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　「市場は自由だ」という概念は単にここ20 ～ 30年程度の
認識であり、サブプライム・ローン問題を契機に市場は規制
されるべきだとの考え方が復帰しつつある。市場経済の合言
葉であったグローバリゼーションも、雇用喪失という点を軸に
逆回転を始めている。そして「資本の自由化」という金融界
にとって重要な要素にも、見直し機運が高まる可能性は高い
ように思える。国際主義と国民国家、理想主義と現実主義、
そして市場経済と民主主義といった幾つかの対立構造が、
そこに見え隠れしている。
　昨年末に英中銀が公表したレポートの中に、その前兆を読
むことも出来る。同中銀の3名のエコノミストの手になるその
報告書は、欧州など現在の金融市場を襲っている乱流は今
後数年間更に悪化する可能性があると指摘する。欧米市場
を揺るがしてきた不均衡問題は一向に解決せず、更に拡大
する方向に向かっているからだ。特に先進国とBRICsの資本
蓄積の差は拡大する一方であり、現在の資本市場のもとで
は不均衡が急速に拡大していくことは不可避かもしれない
と彼等は不気味な予言をする。
　理想化されたシナリオでは、新興国は蓄積した資本を自国
経済に投下して社会資本を充実させ、不均衡は徐々に改善
される。だが現実にはそうなりそうにないと執筆者のウィリア
ム・スペラー氏らは述べ、2050年までに対外資産の40％は
BRICsが占め、G7以外の諸国による資本投資はG7のそれを
2倍以上上回るという試算を提示している。その結果、不均
衡は世界のGDPの8％に達し、2008年の危機発生前のほぼ
2倍にまで拡大するという。
　こうした状況では何度も危機を繰り返すことになる。その
危機のレベルは2008年の比ではなくなるかもしれない。こう
した状況を防ぐには「新ブレトンウッズ」の構築が必要になる
が、今回の欧州問題を巡るG20の顛末を見ればそんな国際
協調体制を期待するのは難しそうだ。となればいずれ誰か
が資本規制を始めることになるだろう。それは英国かもしれ
ないし米国かもしれない。日本が欧米直輸入の市場主義的
呪縛から抜け出せないうちに、資本の自由化が逆流し始める
ことは想定しておくべきだろう。

　だが、問題は新興国と先進国の間の不均衡だけではない
かもしれない。確かに21世紀以降の米国を中心とする金融
的膨張の根源をなしていた一因は、中国など新興国の過剰
貯蓄の影響がある。バーナンキ議長が理事時代に世界の不
均衡拡大を「Global Saving Glut」に求めた説は人口に膾炙
して、金融危機を説明する有力な仮説になっている。だから
という訳でもないだろうが、BISの二人の研究者が2011年5
月に発表した別の仮説は、学界からも市場からも殆ど無視さ
れ、話題にもならなかったようだ。
　それは、クラウディオ・ボリオ氏とピティ・ディスヤタット氏の二
人の手になる「Global Imbalance and Financial Crisis : Link 
or No Link?」と題する小論である。内容をざっくり言えば、金融
危機を起こしたのは新興国の過剰貯蓄による不均衡拡大では
なく、大手銀行勘定によるクロスボーダー取引の急増に拠るも
のだという主張だ。米国の場合、欧州銀行による巨額のドル資
金借入とドル資産購入がバブルを生んだと彼等は述べる。
　つまり、米国内のシャドー・バンキングに欧州という別の
シャドー・バンキングが加わって米国内での資産バブルを引
き起こし、その変調の過程でドル調達に支障をきたした欧州
の銀行が資産を投げ売りするしか方法が無くなったのであ
り、実際のところ、中国のマネーが果たした役割はそれほど
大きくなかったと両氏は指摘する。せいぜい、米国債金利を
若干押し下げた程度である。バブルのエネルギーを生んだの
は、大手のいわゆる「銀行勘定」であったのだ。
　ユーロ圏危機はまさにその縮図だと言える。欧州内銀行が
無尽蔵にユーロ資金借り・ユーロ資産買いを繰り返し、銀行
勘定でPIIGS国債を積み上げたのだ。「Saving Glut」として
の貯蓄国ドイツの預金者がギリシアに投資した訳ではない
とプリンストン大学のヒュン・ソン・シン教授もこの説に同調
している。これは説得力のある論説だ。そこから出てくる処方
箋は、「銀行の海外資本取引抑制」である。投資銀行の「バラ
ンスシート・バブル」に次いで、商業銀行の「海外資産バブル」
もまた終焉を迎えたように見える。

　これは倉都康行が編集人を務める「世界潮流アップデート第424号」
（http://fkaleidoscope.blog11.fc2.com/）からの抜粋です。

世界潮流アップデート

銀行の「海外資産バブル」終焉
RPテック株式会社

代表取締役　倉都　康行

　ここ数十年間、世界経済は為替管理などの資本流出入の規制を徐々に緩和することでグローバリゼーションを進め、成
長率を高めてきた。即ち国境を超えるマネーの移動性を高めることは、成長を刺激する為の大きな要素であったと言える。
デリバティブズや証券化の技術はその流れを加速した。だがその資本規制緩和策が行き着いた先は、市場の乱流が実体
経済の混乱をもたらす悲劇であった。グローバリゼーションとともに、資本の自由化も転換点を迎えているように見える。
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ユーロ円LIBOR
6ヵ月金利先物の上場に向けて

株式会社東京金融取引所
市場部長　山下　伸一

■ ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物上場の狙い

　本取引所は、既に全国銀行協会が公表するユーロ円
TIBORの3ヵ月物金利を原資産とするユーロ円3ヵ月金利
先物（以下、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物と区別するた
めに、ユーロ円TIBOR3ヵ月金利先物という。）を上場して
いる。今般、多様化する投資家ニーズに応えるため、英国銀
行協会が公表するユーロ円LIBORの6ヵ月物金利を原資
産とするユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物を新たに上場する
こととした。
（1）円金利スワップマーケットに即したヘッジツールの提供
　円金利スワップマーケットでは、変動金利のマーケットコ
ンベンション（市場慣行）はユーロ円LIBOR6カ月金利であ
る。ユーロ円LIBOR6ヵ月金利を原資産とする金利先物を
利用すれば、イールドカーブリスクを精緻にヘッジすること
ができる。新商品は、特にスワップトレーダーにとって日々
のポジション管理に役立つ商品になることを目指している。
（2）信用リスクの排除とオペレーションリスクの軽減
　短期の金利リスクのヘッジツールとして、店頭取引では
FRA（Forward Rate Agreement金利先渡取引）やSPS
（Single Period Swap満期時の1回のみ固定金利と変動金
利が交換される先スタートスワップ）が利用されている。しか
しながら、これらの取引は相対取引であるため、取引相手の
与信管理に加え、取引毎の契約書管理等煩雑な事務管理
が必要になる。取引所取引であれば、カウンターパーティーリ
スクはなく、取引所の清算価格で建玉の時価評価もできる。
リスク管理等が容易になり、取引毎の契約書管理もない事
から、投資家の利便性向上に貢献できると考えている。
（3）裁定取引機会の提供

　日本銀行が1999年2月にゼロ金利政策を導入して以降、わが国では超低金利環境が10年超にわたり続いており、円
の短期金利についてはヘッジニーズ自体がなくなりつつある。しかしながら、このような金利環境下でも円金利スワッ
プの取引残高は増加していることから、円金利スワップのヘッジツールを市場に提供するべく、本取引所は、2012年1月
30日にユーロ円LIBOR6 ヵ月金利先物を上場することとした。以下、本商品上場の狙いや商品仕様等について説明致
したい。なお、本稿で意見にわたる部分は筆者の個人的見解である。

　新商品上場のシナジー効果として、ユーロ円TIBOR3ヵ
月金利先物との裁定取引を期待している。店頭市場におけ
るFRAやSPS、金利スワップとの間でも裁定取引が行われ
るだろう。新たな裁定取引機会を提供することによって、円
金利市場の活性化に寄与したい。

■ 上場までの経緯

　次に、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の上場経緯につい
て説明する。

（1）TIBORとLIBORの連動性低下
　 平 常 時 に は、+2 ～ +3bp程 度 の 差 で 円TIBOR>円
LIBORの関係を維持しながら連動して動いていた2つの
金利であるが、最近は連動性が低下している。
　2007年8月のパリバショックや2008年9月のリーマン
ショックにより欧米金融機関に対する信用不安が強まる
と、LIBORが上昇し、TIBOR－LIBORスプレッドが▲10
～▲20bps程度まで逆転（円TIBOR<円LIBOR）した。そ
の後、FRBによる量的緩和政策により信用不安が落ち着
きを見せると、LIBORは低下に転じ、TIBOR－LIBORス
プレッドは+10bps程度まで拡大している。（グラフ）

グラフ
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　このように、2つの金利の連動性が低下していることか
ら、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物に対する取引ニーズは
高まっていると考えている。

（2）6ヵ月金利先物について
　短期金利先物を上場している海外取引所の例では、原
資産は、通貨に関係なく3ヵ月金利とするのが一般的であ
る。異通貨間のベーシス取引を行う際の利便性を考慮する
と、LIBOR先物の原資産を、ユーロ円LIBOR3ヵ月金利と
することも検討したが、取引参加者へヒアリングをした結
果、円金利スワップのマーケットコンベンションに合わせて、
原資産はユーロ円LIBOR6カ月金利にすることとした。

