市場の混乱はさらにしばらく続くと考えるべきかもしれません。これは、新しい働き方の登場も踏まえて、金融機関がコミュニケーショ
ン戦略を見直して、前例のない事態に常に備えるべきであることを意味します。自宅からのトレーディングでも、ハイブリッドなアプ
ローチ（在宅勤務とオフィスベースの業務の組み合わせ）のどちらであっても、音声チャネルと電子チャネルのシームレスな（切れ目の
ない）組み合わせでコラボレーション（自宅とオフィスの協力体制）をサポートする必要性は今後も続きます。トレーディングルームは
市場の声が聞こえてこない「孤島」であってはならないのです。

図表1：株式のボラティリティは、ロックダウン（都市封鎖）、経済活動の制限など、パンデミックへの直接的な影響に強く反応した

図表2：米10年国債利回りは過去最低水準に急落

グラフ1: VIX指数(1998年以降) グラフ2: VIX指数(2020年の年初来)

出所: “Is the Coronavirus Rocking the Foundations of Capital Markets(資本市場の基礎を揺るがすコロナウイルス)“, CFA Institute• (2020年6月)

2020年3月9日現在

米国10年国債利回り(単位: %)

出所: セントルイス連邦準備銀行、Deloitte

0.499%

https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202004154805/ wall-street-explores-changes-to-circuit-breakers-after-coronavirus-crash
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200514~bb1f96a327.en.html
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自宅からのトレーディングがテクノロジー面では順調に浸透する一方、コンプ
ライアンスも課題となっています。国や地域によって規制への対応はさまざ
まです。

コロナ危機の当初、米国の業界団体である米国証券業金融市場協会
(SIFMA) は、通信の監視および記録に関する規則の一定程度の免除または
緩和を規制当局に要請しました。

 

猶予措置は限定的

「金融機関は総収益の 
4~10% をコンプライア
ンスに費やしている」  
               -  レグテック評議会

「このパンデミックの悪影響は疑う余地もありませんが、イノベーションチームはむしろ明るい側
面に注目しています。多くの人々が思い描き、計画していたデジタルの未来への変化は、必ずしも
誰もが受け入れてきたわけではありません……。しかし、現在、規制当局を含むすべての関係者に
とって、デジタルコミュニケーションは最前線にある課題です」

-  Diana Biggs、プライベートバンキング部門イノベーション・グローバルヘッド、HSBC 

『How the Covid-crisis will change financial services（コロナ危機は金融サービスをどう変化させるのか）』2020年6月調査

ブローカーを監視する自主規制機関である金融取引業規制機構（FINRA）はこ
の要請に応じて、金融機関による代替の監視システム導入の必要性を認め、一
部の記録保存義務を一時的に免除して在宅トレードに道を開きました。FINRA
は、証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）と緊密に協力し
て、市場運営への影響を確認した上で、適切な指針を作成しました。英国の金
融行動監視機構（FCA）は、金融機関は「引き続き通話は常時録音する必要があ
る」ものの「録音の不可能な状況が起こり得ることを了承する」との声明を発表 
し、音声録音の義務を遵守できない場合には、問題点を報告し、未解決のリスク
を軽減する（例：モニタリングの強化や遡及分析を実施する）よう金融機関に求
めています。いずれの場合も、規制当局はほんの一時的な猶予措置しか許して
くれなかった、というのが市場の感覚です。 

もちろん、2008~2009年の世界金融危機後の規制圧力は、金融機関に最新技術の採用を促す主要な原動力となりました。このような
圧力は、コロナ禍が終息した後も業界に影響を与え続けることになりそうです。資本市場の規制問題を扱う非営利シンクタンク、レグ
テック評議会（RegTech Council）は、2009年から2012年にかけて、主要20カ国（G20）全域で5万件を超える規制が制定され、金融機
関はコンプライアンスに総収益の4〜10%を費やしていると推測しています。規制圧力が継続する中で、特に機械学習と自動化に関連
する最新技術によるコスト削減を金融機関は期待しています。

https://www.fca.org.uk/firms/information-firms-coronavirus-covid-19-response#market-trading-reporting
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金融機関は、今が規制を緩めるタイミングではないことを理解しています。CFAインスティテュートによる最近の調査では、市場参加
者の大多数が、投資運用会社による非倫理的行為のリスクがある以上、たとえ取引および流動性の促進 が目的だとしても、規制の緩
和は支持するべきではないと思っていることが判明しました（図表3）。
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わが家に優る所なし?