■  ユーロ円TIBOR3ヵ月金利先物との　　　
関係について

　ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物を上場すると、「既存の
ユーロ円TIBOR3ヵ月金利先物はどうなるのか？」といった
見方があるかもしれないが、そのような心配は不要であろう。
　ユーロ円TIBOR金利は、国内金融機関による短期金利
貸出の基準金利として重要な位置づけを占めており、その
役割は今後も変わらないであろう。超低金利環境下では、
ヘッジの必要性そのものが低下しているが、金利が正常化
すれば、国内金融機関のALM部門等を中心にヘッジニー
ズが出てこよう。一方、ユーロ円LIBOR金利は、金利スワッ
プやFRA等デリバティブ取引における変動金利の指標と
して中心的な役割を担っている。TIBORとLIBORそれぞ
れの役割が異なることから、上手く棲み分けができると考
えている。
　また、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物は、1年超の中長期
金利を中心に取り扱うスワップトレーダーを主な取引参加者
と想定しているが、既存ユーロ円TIBOR3ヵ月金利先物で
は短期金利トレーダーが主な取引参加者である。対象とする
投資家が異なるため、両市場は十分併存できるとみている。
　むしろ、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物を上場すること
により、ユーロ円TIBOR3ヵ月金利先物との裁定取引や、
TIBOR－LIBORスプレッドのリスクをヘッジするための
新たな取 引フローも期 待できることから、ユーロ円
LIBOR6ヵ月金利先物上場はユーロ円TIBOR3ヵ月金利
先物の流動性にプラスに働くであろう。

■ ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の特徴

（1）ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の商品仕様
　ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の商品仕様について、以
下説明する。ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の呼び値単位
は0.0025%（0.25ティック）としている。最小呼び値単位を
0.25ティックにすることにより、店頭取引と同等のきめ細か
い取引が可能となり、投資家の利便性が向上すると期待し
ている。
　最終決済価格は、英国銀行協会が各限月の第3水曜日

のロンドンの2銀行営業日前に公表する期間6ヵ月のユーロ
円LIBORの小数点以下第4位未満を四捨五入したものを
100から差し引いた数値とする。原資産が英国銀行協会の
公表する金利であるため、取引最終日や取引最終日の取
引時間についてはロンドンの営業日や時間等を考慮して決
定される。

（3）値付取引参加者制度（マーケットメイカー制度）の導入
　中長期金利中心に取引されている円金利スワップのヘッ
ジツールを提供するという目標を実現するには、いかにして
期先限月に流動性を確保するかが、本商品上場の成功を左
右すると考えている。市場参加者からも、「期先に流動性が
つけば是非取引したい」との意見を多数いただいている。
　本取引所は、上場当初から一定以上の流動性を確保す
るために、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物に値付取引参加
者制度を導入する。円金利スワップ市場の主要金融機関の
中から本取引所の指定した値付取引参加者が上場初日か
ら参加する予定である。

■ 最後に

　日本だけでなく、欧米諸国でも低金利政策が行われて
いるものの、欧米の短期金利先物市場では活発に取引が
行われている。ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物が、投資家
ニーズを満たし、金利スワップのヘッジ手段として、また
FRAやSPSの代替取引手段として取引され、東京市場の
活性化に繋がることを期待している。
　市場ニーズに合致した商品を開発、上場することが取引
所の使命である。金融取は、今後も「金融デリバティブの総
合取引所」として、日本の金融市場の発展に向けた取り組
みを続けていく。

　本稿の内容には正確を期すように最大限の努力を払いましたが、
当該内容について何らかの齟齬があった場合には、金融取の公式規
則が優先されます。
　本稿は、解説を目的としたものであり、広告または投資や運用等の
助言を行なうものではありません。また、本稿記載の内容に関し、将
来予告なしに変更する事があります。
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CCP（中央清算機関）の利点と限界
金融アナリスト　糸田　真吾

■ CCPの利点

　CCPの主な利点として、以下では、（1）カウンターパー
ティー・リスクの軽減と（2）市場の透明性の向上の二点を
指摘しておきたい。

（1）カウンターパーティー・リスクの軽減
　CCPの最大の存在意義は、OTCデリバティブ市場に存
在するカウンターパーティー・リスクを軽減することにある。
CCPは取引の時価に見合った担保の拠出をCCP参加者
に義務付け、時価がネガティブ（含み損）となっているCCP
参加者が破綻した場合でも、担保などから損失分を回収
し、CCP自身や他のCCP参加者に極力損失が及ばないよ
うに設計されている。バーゼル規制においても、CCPを経
由した取引ではカウンターパーティー・リスクが軽減される
との考えから、CCPを経由しない取引よりも低い資本賦課
が設定される方向となっている。もっとも、CCPを経由しな
い取引についても、システミックなインプリケーションが意
識される大手ディーラー間の取引の大半は、既に厳格な担
保契約の対象となっていることから、市場にCCPを導入す
る追加的なメリットは然程大きくはないとの考え方もある
だろう。実際、最大手のディーラーであったリーマン・ブラ
ザーズが破綻した際にも、担保契約による信用補完効果も
あって、他の大手ディーラーが連鎖的に格下げされるといっ
た負の波及効果は観察されていない。相対の取引モデル
において担保を提供しない当事者は、典型的には政府・
政府系機関や事業法人などとされるが、適格担保を確保す
る経済的・事務的な負担の大きさなどを背景に、こうした
主体の多くは将来的にもCCPに参加するとは考えにくく、
CCPの利用拡大が取引の担保化を促進しているとは必ず

　2007年～ 2008年の金融危機以降、2009年のピッツバーグ・サミットにおけるG20合意を経て、OTCデリバティブ市
場に中央清算機関（CCP）を導入する動きが広がっているのは周知の通りである。CCPにはメリットとデメリットが存在
し、これを利用する際には潜在的なリスクや限界を認識することが不可欠であるが、CCPを万能な存在とみなして、「取
引を相対のままでブッキングしては危険、CCPを経由してブッキングすれば安全」という極端な二元論が聞かれること
も少なくない。本稿では、すでに議論されている基本的な部分を含めて、CCPの有用性を改めて検証してみたい。

しも言えないだろう。

（2）市場の透明性の向上
　また、CCPは規制当局が市場の全体像や特定の当事者
のリスク量を把握したり、相場操縦やインサイダー取引など
の不公正取引を監視する上で、有用な情報を提供すると考
えられている。CCPには、売り買い／払い受けが相殺され
る関係にあるポジションを同時に解約（コンプレッション）
して、当事者のネットベースでのリスク・ポジションを変える
ことなく、グロスベースでの取引残高を圧縮し、当局による
モニタリングの効率を高めることも期待される。もっとも、
相対の取引モデルにおいても、取引情報蓄積機関（Trade 
Repository：TR）が市場情報を一元化して当局に提供す
る役割を果たしていることに加えて、コンプレッションは
CCPの外部でも活発に行なわれていることには留意が必
要であろう。TRは原則として商品ごとに1つ存在するのに
対して、世界中に点在しているCCPの数はさらに増加する
傾向にあり、CCPが提供する情報のみによって当局が市場
の全体像を把握することは必ずしも容易ではない。

■ CCPの限界

　これに対して、CCPの限界として以下では、（1）ネッティン
グ効果が低減する問題、（2）ポジションの再構築に関連す
る問題、（3）ガバナンスの問題の三点を指摘しておきたい。

（1）ネッティング効果が低減する問題
　OTCデリバティブ市場では、取引の当事者が破綻した
場合、各取引相手との間に存在するすべての取引の時価
を合算して債権・債務額を確定すること（ネッティング／一
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括清算）が市場慣行となっている。担保契約の存在を考慮
しない単純な例を挙げれば、破綻当事者との間の取引に
おいて、CDSで100の含み益が、金利スワップで80の含み
損がそれぞれ存在する場合、ネッティングによって債権額

（＝潜在的な損失額）は20（100-80）となるが、ネッティング
しない場合は、含み損に相当する80を破綻当事者に支
払った上で、債権額として100が残る。ここでは、ネッティン
グの対象となる取引が多いほどネッティング効果は高まり、
カウンターパーティー・リスクは低下すると考えられるが、
一部の取引だけを切り離してCCPに載せると、その分だけ
ネッティングのメリットは小さくなる。前述の例で、金利ス
ワップだけをCCPの対象とすれば、取引相手が破綻した場
合、CDSの含み益である100が債権額となり、潜在的な損
失が増加する。また、商品や地域ごとにばらばらにCCPを
作ると、担保実務の事務負担が高まるのみならず、ネッティ
ング効果はさらに低減することになる。

（2）ポジションの再構築に関連する問題
　CCP参加者が破綻した場合、CCPと破綻当事者との間
の取引は早期終了となる。原則として自らは市場ポジション
をとらないCCPは、リスク・ポジションを再び中立化するた
めに、消滅した破綻当事者との取引に相当するポジション
を市場などで再構築する。ここでは、元の取引と再構築取
引の現在価値の差がCCP参加者の破綻に伴うCCPにとっ
ての損益となり、これが損失の場合には、破綻当事者が拠
出した担保を損失に充当することになっているが、再構築
時の市場環境が著しく混乱し、想定の範囲内の価格やタイ
ミングでポジションを再構築できなかった場合、手元の担
保だけでは損失をカバーできずに、他のCCP参加者が損
失負担を強いられる可能性が残る。CCPを介した取引モデ
ルにおいても相対の取引モデルにおいても、再構築時の損
失を最小限に抑えるために、平時のリスク管理やポジショ
ン再構築の巧拙が極めて重要であるが、CCPのリスク管理
能力が単一のディーラーよりも優れているとは限らない。
CCPでは、参加者から構成されるリスク管理委員会によっ
てさまざまな意思決定がなされるが、危機に際して“船頭
多くして船山に登る”といった状況も懸念される。
　このようなリスクを軽減するため、（a）参加者の破綻とい
う事態が生じないようにCCPの参加要件は一般的には厳
格であり、（b）ポジションの再構築がスムーズに行なえるよう
に、CCPで扱う取引の選定においても厳しい基準が設け
られている。（a）に関連して、CCP参加者の破綻リスクを回
避するために（格付けや財務基準などの）参加要件を過度
に厳格にすれば、新規参加者の参入障壁が高くなることに
加えて、既存のCCP参加者が（格下げなどに起因して）資
格を喪失して、CCPに当該参加者に関連するポジションを
再構築する必要性が生じる可能性が高まる。また、（b）に関
連して、CCPは円滑な再構築作業の障害となるような流動

性の低い取引を対象外としているが、その結果、市場全体
でみるとリスク管理の難易度が低いシンプルな取引のみが
CCPの対象となり、難易度が高い取引は従来どおりCCP
の外に残ることになる。OTCデリバティブの業界団体であ
るISDAによる調査（OTC Derivatives Market Analysis 
June 30,2011）によると、CCPの利用は金利スワップでは
全体の50％程度、CDSでは全体の10％程度にとどまるが、
参加者や対象取引の要件が厳格である以上、中長期的に
もCCPが市場取引の大半をカバーするような状況になる
とは想定しづらい。CDSに関しては、インデックス取引につ
いては相応の流動性が期待できるものの、個別銘柄を参
照する取引については、日本市場はもとより欧米市場にお
いても、CCPが余裕を持ってリスク管理できるほど流動性
の高い取引は多くは存在しない。

（3）ガバナンスの問題
　CCPは公的な主体ではなく、「CCP間の競争を促す」と
いった規制当局のコメントに象徴されるように営利を追求
する民間の主体であるが、破綻時の影響の大きさを考える
と、事実上破綻は容認されず、“Too Big To Fail”、”Too 
Important To Fail”、”Too Complicated To Fail”といっ
た存在と位置付けられる。このため、仮に問題が生じても
当局による救済が期待できることから、CCPには、ビジネス
を拡大するために、参加者や対象取引のハードルを下げる
インセンティブが働きやすい。サブプライム危機や金融危
機において、似たようなインセンティブを持って問題となっ
た主体を数多く目にしてきたが、大きなモラルハザード的な
存在が新たに作られていると言っては言いすぎだろうか。
いずれにしても、CCPには、公的な側面と民間としての側
面が矛盾することなく並存するような組織体系が強く求め
られる。

　銀行や証券会社などユーザーの声を聞いていると、CCP
の利用には積極的な意見と消極的な意見が並存している
印象を受ける。大手ディーラーの立場では、CCPとの取引に
は社内でも潤沢なクレジット・ラインが設定され、また、バー
ゼル規制上のメリットも享受できるという意味では、CCP
の活用を積極化させるインセンティブはあるが、CCPを利用
したオペレーション・モデルがどの程度優れているかとい
う点では、意見が分かれているようだ。現時点では、CCP
の導入を推進するという大きな流れは不変と思われるが、
メリットとデメリットを冷静に天秤にかけることも必要であ
ろう。

著者略歴：JPモルガンやUBSなどの欧米大手金融機関および日本
銀行で、クレジット商品の営業、組成、調査などを担当。現
在、フリーランスの立場で、金融翻訳や金融コンサルティン
グを中心に活動中。
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ビッグデータなどの活用による
マーケットデータ分析の高度化 日本ヒューレット・パッカード株式会社

エンタープライズビジネス営業統括
金融ビジネス企画部　部長　三身　徳人

■ 取引所環境の変化とシステムの進化

　取引所を取り巻く環境はこの数年で大きく変わりまし
た。取引所間のグローバルな統合・アライアンス、ダーク
プールなどのATS（Alternative Trading System）の台頭、
取引商品・メニューの拡充、コロケーション環境・アクセス
ポイントの提供などが行われてきましたが、同時に最先端
のテクノロジーを活用したトレーディングシステムの開発、
マーケットデータソリューションの提供などを進め、現在で
は取引所はローレイテンシーなシステムソリューションプロ
バイダーとしての一面も持っています。
　取引所のローレイテンシー化がさらに進んでいます。昨年
の8月に新システムに移行したシンガポール取引所では、
マッチングスピードが90マイクロ秒以下という世界最速レ
ベルのレイテンシーを実現しています。このような取引所で
は最新のLinuxサーバーに高速なネットワークのインフィニ
バンドや半導体ストレージなどを組み合わせて活用してい
ます。取引所ではグローバルなネットワークも展開し、東京
をはじめとした主要拠点にアクセスポイントの設置も進め
ており、世界各地から取引所のコロケーションサイトに置か
れたHFT（High Frequency Trading）システムを利用して
アルゴリズミックトレーディングなどの自動発注トレーディン
グが可能になります。

■  新しいトレーディング環境での　　　　　
マーケットデータの重要性

 
　こういったローレイテンシーな環境でのトレーディングで
はマーケットデータの利用が重要になってきます。アルゴリ
ズミックシステムなどへのローレイテンシーなマーケット
データの提供が必要になり、トムソン・ロイターの提供する
メッセージングシステムであるRMDSでは、2003年にHP、ロ

  グローバルな経済は複雑で大きな変革の途上にあります。金融機関にとってはこの変革への柔軟、かつ素早い対応
が必要となってきており、市場系においては最新のテクノロジーをいかに先行して活用するかが一つの大きな課題と
なっています。このような状況の中でビッグデータなどの利用によるマーケットデータ分析の高度化も実施していく必要
があります。

イター、レッドハット、インテルの4社でUNIXからLinuxへ
のポーティングを実施し、多くの金融機関がLinuxへの移
行をしてパフォーマンスの大幅な向上を図っています。イン
フィニバンドなどによるネットワークレイテンシーの低下も
行われ、さらにパフォーマンスの改善をする例もでてきてい
ます。CEP（Complex Event Processing）などのエンジン
のスピードを上げてもそこで利用するマーケットデータの供
給が遅れれば、結果として高速な発注処理ができなくなる
ためです。
　また、アルゴリズミックトレーディングなどではマーケット
データの分析も重要になってきています。直近のマーケット
データはインメモリーデータベースやデータグリッド上に置か
れ、アルゴリズミックトレーディングの手法開発や発注取引
の不正検知、またスプレッド・流動性・取引コストなどの分
析に用いられます。ハイエンドのサーバーでは数テラバイト
のメモリーが搭載できるため比較的多くのマーケットデータ
へ高速にアクセスが可能となり、このようなシステムの導入
が進みました。一方でウォールストリートのマーケットデータ
量をみると、2006年あたりから急増し、1日あたりのデータ
量では、エクィティだけでも0.5テラバイト程度、デリバティブ
まで含めると1テラバイトを超えるまでになってきています。
このため、長期間の時系列データを使ってのバックテスティ
ングを行うためには数100テラバイトからペタバイトのデー
タを扱える新たなシステムの導入の必要がありました。そこ
で利用され始めるのがビッグデータです。

■  マーケットデータにおけるビッグデータの活用
　ビッグデータという言葉は幅広い意味につかわれるので
定義が難しいのですが、従来のシステムでは取り扱うこと
ができなかった膨大なデータ量を利用できるシステムが登
場するようになり、またそのようなシステムが投資可能な範
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囲に入ってきたといえるのかもしれません。また、利用でき
る情報源がソーシャルメディア、センサー、GPSなどと多様
化してきており、フォーマットも構造化データ、 非構造化
データとさまざまです。これらのデータを利用して、競合他
社が行っていない分析を先行して行い、競合優位性を確保
しようということになります。このようは大量データを利用
して分析する企業は全世界では500社以上にも及び、ペタ
バイトクラスのデータを持つ企業もあります。
　金融機関でも欧米の銀行、証券会社がビッグデータ関
連のシステム導入を始めており、このような従来できなかっ
た分析を始めています。適応する業務としては、マーケット
データの時系列データ分析や為替・クレジットカードデー
タの不正検知、融資プロセスの分析などがあげられますが
今後より多くの分野での利用が検討されていくでしょう。

　ビッグデータでは構造化データ、非構造化データといっ
たフォーマットに合わせたシステムの導入も必要です。マー
ケットデータの利用に関しては、構造化データの大量保管
と高いレスポンスでの分析機能が必要なためカラム型デー
タベースの利用が広まってきています。カラム型データベー
スでは必要な項目のデータのみ検索を行うため高速な処
理が行えます。例えば、GMの株価データの推移を見たい場
合には、企業コード、株価、日付の3カラムのみで検索を実
行しますので高速に処理を行うことができます。ある大手
金融機関の時系列マーケットデータベースの導入時のパ
フォーマンス比較では、従来のRDBで37分かかったもの
が、カラム型データベース製品の代表格であるVerticaを利
用した場合、わずか9秒で実行することができ、約270倍速
い検索スピードで利用できることが分かりました。この結
果、1日に分析可能なレポート数も30から1,000へ増やすこ
とができ、約33倍多くのレポート分析が可能になりました。
また、マーケットデータの時系列データベースへの反映も
RDBの場合は翌日であったのに対し、Verticaでは約1分後
に行え、リアルタイムに近い分析も可能となります。
　また、このような時系列マーケットデータベースの構築が
できれば、長期間のデータを使ってのバックテスティングも