“

危機の深刻さが明らかになると、投資銀行とブローカーはほとんどのスタッフ
をリモートワークに切り替えました。しかし、オフィスまたは会社の事業継続セン
ターには数名のスタッフが残りました。たとえば、米連邦準備理事会（FRB）は、米
国国債の入札に参加する銀行に対し、指定された建物内の固定されたターミナ
ルから参加することを義務づけています。また、S&P株式先物などの巨額なポジシ
ョンを扱うトレーダーは、処理能力と信頼性が犠牲になってしまうという懸念が払
拭できずに、出社することを決断しています。「オンサイト（現場）」に残る従業員の
数は少なめで、たとえば英国の金融街カナリーワーフにあるバークレイズのロン
ドンオフィスでは、出勤していたのはわずか100人程度でした。  

J.P.モルガンやバークレイズなどの主要業者を含むほとんどの銀行が、しばらくの
間、柔軟な業務スタイルを維持する努力をすると述べていることも報道されてい
ます。ドイツ銀行本社のクリスティアン・ゼーヴィング最高経営責任者（CEO）は、
コロナ危機の教訓を生かし、オフィス面積を縮小してコストを削減する計画を立
てている、と述べています。

「今までの経験では、トレーディングチームの一部がリモートで、一部がオフィスにいると混乱が生
じます。オフィスにいる人たちに情報が集中するからです。しかし、全員がリモートワークとなった今、
私たちは全員でスムーズなプロセスを構築しました」

- Drew Miyawaki、グローバル・エクイティ・トレーディング部門長、リーガル&ジェネラル、 
“Trading From Home Amid COVID-19（コロナ禍における自宅からのトレーディング“, Global Trading,（2020年6月）

図表3：市場参加者は、今は行為規制を緩和すべきでない、非倫理的行為が発生する可能性が高い、と考えている
危機における金融サービス（バンキング、アセットマネジメント）の
規制について、以下の記述に同意する/しないを選択してください。

金融業界における財政難が一部の投資運用会社による非
倫理的な行動を誘発するリスクはどの程度ありますか？

   同意しない:1〜2      3      同意する:4〜5 

取引と流動性を促進
するために、市場で
の取引などに関する
規制は緩和されるべ

きである

規制当局と政策立案
者は、できるだけ早く
市場の活動を正常に
戻すことを目的とした

新しい規制の枠組みを
構築する必要がある

可能性は
低い（1〜2）

規制当局は余計な介
入をせず、市場の復元
は市場自体の復元力
に任せるべきである

半 （々3）規制当局は積極的な
役割を果たし、金融機
関と実現可能な解決

策について協議する必
要がある

可能性は
高い（4〜5）

スケール：まったくそう思わない：1 〜 強くそう思う：5

注：「分からない」は除外 スケール：可能性は低い 1、や
や可能性がある 2、半  々3、可
能性はある 4、非常に可能性
は高い 5、分からない

出所：『Is the Coronavirus Rocking the Foundations of the Capital Markets（コロナウイルスは資本市場の基盤を揺るがすか）』CFA Institute（2020年6月）

https://www.ft.com/content/8066154d-83c4-49a6-97d4-4c3c65684136
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新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、複数の金融機関がほぼ同時にオフィスを閉鎖することを余儀なくされるという、
資本市場がいまだかつて経験したことのないような出来事が現実のものとなりました。従業員全員が分散する状況下では、従業員間
のコラボレーション（協力）とコミュニケーション（意思疎通）の両方を包括的に支援するためのさまざまな追加的手法が採られてきま
した。トレーダーは、スタッフも顧客も非常に忍耐強かったと指摘しています。トレーダー、投資家、規制当局においては「市場の機能
に顕著な影響」があり、「物事の進展が少し遅くなった」という感覚があった、と報道されています。