行うことができます。バックテスティングではリスク管理や
アルゴリズミックトレーディングなどの手法分析を行うこと
ができ、収益の増大と同時にリスク管理やコンプライアンス
への対応を高度化することができます。ある金融機関では
このように容易かつ素早く分析レポートの作成が可能に
なったため、SEC（米国証券取引委員会）へのコンプライア
ンス対応費用も年間100万ドル以上の削減ができたとして
います。

■ 散在した非構造化データを利用しての分析
　85％にも及ぶ散在した非構造化データの効率的な管理、
活用も必要です。今後重要になる非構造化データに対して
は、Hadoopと大規模分散データ処理システムのHBaseの
適応ができます。HBaseをHadoop分散ファイルシステム

（HDFS）上に構築して利用するわけです。このような環境
を利用して市場系の分野では、チャット、SNS、ニュース、プ
レスリリースなどのテキストデータを時系列マーケットデー
タと一緒に見ることにより、どのようなワードに対してどの
ように株価の変動が発生するかを時間の経過に従って分
析することもできます。従来分析することができなかった株
価の変動要因をビッグデータの活用によって実現できるよ
うになります。このような分析には金融業務を理解した統
計解析のコンサルタントも重要になってきます。
　企業内、あるいは外部に散在するデータベース化してい
ない業務に必要な情報を収集して分析、レポートに活用す
ることも必要です。このような業務にデータを自動的に集
約、体系化するソリューションとしてAutonomyという製品も
多く利用されています。電子メール、文章といった非構造化
データ、XML、音声・メディアといったさまざまなフォーマッ
トを取り扱うことができます。大手金融機関の多くではこ
の製品を利用してリスク管理やコンプライアンスに対応し
ています。SECへのコンプライアンスでもこの製品が活用
され、処理プロセスを大きく改善し、短時間で的確なレポー
トの提供が実現しています。

■ ビッグデータの導入にあたって
　ビッグデータの利用に関しては新しい分野であり、構造
化データ、非構造化データを含めたデータ管理体系を今後
どのように構築し、また活用して競合差別化を図っていく
のかを検討する必要があります。利用目的に応じてどのよう
なデータが必要なのか、またそのデータをどのように入手し
ていくのか、どのデータをどのような手法で蓄積していくの
かなど業務に沿ったシステムコンサルティングを実施する
必要があります。
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ドッド・フランク法は本当に施行されるのか?
～2011年末予定も再延期～

■ 施行は再延期
　2008年9月のリーマン・ショック再発防止を目指し、2010
年7月に成立した金融規制改革法（通称ドッド・フランク
法）は、2011年7月までに詳細の規則が制定される予定
だったが泫、期限は12月へと延期され、更に再度2012年7月
に延期された。同法は800ページ以上にものぼり、ここから
20以上の省庁をまたがる総数400程度の規則を制定する
ことになっているが、2011年12月時点で規則が正式に制定
されたものは70強でしかない。150以上が規則案は出され
たものの論議が収束しておらず、その他150はまだ規則案
の提案に至っていない。
　ドッド・フランク法の中でも注目が高い「銀行の自己勘
定取引を禁止する」ことを求めたボルカー・ルールは、2011
年10月に規則案が公表され、1月13日までの公聴期間を経
て2012年7月からの実施を目指している。ボルカー・ルール
が明確になることは、その他の関連規則の決定促進に大き
な影響を与えると思われる。
　ただ、300ページ近くに及んだ同規則案も厳しい評価に
さらされている。銀行や証券業の業界団体は「この規則案
では、経済や市場、顧客サービスの低下を招く」との立場を
表明、業界の声を取りまとめるために更なる時間が必要だ
として公聴期間の延長要望を提出した。議員や識者からも

「不透明であいまい」「省庁間の協力関係の欠如」「規則案
を簡潔なものにいちから作り直すべきだ」などの声が巻き
起こっている。

■ 2010年の中間選挙で流れが変わった
　ドッド・フランク法の施行が遅れている原因は、カバーさ
れる範囲が膨大であることも一因だが、法律が成立した
4 ヶ月後の中間選挙で共和党が下院の過半数を制してね
じれ国会となったことも大きいと思われる。同法を取りまと

　リーマン・ショックの再発防止を目指して成立した金融規制改革法ですが、2011年7月の施行期限は2度延長され、
現在予定されている本年7月の施行を危ぶむ見方も出ています。その背景には、同法成立後の中間選挙でねじれ国会に
なったことがあると思われ、今後の法案施行論議には大統領選の影響も出てくるのではないかと考えられています。

めた下院金融委員会のバーニー・フランク委員長（民主党）
は共和党のスペンサー・バッカス議員と委員長職を交代し
たが、バッカス氏は中間選挙の二日後には「ボルカー・ルー
ルが米国の競争力を
そがないかどうかを
精査する必要がある」
との書簡をガイトナー
財務長官に提出して
いる。
　その後2011年全般を通じて、金融業界のロビー活動は
近年になく活発化してきた。規制当局が規則案を作成する
段階でのヒアリングや規則案公表後の公聴期間でも、金
融業界はビジネスの活力を維持できるよう様々な要望を提
出している。米国が経済の停滞から脱出できていないこと
も、ドッド・フランク法が金融ビジネスに過大な負担となら
ないような配慮を求める声を後押ししている。

■ 2012年は大統領選挙の年

　二度の延期が行なわれたドッド・フランク法の施行だが、
現在の目標である2012年7月の期限はどうだろう。米国の
報道では更なる延期もありうるとの観測も多く、経済状況
や失業率の劇的な好転も望みづらい中、その可能性も十分
あると思われる。
　再度の延期が行なわれた場合、2012年11月の大統領選
挙を跨いでしまう可能性が高い。その場合、大統領に共和
党候補が選出されたり、オバマ大統領は再選されても上下
両院で共和党が過半数を占めた場合、ドッド・フランク法
そのものが改正されるとの見方もある。
　2012年にずれ込んだドッド・フランク法の施行はますま
す混迷を深めているようだ。「ボルカー・ルール案の論議」

「大統領選挙戦」「金融機関を取り巻くビジネス環境」など
が同法の行方に大きな影響をあたえるように思われる。

鈴木　奏、 President & CEO
(http://www.ss-ny.com)

泫米国ではまず大枠を定める法律が成立し、その後に法律に基づい
た細則を制定する手順を取るのが一般的となっている。
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高品質なデータ提供で金融
ビジネスの効率化を支援
―データで新たな価値を創造するSIX テレクルス―

グローバルに活動を展開する大手情報ベンダーである当社は、世界24 ヶ所の事務所で約1400人が勤務し、
市場シェアは欧州でトップ3の一角を占めています。取引所、市場参加者、業界団体など情報ソースは1100
に上り、850万の広範な証券データベースを構築・維持しています。ユーザーでもあるスイスの銀行が幅広く
株主となっているため、顧客ニーズの理解や製品への反映面で大きな力となっていますし、経営の安定ももたら
しています。また、母国市場の規模が限られていますので、世界各地の市場に合わせたサービス提供もスイス
企業ならではの特徴で、日本仕様の製品開発に力を入れています。

コーポレートアクション情報分野で最優秀賞（IMD社選定）を2010年、11年と連続受賞しました。公正価値
評価に関しては、広いカバレッジと透明性が高い独自手法を開発・保有しています。さらに、素データに加え
て顧客ニーズに対応した加工情報の提供に積極的に取り組んでいます。当社の証券コードValorは、パブリッ
クドメインとして公開し、国際標準化にも貢献しています。

取引所データは自動的に取り込みますが、検証が必要なデータは、分析してから手動入力しています。当社が
強みを持つコーポレートアクションのデータに関しては、第三者から購入せずに自ら収集し、データ専門のアナ
リストが内容を把握・確認して提供しています。

1989年に事務所を開設し、現在では、投信投資顧問、信託、年金などバイサイトを中心に約120社のコア
となる顧客がいます。NAV(純資産価値)計算をサポートするFinselectやコーポレートアクションデータに加
え、今年はセルサイド向けのリアルタイムデータの販売やウエブサイト構築ソリューションの提供も始めました。
顧客サポートを重視し、当社情報をベースにしたカスタマイズ・サービスの事業開発にも取り組んでいます。

データ管理は、金融機関にとって、事務効率向上のために極めて重要です。タイムリーで質の高いデータを利
用出来ないと、余計な処理という非効率を発生させる主たる要因になります。債券と派生商品のように異なる
金融商品間の相互依存関係も、カウンターパーティリスクを評価するためには、正確な把握が必要です。さら
に、発行体と親会社の関係の把握も欠かせません。当社では、こうしたニーズを十分理解していますので、
データの品質を重視し、不適格なデータが紛れ込んだ場合には、迅速に修正できる体制を構築しています。そ
の結果、お客様はSTPを実現し、修正に必要なコストの軽減が可能です。日本は、自動化が欧米ほど普及し
ていませんが、今後は電子的なデータ管理システムの活用が進むと見ています。

流動性の低い証券の理論価格提供で評価が高いCSV社を2010年に買収し、クオンツやコンサルタントによ
るグローバルチームを編成しサービスを提供しています。すべての資産クラスでお客様のニーズに応えるオンデ
マンド型サービスで、年金基金を中心に日本にも多くのユーザーがいます。資産クラスが異なっても、プラシイ
ングに利用するメソドロジーに統一性があるのが特徴で、パラメーターや手法をできるだけ開示し、透明性を
高めるようにしています。

流動性の低い債券の理論価格が求められています。日本の投資信託では、こうした債券がポートフォリオに組
み入れられている事例は少ないのですが、欧州では状況が異なり高いニーズがあります。2013年に施行が予
定されているFATCA（外国口座税務コンプライアンス法）や脱税防止の規制は、増え続けるデータを自動的
に処理するシステムとともに、顧客や金融商品についてより多くの情報を求めるニーズを高めています。

製品的にはリアルタイムサービスの販売促進と純資産価格をウエブベースで提供するといった柔軟性のある
データソリューションを提供したいと考えています。また、日本のニーズに合わせた理論価格、属性データ、企
業情報の提供にも力を入れていきます。日本は、正確性が高いレベルで求められる市場ですので、質の高い
サービスをお客様に提供できるように努力を続けてまいります。

貴社はグローバルで
活動するスイス企業ですね

日本のデータは

新年の抱負は

日本法人の活動は

欧州債務危機の影響で
求められる情報に
変化はありますか。

提供データの強みは

データ管理の重要性を
どのようにお考えですか？

公正価値に対する
関心が高まっていますが、

貴社の取り組みは？

SIX Telekurs Japan Ltd
Alain Delfosse, Managing Director

（聞き手　RMS 富田秀夫）

Interview

http://www.six-telekurs.com


英仏独を巡る欧州財政危機から
2012年を考える

インフォーマ・グローバル・マーケッツ株式会社
代表取締役　西村　訓仁

■ 討議議題がずれたEU首脳会談

　12月9日に開催された欧州連合（EU）首脳会談におい
て、資金調達が懸念される債務国に対してIMF経由で
2,000億ユーロ（約20兆7000億円）の救済資金拠出が決定
されたが、金融市場のプレヤーが期待したような巨額でか
つ即効的な資金拠出は決定されなかった。市場の流れと
債務連鎖、国家デフォルトには長いクリスマス休暇もない。
　財政規律条約についてはEUのコア17カ国ないし英国を
除いた26カ国で調印される見込みと報じられているが、現
実は各国の国内承認がとれるかの問題もあり厳しいもの
となる可能性も高い。
　この首脳会議は、差し迫る欧州債務問題と金融危機を
回避する重要な意味を持ったばかりか、ユーロ共通通貨の
存続、脱退を協議する舞台でもあった。ところが、欧州連合
のなかで圧倒的な経済力を持つドイツはユーロ共同債創
設に反対し、共通財政政策の統合に連なるフランスが推進
した汎欧州金融取引税については、国内に世界的な金融
産業を有する英国が拒否権を発動するに至る。
　この会議では欧州政治が好む予防措置の拡充が議論
され、目前のギリシャのデフォルト、イタリア、スペインへの
波及、ユーロ下落、銀行の不良債権増加と破産の可能性な
どの迫りくる危機に対する認識に欠ける内容となった。
　すなわち、連鎖する欧州金融債務危機と今後の金融危
機への処方箋を巡り、欧州大陸諸国と英国が溝を深めた
形だ。ユーロ共通通貨の推進役でヨーロッパ国際政治の盟
主であるフランスが、財政の優等生で几帳面かつ固いドイ
ツの意向を汲んで条約化を目指した制裁（罰則）付き財政
規律案も非ユーロ通貨圏加盟の英国に拒否権を発動され

　英仏独合作映画「三銃士」では、17世紀対立する英仏の権謀術策と報復が愉快に描かれている。12月の欧州連合の
首脳会談は、英国がフランスの提案した財政規律に関する政府間条約に対する拒否権を発動し、EU離脱も囁かれは
じめた現代版英仏戦争を想起させる事態だ。舞台背景には、危機の連鎖、7％を越える国債利回りのイタリア、CDSプレ
ミアム上昇、1ユーロ100円を下回るユーロ通貨安。この英仏戦争を絡めた債務危機を見ながら、今後の世界の政治経済
やアジアへの影響を考えてみたい。

るという事態に直面した。

■ 真面目なきりぎりす・ドイツの憂い

　ユーロ共同債とは、欧州内で実質的に財政が破綻した
り、財政赤字が大きく資本市場やマネー・マーケットから資
金調達ができない国々に対して、欧州域内の国々が共同で
ファイナンスをつけ発行される債券である。その共同債券
には資金調達を容易にするためにAAAという最上位格付
けのドイツ国の保証が付与され信用力が強化される予定で
あった。1月にフランスは最上位格付けAAAを失い、同時に
EFSF債（欧州金融安定基金）債もAA+へ格下げされた。
　この債券が万一デフォルトすれば、保証を付与したドイ
ツは、勤勉といわれるドイツ国民の社会保障費を削減して
も或いはそのために増税してでも債務弁済を行わなけれ
ばならない。南国の太陽のもとで仕事がなく仕方なくチェ
スに興じる人々、自国の退職自給年限より早い政府系職員
の暮らしを守らねばならない義務が生じるのである。ユー
ロ安による輸出によるメリットを享受してきたドイツ人が、
欧州人として「私」の存続から「我 」々の存続を選択するか
の転換点でもある。
　従ってドイツとしては、そうした被救済国の財政規律や
数値が納得できる水準と監視体制に置かれない限り、こ
の金融手段には合意できないのは当然かもしれない。メル
ケル首相は、昨年の州議会選挙でも敗退しており、政治的
なパワーも必ずしも強くはない。欧州債務問題が彼女の率
いるCDP（キリスト教民主党）の選挙結果と2年後の首相
選挙に影響を及ぼす。しかし、欧州財政危機解決にはドイ
ツの協調が必要だ。
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■  仏案に対する英国拒否権の発動と　　　
EU離脱の可能性

　一方、英国は先に述べたように財政規律の条約化に拒
否権を発動した。英国は、自国の一大産業として、単独で
欧州の金融収益のおよそ7割を稼ぎ出すといわれるロンド
ン・シティーに象徴される金融業を持つ。云うまでもなくグ
ローバルな国際銀行、オイル・マネー、ヘッジ・ファンドなど
から巨額の投資資金を惹きつけ、ニューヨークのウォール
街に次ぐ市場規模を誇るマネー・センターである。それ故、
今回の英国の稼ぎ出す金融収益が主たる課税対象となり
国際競争力を大きく減じるようなＥＵ共通税には簡単に賛
成できない。
　財政規律条約の参加の交換条件として、既に2011年1月
より銀行税を導入している英国は、フランスの提案するEU
の金融取引税を受け入れないとした。しかし、これをフラン
ス・サルコジが拒絶した。その報復として、英国は財政規律
の条約化に拒否権を発動したわけである。
　もっとも、英国の銀行税といっても長期負債にかかる税
率など0.044％程度。結果として英国への影響が大きい汎
欧州金融取引税とは異なる性格のものだ。銀行税の徴収
額は所得再配分の形で、英国の貧困層、社会医療などに使
われるものである。また金融機関に対する包括的な税とは
性格を異にする。加えて、条約化を目指す財政規律は、年
率で財政赤字を対GDP比0.5%以内に、政府債務を対
GDP比60％以内に抑えるという1999年のユーロ参加基準
に基礎をおく厳しいものである。
　これは英国人の持つプラグマティズムに照らしても実現
性に乏しいものだが、首脳会議の勢いのなかで、この議題
に当初賛成の意向を示したユーロ圏17カ国と6カ国も各国
の議会や国民の承認を得なければならず2012年3月の条
約調印に向けた道のりは楽観できないと考えられる。
　英国はユーロ共通通貨制度にもシェンゲン協定（欧州域
内の移動の自由などを認める条約）にも加入しておらず、今
回汎欧州金融取引税締結に参加せず、その一方で権利の
みを主張することは難しいだろう。フランスは格下げされた
が、そうであれば、財政赤字と低成長の英国も先に格下げ
されるべきだと既に報復に出ているという。英国の世論
は、フランスにもEUに対して懐疑になっている。あくまで
も、EUとユーロに距離を置く英国の方針が正しいという論
調が目立つ。
　英国内では英国の欧州連合離脱論と米国とのさらなる
関係強化論も出ている。しかしながら、柔軟なビジネス基
盤を持つ英国は、日本を含めた多国籍企業の生産・輸出
拠点でもあり、欧州大陸向けは輸出の約40％を占める。通
貨でも対ユーロに対しても緩やかなるポンド安が輸出企業
には理想だが今は逆である。その上、移民法も欧州大陸と
比べ厳しく、将来必要とされる優秀な人材を含めた移民が