「皆が新しい環境で新しいシステムを使用するという状況では、市場のボラティリティと相まって、
物事の進展が少し遅くなってしまいます」

- Martin O’Brien、グローバルトレーディング部門ディレクター、Eaton Vance

『Working from Home Feeds Market’s Woes in Little Ways that Add Up（リモートワークで蓄積する市場の苦悩）』
The New York Times（2020年7月）

ホームオフィスの環境をうまく整えることができた一方で、ト
レーダーたちは、その環境が決して会社のトレーディングルー
ムと同じだとは思っていないことも認めています。HSBCではト
レーダーの85%がリモートワークで仕事をしているとし、中には
物理的に皆が同じ場所で仕事するメリットを失ったことを残念
がるトレーダーもいます。HSBCのトレーダーの1人は「トレーデ
ィングルームにはあった『バズ（うわさ話し等）』が入ってこなく
なり、物足りない」と述べ、「市場の出来事やアイデアを議論する
ために同僚がそばにいない」ことが残念だと話しています。「オ
フィスで50〜60人が大声で立ったまま」で行っていた「すべての
会話、議論、ブレインストーミング」が失われたことに喪失感があ
るというトレーダーもいました。 

業界関係者からの反応によると、今後は在宅勤務とオフィス
ベースの業務のハイブリッド（組み合わせ）が定着する可能性が

高いと見られています。こうしたことを念頭に、資本市場におけ
る中長期的なコミュニケーション戦略では、次のことを検討する
必要があります。
• トレーディングルームの「バズ」を共有する
• オフィスとリモート間のモビリティ（移動）をサポートする
• 物理的な距離にとらわれないコラボレーション（協力）を生

み出す
• 多様な取引コミュニティとネットワークに対するオムニ（全）

チャネルへのアクセスを提供する
• ワークフローを自動化・統合して、スタッフが価値の高い活動

に集中できるようにする
• どこにいても法令に完全に準拠した環境を運用する
• リモートワーカーを孤立させない

 資本市場はネットワーク・プレーである
金融市場は、資産
所有者、資産運用
会社、ブローカー、
セールス、トレー
ダー、マーケット
メーク業者、注文執
行機関のネットワー
クで成り立っており、
データによって突き

動かされる、人とプラットフォームのコミュニティです。かつて、
金融市場への参入には高い障壁がありましたが、技術の進歩と
ともに市場は開放されました。しかし、その結果として、流動性の
細分化が促進される可能性も出てきました。通信ネットワークを
使って多様化したトレーディング・コミュニティに安心してアクセ
スできれば、この細分化に信頼できるソリューションが提供され
ることになります。 

これは、市場が混乱し、流動性がひっ迫している状況下では特に
重要です。トレーディング・コミュニティの構築には慎重な取り組
みが必要とされる環境下で、クラウド技術のおかげでアクセスの
簡略化が実現しました。クラウドの採用は、資本市場のビジネス
モデルを変えるカタリストとなったのです。コストが厳しく監視
される中、クラウドは、金融機関が期待する、コストを意識した最
新のサブスクリプションベースのビジネスモデルによるアジリテ
ィ（機敏性）とスケーラビリティ（規模の拡張性）を提供できるか
らです。

金融機関は、クラウド技術のオンデマンドによる従量課金モデル
を活用して、パンデミック下でイノベーションを起こすことができ
ました。この調査に参加している業界幹部は、クラウドがそれほど
普及していない数年前にパンデミックが発生していたら、業界は
苦戦していただろうと指摘しています。  

https://www.nytimes.com/2020/04/12/business/coronavirus-traders-work-from-home.html
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「（パンデミックへの対応）は、コアとなる技術がいかに重要かを示す好例でした……リモートワー
ク技術に正しく投資した企業は成長できることも分かりました。自動化を導入していない、時代に乗
り遅れた企業は技術面で苦戦を強いられ……さらに、働き方に対する私たちの姿勢も再構築され
たのです……最大の勝者はテクノロジーと企業文化の両立を目指した企業でした」 

- Irina Sonich-Bright、製品管理およびEMEA市場ストラクチャ部門長、クレディスイス
  『Trading From Home Amid COVID-19（コロナ禍における自宅からの取引）』GlobalTrading（2020年6月）