制限される懸念も出ている。

■  デフォルトの危機にある国を救うことが　
欧州債務危機の有効な処方箋か

　欧州債務危機は、ラガルドIMF総裁によれば、米国、ア
ジアのいかなる国々も影響を回避することはできないとい
う。OECDも欧州、米国、日本、中国、アジアの諸国が影響
を受け、成長率が低下するとしている。それでは、欧州債務
連鎖はどうしたら食い止められるのか。やはり、厳しい条件
を果たすIMF融資が必要だろう。
　3,000億ユーロの国債残高を有するギリシャのデフォル
トを回避しながら、連鎖を食い止め、銀行を救済し金融シ
ステムに影響が及ばぬように市場の投機的な動きをコント
ロールできれば一番良いだろう。公務員大国でさらに課税
対象の資産家の資産が海外に逃避しているギリシャは、海
運と観光を除いたらさしたる資源もなく、デフォルトしても
再スタートの成長の糧が見えにくい。通貨安による再生か。
過去にデフォルトしたブラジルやアルゼンチンのような再生
と成長のパワーを感じない。ギリシャはスペイン、イタリアと
比較して小さなレベルである。それ故、デフォルト後の欧州
情勢も検討され始めている。
　欧州情勢が予想を超えて悪化、金融市場、実体経済が
混乱する場合、通貨増刷、欧州中央銀行（ECB）による更
なる国債買い入れ、BRICSの拠出を背景としたIMF融資
が視野に入ってくる。しかし、何よりも債務国の経済文化と
その構造が変化しない限り、一時的な解決策に過ぎない
だろう。

■ 将来のアジアの経済統合に与えるEUの教訓

　欧州情勢は、事態の進展によりEUや共通通貨からの脱
退、EUを経済地域格差により分断するEU分離論も考えら
れる。歴史的に国際制度はこのような繰り返しであったこ
とは明らかである。
　翻ってアジアが将来、政治同盟、関税同盟からEUのよう
な緊密な共通経済圏、そして通貨統合や共通財政を実現
することは、不可能というわけでない。しかし、欧州以上に
経済・文化的な差異が大きいために、国益を超えて共通の
利害、共通の敵から相互に守るという設立の確固たる目
的、それ以上に現時点では米国、中国など大国との利害調
整が必要だろう。
　2012年の国際的なリスクには、欧州情勢以外にもイラン
情勢、連鎖する民主化の動き・社会体制変化への動き、そ
して地球環境の痛みなど考察すべき国際政治的な要因が
ある。2012年は、国々が武力や貿易ブロック化・通貨安で
底辺に向けた競争を行うのではなく、より建設的な協調手
段や制度を構築すべきだろう。
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紐育通信紐育通信

　さて、新しい年の始まりである。東日本大震災に福島の原
発事故と、あまりにも悲しい出来事が起こってしまった次の
年だけに、穏やかな良い年になりますようにと願うのは誰も
が同じであろう。ただ、マーケットに関しては、残念ながら年
明け早々から順風満帆の展開が続くのを期待するのは難し
そうだ。今年も市場の話題の中心が、欧州の債務問題となる
のはほぼ間違いないだろうが、もう一つ目が離せない問題が
ある。可能性こそ低いながらも市場全体を大きく揺るがすこ
とにもなりかねないイランの核開発とそれに対する欧米の制
裁措置の影響について考えてみたい。

　オバマ米大統領は昨年末、休暇で滞在しているハワイで、
イラン中銀と取引をしている世界中の金融機関に対して制
裁を実施する法案に署名した。大手の金融機関は制裁に
よって米国内での営業やビジネスに支障が出るのを恐れ、当
然ながらイラン中銀との取引を停止、あるいは大幅に縮小す
ることになるだろう。同中銀は石油取引における決済のほと
んどを担っており、取引が出来なくなれば当然ながらイラン
からの石油輸入も滞ってしまう。いわば石油取引の根本的な
部分を押さえてしまう方法で、先に欧州が打ち出していた同
国からの石油輸入を禁止する案よりも遥かに効果的な内容
と言うことができよう。

　ロシアなどの中規模な金融機関を使えば取引の継続も可
能だが、それでも決済に掛かるコストが大幅に上昇すること
になる。万が一実施されれば、イランの石油輸出の大部分が
止まってしまうことになるのは避けられないだろう。イランは
イランで、ペルシャ湾の海上交通の要衝であるホルムズ海峡
で軍事演習やミサイルの試射を行うなど、同海峡を閉鎖する
可能性をちらつかせては、欧米側の動きを牽制している。

　イランからの輸出が止まってしまった場合の石油市場の反
応は、それこそ計り知れない。昨年春にはリビアの内戦によ
る生産停止で原油価格は110ドルを大きく超えるまでに急伸
したが、リビアの生産停止前の産油量が日量150万バレル前

イラン情勢緊迫による
石油価格急騰はあり得るか

よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク
（http://yosoukai.com/）

代表　松本　英毅

　2012年のニューヨークは、非常に穏やかな幕開けとなった。今この原稿を元旦に書いているのだが、昼間でも氷点下が
当たり前の街にいるとは思えないほどの暖かさだ。前夜タイムズスクエアのカウントダウンで騒いでいた人達も、寒さに震
えることなく快適に過ごせたのではないだろうか。

後だったのに対してイランの生産は日量350万バレル以上。ロ
シアやサウジ、米国に次ぐ規模だけに需給に対する影響も桁
違いに大きい。サウジの増産によってカバーできる量ではな
いし、更にホルムズ海峡が閉鎖されでもすれば、海峡の奥に
あるイラク南部、クウェート、サウジ東部、UAE、カタールなど
の石油輸出も全て止まってしまうことになる。史上最高値を
一気に更新してしまうような展開になっても、何ら不思議で
はないだろう。

　もっとも、現時点では欧州の債務不安によってガタガタに
なっている世界経済にトドメを刺すような状況は、誰一人とし
て望んでいない。イランが実際にホルムズ海峡を閉鎖する可
能性は低く、あくまでも欧米の動きを牽制するカードとして
時折挑発的な行動を取る程度の動きに終始するだろう。米国
も中国をはじめ、イランから原油を輸入している国からの反
発を考慮し、エネルギー市場への影響を最小限にとどめ、イ
ラン以外の国が被害を受けないようにすると制裁の段階的
な実施を示唆している。実際には制裁が行われないか、かな
り骨抜きの内容でお茶を濁す程度で終わりそうだ。米国とイ
ランの脅しあいはまだしばらく続くだろうし、チキン・レース
の結果原油相場が更に押し上げられることも十分に考えら
れる。しかしながら、石油供給が全面停止するような事態に
は至らず、いずれかの時点で大きく売りに押し戻される展開
が見られることになると予想される。

　もちろん、こうした問題は当事者の意図とは違う方向に進
んでいってしまうこともよくあるし、イランの軍部が暴走する
ことやイスラエルが横槍を入れてくる可能性もないわけでは
ない。しかし、肝心の米国には現在イランと戦争を行うだけ
の余裕はないし、それによってオバマ大統領の支持率が上が
り、11月の大統領選挙で再選に有利に働くとも思えない。米
国が動かない限り、国際情勢が大きく動くこともない。イラン
情勢緊迫に対して市場が騒ぎ立てるのも、長くて2、3 ヶ月の
話となりそうだ。
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金融機関でのビッグデータの利用法
～今までコスト的に扱えなかった大量データ～ FIコンサルティング株式会社

（http://fi consul.com/）
代表取締役社長　花島　登

■ ビッグデータの取り扱いとは
　ビッグデータの取り扱いの統一的な定義はないが以下
のような特徴がある。

（1） 既存システムでは困難だった膨大な量のデータ処理
（2） 定型データ＋非定型データなどを混在データの取り扱い
（3） 勘定、情報系システム生成する取引データ及びログな

どで今まで活用されていなかったデータの利用
（4） 統計分析言語を利用したデータマイニング分析手法

等の利用
（5） Hadoop、インメモリのバッチ処理やCEPなどのリア

ルタイムデータ分析

　金融機関の現状データは部署、商品やエリアごとなどに
管理されることが多いことから、各々の顧客や取引について
の横串を刺したようにCIFコードなどで統一的に情報を得る
ことが困難である現状がある。ビッグデータの時代では、業
務担当部署ごとに管理していたデータを一元管理すること
によって、地公体、法人、個人顧客やそのグループ取引状況
を把握し、統合的な収益性をモニタリングできるようになる。

■ ビッグデータを利用した金融機関業務例
　金融分野でも、金融機関が把握できる口座、属性データ
などを利用すれば、バーゼルⅢの流動性リスク指標算定や
預金者行動ベースのコア預金推計などの業務運営に組込
むことが可能になる。各口座がどのような粘着性をもった
口座（年金、給与、単なる決済などの）なのかを識別でき、そ
の口座特性ごとの残高に違いがあれば、この機能を実装す
ることにより、具体的な営業戦略と上記業務が紐づくこと
になる。更に顧客ごとの取引状況まで把握することができ
るようになれば、金融機関はターゲットを絞った優遇商品
の効果を分析することもできるようになる。業務関連を紐
付けすると、①バーゼルⅢ（流動性リスク指標）⇔②コア預
金の高度化⇔③ビッグデータを利用したCRMとなる。
　①は簡潔に言えば流動性リスク算定の重みを口座の性

　金融機関では、新自己資本比率規制や流動性リスク管理を含むバーゼルⅢ対応、併せてマーケティング分析・営業
展開等を有効に行うためにビッグデータを利用することが課題となってきている。従来から収益管理データや顧客属
性データなどの収集・分析を行っていたが、これに加えて、コールセンターや投信・保険など含む大量のデータを有効
利用する動きが活発になっている。そこで、今回はビッグデータの利用方法について整理してみたい。

質により区分され、同じ区分で②コア預金を分類し、③
CRMなどの分析や収益向上に役立つような利用ができれ
ば極めて効率的なビッグデータ活用が実現できる。

■ ビッグデータ利用の為のコスト
　ビッグデータでは数十ギガレベル以上の大規模データ
処理が可能となり、かつデータをインメモリや並列処理す
るために処理速度が速いという特徴があり、現状のPC
サーバーレベルでも十分対応できる。このデータ規模は、資
金量数兆円規模の金融機関の半年から1年分の取引を扱
える規模になる。このような高度な処理能力を考えると金
融機関がDWHなどで実施する作業の一部は代替できるこ
とが分かる。そのため既存ベースの延長線上のシステム投
資を続けるよりも、ビッグデータ技術を採用すればコスト面
でのメリットは大きいといえる。

■  金融機関のビッグデータ対応の　　　　
ベストプラクティスシステム

　Hadoopの技術がビッグデータを扱う上ではその代表格
のシステムとして言われるが、決して万能ではない。私見で
はあるが、数十ギガレベルの処理であれば収益向上を目指
したビッグデータ分析などで、Hadoopは検索技術などが優
れている。しかし、分析まで考慮するとインメモリ技術の方
が有効であると考える。

■ 今後求められるビッグデータシステムへの理解
　現在、ビッグデータ分析は始まったばかりである。このた
め、実際の経営戦略プロセスにどう繋げていくのかが今後
非常に重要になり、また差別化にもつながっていく。ただし、
どのような技術を使うにしても明確な利用目標がないと単な
るデータ分析ツールの構築に終始してしまうリスクがある。
　そのリスクを避けるためには、明確な目標達成のための
業務及びシステムノウハウと収益効果が明確には見えない
中でのコストパフォーマンスの優れたビッグデータ処理シス
テムを導入する必要がある。
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欧州財政問題と国債利回り（その1）
アナリスト　平井 こうたろう

やさしい解説

日本国債とその市場

　ご存知の方も多いと思いますが、「日本国債を保有してい
る投資家のうち、海外投資家が占める割合は小さい」という
事実があります。これを理由に日本国債利回りは、例え財政
問題が大きくても利回りが上昇しないと主張している人がい
ます。本当に海外投資家が保有している割合が小さいから
利回り上昇しないのでしょうか？
　大半を国内投資家が占めているので「格付機関が日本国
債を格下げしても利回りに跳ね返りにくい」と分析するアナリ
ストもいますが、マクロ経済的に分析する人は大半が「そんな
ことはなく、金利上昇リスクは大きい」と主張しているように思
えます。いずれにせよ（別の要因を排除する前提において）現
時点では事実として財政問題の大きさ（発行量の多さや今後
の発行計画）に比べる観点では絶対利回りは低すぎると考え
ることは妥当でしょう。それに海外投資家の割合がいくら小さ
くても、その投資家が先物も含めて全面的に売りを浴びせる
と相当インパクトがあるはずです。では財政問題の大きさと債
券利回りはどのように考えればよいのでしょうか？
　ここで視点を変えて電力債について考えてみましょう。私
がかつて債券トレーダーだった2001年頃、新発電力債（10年
債）は10年国債のクーポン＋0.1％で発行されていました。当
時はゼロ金利政策で債券利回りを追求しにくい中、電力債
は流通面でも特に問題がなかったので「ゼロ金利下での債
券投資において、一部を国債から電力債にシフトするのは有
効だ」という話も頻繁に耳にしたものです。私は（特定取引勘
定では話は別ですが）銀行勘定の債券投資においては国債
以外を投資対象にすることはありえないという考え方をして
いました。その理由は「クレジットリスクなど面倒見切れない」
という点です。銀行勘定の債券投資には2つの観点がありま
す。1つ目は万一の際の流動性バッファー、2つ目は株式や貸
出の収益代替物という観点です。2つ目の観点については別
途お話しますが、1つ目の観点においては、担保としての価値
がすぐに変わるとか、時価そのものが市場リスク以外で変化

　最近ではすっかりテレビやニュースで取り上げられるようになった欧州財政問題、各種相場予想やアナリストコメントで
もよく使われる言葉ではありますが、相場説明と言う観点においては、言葉としては使われてもその仕組みや関連性を説
明するものは少なく、本質的なものを見て語っているとは思えません。財政問題をマクロ経済的に語るのはよいと思います
が、国債利回りの変化を説明するには足りない感じです。そこで今回は欧州各国の国債利回りは昨年どうして上昇してし
まったのかを3回に分けて金融機関的理屈で考えてみましょう。まず1回目としては国債と資金繰りの関係に着目します。

するのは流動性バッファーとしても不適格です。例え悪気は
なかったにせよ、震災によってその取扱が大きく変わった電
力債は、今となっては国債代替商品として主張する人もいな
いでしょう。
　もう1つ留意すべき点として国内市場特有の問題がありま
す。国内インターバンク市場は無担保の取引が欧米に比べて
極めて多いということです。わかりやすく言えば「日本人は取
引相手を見て信用するが、欧米人は取引相手ではなく対象
商品の市場価値を信用して取引をする」といったところで
しょうか。欧米ではレポ市場が発達しており、有担保の取引
が当然という文化であることは、日本とは逆の状態です。国
内レポ市場も存在していますが、事実上参加者が限られてお
り、しかも取引できるのは国債のみと言っても過言ではない
ため、預金を取り扱っていない証券会社の資金運用調達手
段のための市場という考え方もできます。
　こうした背景を踏まえ国内銀行の事情を考えてみましょ
う。取引の大半は円資産/円負債に関するものであり、担保と
なるものは日本国債という関係です。海外の金融機関等と何
らかの取引を行うにあたって米国債を担保にするようなケー
スはありますが、全体の資産からすれば微々たるものでしょ
う。ということは、レポ市場も国内中心、保有者も国内中心、
決済通貨は円が中心ということであるので、日本国債と円が
1対1マッチングし、投資家の大きな売りがでない限りにおい
て日本国債利回りは上昇しにくく、また国内金融機関（ある
いは日本国）は日銀の緩和政策の助けもあって資金繰りが
安定している状況になっています。

米国市場と米国の金融機関

　米国の大手金融機関は国内大手に比べても格段にグロー
バル化が進んでいます。米国も最近では財政問題を理由に
格下げも一部で行われるようになりましたが、依然として米
国債は低利回りです。もし米国債償還懸念という話になれ
ば、日本よりもはるかにレポ市場が発達していて、しかもデリ
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バティブ等を含めて様々な用途で使用されている米国債で
すから、世界市場に与えるインパクトは全く計り切れません。
　しかし米国債と米国市場では日本と同じ面があります。そ
れは有担保と無担保の違いはあっても、米国債と米ドルとい
う1対1マッチングしているということです。しかも世界的には
円よりもはるかに信用力がある米ドルですから、世界的にも
米ドルと米国債に対するニーズは合致します。そうした米ドル
ないしは米国債を母国のものとして調達しやすい米国の金
融機関は、何らかの投資失敗等で破綻することはあっても、
米国債（あるいは米国）の信用力が多少変化したところで資
金繰りに苦しむ形にはなりにくいのです。

欧州市場と欧州の金融機関

　では本題の欧州問題に目を向けましょう。ここまで来れば
ヒントはもうお分かりでしょう。欧州各国と通貨ユーロの調達
を考えてみることにします。
　もしユーロを使っている国の信用力がすべて均一であった
とすれば、ユーロ圏のどこの国債でもほぼ同水準で資金調
達できるはずです。（厳密にはカントリーシーリングの問題が
あり、クレジットライン限度の問題があるため差異が生じる可
能性あり）ユーロ圏の金融機関は保有している自国の国債を
軸にして資金調達を行おうとします。
　しかし一方、欧州域内では昔から国債利回り格差、つまり
クレジットリスクは意識されており、欧州各国の国債投資に
おいては「ドイツ買い＋フランス売り」のような国別スプレッ
ド取引が頻繁に行われています。意識としてはあくまでスプ
レッド取引なので、各投資家が財政破綻まで本当に意識して
いたかどうかはわかりませんが、通貨ユーロを確保するツール
であることを考えつつ、債券投資利回りを追求する文化で
あったと言えます。つまり母国通貨を確保するための母国債
という、日米で見られるような1対1マッチングではなく、母国
通貨を確保するための他国債ということが起こるということ
です。この状況は日米の金融機関に比べると不安定で、自国
及び自社の信用力以外の信用力が自社の調達力に影響を与
えることになります。
　この構図を国内に例えると「日本国債の代わりに電力債
を組み込んだ」ということと似ています。信用リスクを事実上
無視していたら、実はとんでもない信用リスクだったというこ
とに気付いたということですが、そんなことは後の祭りであっ
て、余計なリスクの存在を無視する方が悪いとしか言えませ
ん。しかしこうした理屈を理解していれば、アナリストやマス
コミ報道による欧州財政問題に関して、今ひとつ説明不足で
ある感は否めません。

資金調達と風評リスク

　最近はCDS市場も発達し、ソブリンだけでなくいろんな企
業のクレジットについて取引が行われています。サブプライム
問題でもCDSは話題になり、以降リーマン・ショックを経て