パンデミックが終息した後は、これらの細分化圧力はさらに強まり、「ネットワーク効果」を考慮した今後のコミュニケーション戦略の
必要性がさらに明確になるでしょう。流動性、価格発見、そしてコンプライアンスを遵守しながら柔軟な方法で人とデバイスを結びつ
ける適切なトレーディング・コミュニティを活用することが、かつてないほど重要になっています。

今後の展望：市場からの新たな声

主要セルサイド機関は、中長期的なトレーディング・コミュニケーション戦略にコロナ禍で学
んだ教訓を採り入れています。金融機関は、オフィスでも自宅でも、トレーディング・スタッフ
がチームのメンバーや取引相手先との間で、安全で信頼性が高く、コンプライアンスを遵守
したコミュニケーションを維持しなければなりません。流動性と取引ライフサイクルのワーク
フローの確保も欠かせません。どこで仕事をしていても、市場の声に耳を傾けることが必要
です。バンカーやトレーダーの多くは、今後も1週間のうち数日は自宅で仕事をしたいと回答
しています（図表4）。グローバルに事業展開している運用会社のグローバルトレーディング
部門長の1人は「これほどまでの変化を我々に要求する環境は、そう頻繁に現れるものでは
ない」とも述べています。

図表4：トレーダーは今後も自宅で働きたいと考えている

在宅勤務トレーダーの今後

いいえ
20%

15%

11%
54%

 はい、週に数日
 はい、毎日
 はい、週に半分程度

出所：Bloomberg News survey of 85 traders（85人のトレーダーに対するBloomberg News調査）（2020年6月）
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何台ものモニター画面の前で働いていた最前線のトレーダー
たちは、自宅では十分なスペースが確保できないために、ワー
クフローの合理化を余儀なくされました。複数のアプリケーショ
ンやウィンドウを開いたままにして仕事を進められるのは今や
贅沢なことなのです。同様に、ある作業を完了するためにプログ
ラムを手動で切り替える、たとえば、あるプログラムから別のプ
ログラムに情報をコピー＆ペーストするといった手間のかかる

作業は、広 と々したオフィスならともかく、ハードウエアやネット
ワーク接続が遅く、物理的なスペースの問題がある家庭環境下
では困難です。ウェブアプリケーションが普及する一方で、何年
にもわたる専有技術とレガシー技術の積み重ねによる「技術的
負債」（ソフトウエアやアプリケーション開発で先送りされてきた
修正作業を意味する俗語）も残っているのです。

希望の兆し

世界金融危機後のプレッシャー下における一筋の明るい光は、
資本市場におけるデジタルトランスフォーメーションが促進され
ているということ、そしてこのパンデミックが変革への促進剤に
なったということです。自動化、ワークフローの統合、アプリケー
ションの相互運用性をサポートする高度なテクノロジーと高度
なアプローチは、現在では広く利用されています。多くの金融機
関では、すでに基盤となるインフラが整い、ベンダーとの関係も
概ね確立されているため、新技術の迅速な導入が可能となって
います。

資本市場の参加者は、在宅勤務者に完全なオフィス体験を提供
するという新たな課題に立ち向わなくてはなりません。たとえば、
テキストベースの通信向けの高性能チャットボットや、さまざま
なシステム間でのデータ統合を強化するAPIは有益な先端技術
と言えるでしょう。さらに相互運用性があれば、仕事環境の生産
性は一段と高まるでしょう。

コストもスタッフのプレッシャーも高まり続ける状況にあって、自
動化も大きな焦点となっています。自動化は、以前には人員削減
の懸念を引き起こしましたが、経営資源がひっ迫する現代にあっ
ては、時間を有効利用できる技術として歓迎されています。在宅
勤務やリモートワークは新たなセキュリティ上の問題にさらされ
ているため、サイバー犯罪対策技術も注目されています。

プライベートクラウドまたはパブリッククラウドを介してネット
ワーク経由で提供されるサービスなど、クラウドで可能になった

「アズ・ア・サービス（XaaS）」（製品機能のサービス化）モデル
も、リモートワークを成功させる鍵となります。このモデルは、包
括的な注文入力・執行システムから、「サービスとしてのディク
テーション（Dictation-as-a-service）」（電話の音声などを自動的
に文書化するサービス）やブロッター製品といった、個別の再利
用可能な「サービス」まで、幅広いアプリケーションに導入されて
います。