様々な金融機関向けの規制強化の流れが出てきています
が、資金調達という観点においてもバーゼルⅢにおいて規制
強化がなされる方向になっています。
　金融市場における取引に限らず、実際の商取引において
風評リスクは重要な鍵となっています。資金繰りが厳しくなる
要因について、一般的には①市場ストレス、②自社クレジット
と言われていますが、風評リスクについては②の項目に該当
します。CDS市場でも風評リスクで反応する部分があります
が、本当に苦しくなるのは金融機関等がクレジットライン削減
や凍結に動き出した場合であり、もしどのような事象のニュー
スが流れても「金融機関はグローバルに護送船団方式であっ
て、相互に絶対クレジットラインは削減したり凍結したりしな
い」ということが成立しているとすれば、どのような風評リス
クも問題にはなりません。様々な噂に反応し、クレジットライ
ンを凍結し始めた時に資金繰りは悪化していくことになりま
す。そうしたクレジットリスクを回避するための有担保取引で
あると考えれば、個別金融機関は少しくらい業績が悪くなっ
ても資金繰りでそうそう破綻するものではないと考えるのが
妥当なのですが、そうした冷静さすら忘れているのが最近の
状況かもしれません。

富士山マガジンサービス
（http://www.fujisan.co.jp/）で

お求めいただけます。

●PC クイックアクセス
http://fujisan.co.jp/msreview
●モバイルクイックアクセス
http://223223.jp/m/msreview
●QRコード

●デジタル版
http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281684019/

　雑誌版は雄峰堂兜町店（山種ビ
ルB1F、東京メトロ「茅場町」駅直結）
にて一般発売されています。どうぞお
買い求め下さい。

書店でお買い求め
いただけます
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高速基盤ソリューションから
業務系にサービス拡大するIWI
―海外製品のシステムインテグレーションにも高い評価―

株式会社インテリジェントウェイブ
証券システム開発本部長 兼 第一営業本部　第三営業部長 立野岡　健一　氏
 園田　葉二朗　氏　（聞き手　RMS 富田秀夫）

弊社はホールセール部門のディーリング環境の構築を主に手掛けてきました。
その中でも市況情報配信システムやメッセージングの分野での仕事が多く、こ
の部分に関してのノウハウは弊社の強みと言えます。現在では、弊社製品であ
る市況情報配信システムWill-TradeやメッセージングミドルウェアのRIXを中
心に、海外の製品ベンダーとも積極的に提携してお客様にとっての最適な高速
情報基盤の構築を行っております。また、今後の事業拡大への取り組みとして
業務系のソリューションの取り扱いも開始しました。

東証のarrowhead、Tdex+や大証のJ-GATEなど高速取引をサポートするシステムの導入が進むなか、中
小の証券会社が高速化に対応できるシステム面の整備も課題となっていますので、弊社はその支援を行ってい
きたいと考えております。
また高頻度取引の普及もあり、取引所のデータが膨大な量になり、板の表示をみながらの取引でパフォーマン
スを出すのも難しい状態です。そのような環境下においては取引所直結でマーケットデータを取り込むことに
重要性があります。弊社は、これまで基盤、通信に力を入れて自社製品を開発してきましたし、メッセージ部
分でグローバルに実績豊富な企業、Informatica社、Solace Systems社、TIBCO社などと提携し、シス
テムインテグレーションを行っていることが強みです。最近では、リアルタイムからヒストリカル情報まで統合
的に情報分析可能なOneTickを持つOneMarketData社の代理店となり、日本での顧客開拓も進んできた
ので、情報分析ソリューションの分野でも引続き積極的に展開していきます。

日本の取引所も再編が始まりましたので、それを契機に、市場が活性化するようになれば、証券会社のシステ
ム投資も活発化すると期待しています。arrowhead、J-GATE、Tdex+の導入で、アルゴ取引も活発化す
る兆しがありましたが、欧州危機、円高で足踏み状態になってしまいました。しかし、東証、大証の合併によ
り取引が一元化され取引量が増えれば、弊社の強みである大量データのメッセージング機能が力を発揮できる
と考えています。

高速基盤ソリューションについては、お客様から品質面、サポート面で高い評価を頂戴しております。本番稼
働後トラブルが少なく、arrowhead対応時は、品質面、高速性に優れているということで導入先から表彰も
受けました。海外ベンダーの製品を直接導入する場合と異なり、弊社はインテグレーションも担当しますので、
日本に適合しない箇所は、自ら修正できることが高い満足度につながっているものと思います。さらに、優れ
た海外製品の目効きにも定評があります。

海外ベンダーは、弊社が独自にWill-TradeやRIX等のメッセージングシステム
を開発している技術力を評価してくれていますので、そうした海外のトップベ
ンダーとの提携が可能になっています。提携先との協力で高品質なサービスが
提供できるように、弊社技術者のトレーニングを十分に行い、社内に知識を蓄
積しています。またインテグレーションに最新の注意を払っていますので、リ
リース後のトラブルも最小限に抑えられています。

足下は投資が冷え込んでいますが、お客様からリスク管理関連ソリューションの問い合わせも増えてきました。
こうした声に応えるために、弊社も業容拡大し、リスク管理機能が充実したDECIDEなどの業務パッケージも取
扱を行っております。また、得意分野である高速基盤のデータ処理から発展して、そのデータを蓄積して分析や
アルゴ取引に役立てる新たな分野の提案をOneTickで行っていきたいと思います。
海外と日本では、ベンダーとユーザーの役割分担が異なっています。海外のソリューションを導入した場合に、
その違いが原因で問題が起こることも多いので、弊社がそのギャップを埋めることでお客様の期待に応えていき
たいと考えています。

貴社の金融市場分野での
取り組みを教えて下さい

新年の抱負と
戦略をお聞かせ下さい

導入実績、お客様の反応を
教えて下さい

今後の日本の証券市場を
どのように見ていますか

HFT、アルゴ取引等は、
海外が先行していますが、

海外ベンダーとの提携関係は

現在の証券市場における
テクノロジー面での課題と
貴社のソリューションは

Interview

http://www.iwi.co.jp/


http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cGinza/


その時は分からなかったが、アップルに解雇されたことは私の人生で起こった最良の出来事だったと後に分かった。
成功者であることの重さが消え、再び創始者になることの身軽さに置き換わったのだ。人生の中で最も創造的な時期を迎えた。

スティーブ・ジョブズ

編集後記
　2月3日は大岡越前の日。享保2年（1717）のこの日、御普請奉行
だった大岡能登守忠相は町奉行に任命され、官名を越前守と改め
たからだそうだ。紀州の隣、山田の奉行だった忠相。紀州と松坂の
境界線問題を厳正に裁いたことで吉宗に注目される。吉宗は享保元
年（1716）に将軍に就任すると、忠相を江戸町奉行に抜擢した。

　東京にも地酒がある。多摩川の上流、青梅にある小澤酒造の銘酒
『澤乃井』が美味しい。蔵元の創業は赤穂浪士が討ち入りを果たし
た年、1702年（元禄15年）。その味わいはキリリと辛口で、キレとコシ
の強さを感じる。大岡忠相も飲んだのだろうか？ 裕次郎

読者の皆様へ
● 読者皆様からのご質問、投稿、面白かった記事へのご意見・ご感

想をお待ちしています。今後の誌面作りに反映させていただきま
す。ハンドルネームで結構ですので、http://www.msog.jp/review/よ
りどしどしお寄せ下さい。

● 本文中の会社名、商品名、サービス名等は一般に各社の商標また
は登録商標です。

● 本誌掲載の記事、写真、図表のすべてあるいは一部の無断転載は
固くお断りします。事前にご相談ください。

記事・広告の掲載をご希望される皆様へ
●  記事、セミナー情報および広告掲載を受け賜ります。お問い合わせ

下さい。

次回の発行
● インターネット版と雑誌版を3月中頃にアップ・発行する予定です。

ご期待下さい。

　インターネットから情報を得る時、必ず使うのがブラウザです。
皆様はどのブラウザをご利用ですか?インターネット・エクスプ
ローラーがほとんどで、最近ではFirefoxやChromeユーザーが
増えていて、ネットスケープをお使いの方はほとんどいないでしょ
う。ほんの10何年か前のホームページは静止画と文字だけでし
た。動画、アニメ、音声そして金融市況情報をリアルタイムで見た
り、聞いたりすることは出来ませんでした。これを可能にしたの
がJava言語とブラウザ、HotJavaでした。JavaとHotJavaはサン・
マイクロシステムズによって開発され、95年に発表されました。
　JavaとHotjavaが登場するまではどうだったのか?元々学術
分野での利用が中心だったインターネット。WWWが開発された
当時、インターネットにアクセスするにはUNIXマシンを使わな
ければならず、アクセスソフトの開発もまだまだでした。91か92
年頃と記憶していますが、インターネットが商用に解放されると
WWWサーバーに収められた情報を検索閲覧する最初のブラ
ウザ、Mosaic（モザイク）の開発プロジェクトがイリノイ大学で開
始されました。これにより、画像ベースのソフトウェアが普及し始
めましたが完成したのは93年、大きく発展した時は94年になっ

ていました。
　同学で研究を重ねていたマーク・アンドリーセンは93年12月
に卒業した後、シリコンバレーに移っていました。同氏はここで、
ある日、ある人に会い、ある新しい企業に入社しました。ある人
とは、シリコン・グラフィックス社の創設者、ジム・クラーク。彼は
一通の雇用契約書を用意していた。これがネットスケープ・コ
ミュニケーションズ社誕生の瞬間でした。Mosaic開発にかか
わったエンジニア達はそこで拡張機能を持った新しい商用ブラ
ウザ、Netscapeを完成させたのです。発表された製品のマー
ケットシェアは瞬く間に70%にも達しました。95年秋に同社が株
式 公 開して以 来、
NASDAQ市場の商
いは直ぐに同社1色
となりました。

マークのブラウザ
本誌編集部　長谷川　旭隆

シリコンバレーの風
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