このパンデミックで、トレーダーはこのような技術革新の一部を
目の当たりにしてきました。主要投資銀行の一部は、高度かつ専
門的な電話システム（「タレット」と呼ばれています）などの物理デ
バイスをトレーダーの自宅に送付する費用を負担しましたが、人
気を博したのは、時間・費用対効果の高いソフトウエアツールの
使用でした。後者は、高帯域幅ネットワーク接続への依存度が低
いため、WFHにより適しています。

同様に、一部の投資銀
行では、電話をかける
際にはいわゆるソフ
トフォン、あるいはソ
フトウエアベースのプ
ログラムの使用が増
加しました。たとえば、
ゴールドマン・サック
スは、オフィスへの電
話をソフトフォンに転
送して、クライアント
の利便を図りました。

IDおよびアクセス検
証の管理も、リモー
トでの業務のコラボ
レーションにおけるセキュリティ上の重要な検討事項です。用
いられるソリューションは、顧客サービス用の通話が規制に従
って確実に記録されるための、効率的で安全でコンプライアン
スを遵守したワークフローを提供する必要があります。最良の
ソリューションは、ワークフローを中断するのではなく、強化す
るソリューションです。業界トップクラスの金融機関は、生体認証

（ユーザーの顔、指紋などで識別する技術）を利用して、円滑な
ワークフローを目指しています。企業ネットワークへの安全なア
クセスを可能にする仮想プライベートネットワーク（VPN）の利
用も広まっています。このような高度なアプローチにより、顧客と
のやり取り、録音、文字起こしは安全に管理され、監査可能で、利
用しやすくなります。

在宅勤務のトレーダーは市場の「バズ」を体験できるように、
チームメンバー間で継続的にビデオ会議を開催できます。市場
やクライアントの感覚に関する非言語的な情報も共有されます。
さらに、音声・チャットツールを用いた社内およびクライアントと
のカジュアルなコミュニケーションについても、タイムスタンプ、
文字起こし、メタデータのタグ付け（参加者の識別など）、監査用
のダウンストリームアプリケーションとの統合などと組み合わせ
ることで、会社のコンプライアンスの監視下に落とし込むことが
可能となります。
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「ビッグブラザー」の脅威

ユーザー間の連
携をサポートす
るソリューショ
ンの展開と、ビッ
グブラザーで知
られる「強制監
視」の程よいバ
ランスというの
は存在します。
自宅での会話を
無差別に録音す

る、コンピュータの離席をログに記録する、「異常な音」を追跡し
てコンプライアンスアラートをトリガーするなど、急場しのぎで開
発されたツールは、プライバシー侵害の懸念があり、一部の金融
機関ではすでに「使用不適切」なものも報告されています。大手
の金融機関では、この状況で市場および規制に関する懸念を尊
重して専門の業界パートナーの協力をあおぐことの重要性を十
分に認識しています。

取引業務スタッフおよび顧客対応スタッフは、すでに厳重な監視
を受けています。業務上の電話、電子メール、ソーシャルメディア
への投稿を記録・分析することで、市場での不正行為や詐欺の防
止に焦点を当てた規制への準拠は確保されます。しかし、安全性
が低いかもしれない場所でスタッフが業務を行い、家族や友人な
どの部外者による中断や部外者との交流が頻繁にある場合には
どのように対処すればよいのでしょうか。これは難しい問題です。

ニューヨークを拠点とするのエンタープライズベンチャーキャピ
タルファンド、Work-BenchのJohn Leirは、ソリューション開発
者が「ニューノーマル」への移行を行う際の、次のような アドバ 
イス をしています。

• 真の問題点を把握するために注意深く観察する
• 展開をシンプルにして外部チームの関与の必要性を制限

する
• 自動化とオーケストレーションにより生産性を大幅に向上

させる

コミュニティとパートナーシップ

このホワイトペーパーにご協力いただい
た金融市場の最高執行責任者の方は、中
長期的には自社がすでに所有している技
術資産からより多くの価値を引き出すこ
とに焦点を当てるべきとし、危機的状況に
おいても、総所有コストは依然として重要
なポイントであると話しています。最近の
調査によると、従来ソリューションは「自社
で構築する」するのが当たり前だったの
に、ここにきて金融機関はソリューション
プロバイダーに「ニューノーマル」に移行
するための支援を求めています。すでに

関係を構築している組織とすでに存在するインフラを活用することで、総所有コストを削減
できるのです。

クライアントによる  
「ソフトタレット」

の選択は進む 
IPC Systems、資本市場を専
門とする通信・ネットワークソ
リューションのスペシャリスト

こういった関係をパートナーシップと呼びます。このホワイトペーパーを作成するために業界の参加者とディスカッションを行った結
果、一部のセルサイド企業はトレーダーの自宅に物理的デバイスや新しいブロードバンド接続を提供している一方で、プロビジョニ
ングやサポート、予算の問題というさまざまなロジスティクス面での課題にも悩まされていることが分かってきました。従来、プロバイ
ダーによる物理デバイスの提供は、大規模で地理的に分散した社内テクニカルサポートチームが存在する、Tier1資本を十分に蓄え
た銀行に限定されていました。

https://medium.com/work-bench/enterprise-startups-how-to-weather-the-storm-782b45e3e544
https://medium.com/work-bench/enterprise-startups-how-to-weather-the-storm-782b45e3e544
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調査によると、現在はクラウドに人気が高まっています。パンデ
ミック下において、自社製品のクラウドバージョンの記録的な売
上を報告するソリューションプロバイダーもあります。たとえば、
金融市場の通信・ネットワークソリューションスペシャリストの
IPC Systemsでは、コロナ危機直後の数か月で見積もり依頼と
販売の両方が40%増加し、WFHを実施するクライアントの2/3が

「ソフトタレット」を選択しています。

ソフトタレットは通常、ハイブリッドクラウドおよびプライベート
ネットワークテクノロジーを介してホームオフィスに導入される
ものです。

ソフトタレットの利点
• 物理的テクノロジーと同等に堅牢で生産的である
• ホームオフィス環境での運用に適している
• 拡張されたモビリティオプションを提供する

まとめ
目に見える市場の「バズ

（うわさ話）」はトレー
ダーにとって貴重な情
報源ですが、この「市場
の声」からメリットを得
るには、物理的なトレー
ディングルームに人員
を配置する必要があり
ます―いや、私たちはそ
う考えてきました。しか

しコロナ禍によって、業界は旧態依然の自己満足から目を覚まし、
リモート・トレーディングをサポートできる最新技術の存在に気づ
きました。今こそトレーディングの将来像を考える時です。ここでト
レーティングにおけるコミュニケーション戦略を再評価すること
から始めてみましょう。規制遵守は考慮すべき大切な事項です。パ
ンデミックが引き起こした市場の混乱は、しばらくの間影響を引き
ずると予想されますが、業界はまだ規制を緩めるタイミングでは
ないという点で意見の一致を見ています。金融機関は、会社施設
内のトレーディングルームとの共同作業を目指す在宅勤務につい
て、リモートワークの質が落ちないようにしながら、規制を確実に

遵守する方法を検討する必要があるでしょう。コミュニティとネッ
トワークのコラボレーションに重点をおいたオムニチャネル・アプ
ローチ（すべてコンプライアンスを完全に遵守する環境を備えた
もの）が最低要件になるはずです。

過去10年間、資本市場に参入する企業は、デジタルトランスフォー
メーションを受け入れながら、クラウド、自動化、AI（人工知能）な
どの最先端技術を採用してきました。トレーティングは進化し、今
ではさまざまな環境で実施されるようになっています。確かに、今
でもデスク越しに大声で話す人たちはいますが、彼らですら、コン
ピュータが自動化された市場モデルを動かす傍らで、チャットや
メッセージ、オンライン会議に参加しているのです。細分化され、
閉鎖的だったトレーディング・ネットワークはオープンなものにな
り、コミュニティの力は拡大しました。けれども、実際のトレーディ
ングルームはあまり変わらなかったのです。コミュニケーションこ
そトレーディングの中心となるべきものであるからこそ、今こそ、そ
のコミュニケーション戦略を再評価しなければならない時なので
す。トレーディングがいつ、どこで行われていようとも、私たちは常
に市場の新しい声に耳を傾け続けなければならないのですから。
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