チャールズリバー、フィンテックブレイクスルーアワード2021を受賞
Prestigious Awards Program Recognizes Outstanding Financial Technology Products and Companies
マサチューセッツ州バーリントン、2021年4月12日 – ステート・ストリートコーポレーション
(NYSE:STT) 傘下のCharles River Development （以下チャールズリバー）は本日同社の Charles River
Investment Management Solution (以下Charles River IMS) が フィンテックブレークスルーが主催す
るフィンテックブレイクスルーアワードプログラムにおいて“トレーディングプラットフォーム
最優秀賞” を受賞したと発表した。フィンテックブレイクスルーは今日においてトップ企業・
技術・製品を認知する独立した市場戦略情報組織である。
チャールズリバーは昨年においても“ウェルスマネジメントプラットフォーム最優秀賞”を受賞
した。Charles River IMS は単一プラットフォームにおいてオーダーと執行管理を組み合わせ、デ
ータを統合し,、FIX コネクティビティとトレードの分析を行う。本ソリューションはトレーダ
ーに、トレード執行戦略の自動化・流動性の発見・全てのアセットクラスおよび通貨でのトレ
ードの執行・単一ブロッターでのコンプライアンスの確保を可能にさせる。
加えて、Charles River IMS は運用会社やウェルスマネジャーにとって複数のインターフェイスを
使用する必要性、断片化されたワークフロー、オーダー執行時における独立したオーダーおよ
び執行管理プラットフォーム固有の問題を排除する。OMS と EMS (OEMS) を組み合わせること
によって本ソリューションはワークフローを合理化させ、トレーダーとポートフォリオマネー
ジャーのコミュニケーションを改善する。
マルチアセットオーダーと執行管理の能力はまた、約定執行を改善し、ブローカー、ブローカ
ーアルゴリズム、ECNをはじめとする1200以上の流動性プロバイダーへのアクセスを可能にす
る。
“Charles River IMS はデリバティブを含む複雑なマルチアセットプロダクトや特定のアセットク
ラスからソリューション別商品など様々な金融商品に対応する強力なプラットフォームです。
今回の受賞は真のフィンテックブレイクスルーを表し、チャールズリバーのフィンテックブレ
イクスルーアワードプログラム2021におけるトレーディングプラットフォーム最優秀賞の受賞
を誇りに思います。”
― ジェームス・ジョンソン、マネジング・ディレクター、フィンテックブレイクスルー
フィンテックブレイクスルーアワードは世界中のフィンテック革新者・リーダー・先見の明の
ある人々によって設立された最高のアワードプログラムである。本プログラムはデジタルバン
キングや個人金融、レンディング、支払い、投資、RegTech, InsurTech 他と多岐に渡り、2021年
のプログラムにおいては世界中から 3,850 のノミネーションがあった。
“運用会社は複雑さの増大によって断片化されたワークフローと生産性の損失などの課題に直面
しています。私共のグローバルなソリューションはトレーダーに株、債券、デリバティブ、先
物や為替をトレードする際に単一で一貫したインターフェイスを提供します。私共のマルチア
セットプラットフォームが2021年のフィンテックブレイクスルーアワードプログラムに認識さ
れて感激しております。”
― マイケル・ビアティ、商品戦略ディレクター、Charles River Development
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Microsoft Azure クラウドにより提供されるチャールズリバーのオープンな設計プラットフォー
ムは、第三者のトレード分析・TCA、データおよび流動性プロバイダーといった成長するエコ
システムを持つ相互運用性を提供し、ヘッジファンドから複数のファンドを持つ巨大機関投資
家まで全ての会社にとって、投資プロセスからプロダクトミックスの需要への対応を可能にす
る。
EMSはリアルタイムのレベル I & II データ、 時間とセールス、過去のプライス、ニュース、イン
ディケーション・オブ・インタレスト (IOI), 有効なカウンターパーティ、ディーラーのリストを
提供し、トレーダーにプライス、流動性、ボリュームの全容を提供する。
また、広範囲の分析と統合された約定前後の TCAは、トレーダーがマーケットのシグナルを速
やかに発見し、トレードの決定に取り入れるのに役立つであろう。
####
チャールズリバー（ステート・ストリート・グループ）について
世界の 30 カ国以上の資産運用会社、アセットオーナー、ウェルス・マネージャー、ヘッジファン
ド、保険会社がチャールズリバーのフロントとミドルオフィスの投資管理プラットフォームに依存
しており、運用資産総額は 30 兆米ドル超に上ります。ステート・ストリートのミドル・バックオフ
ィス業務のケイパビリティと共に、チャールズリバーのクラウドベース・ソフトウェアテクノロジ
ーは、ステート・ストリート・アルファ（State Street Alpha℠）の根幹を構成します。Charles River
IMS は、様々な資産クラスにおけるポートフォリオ管理及びリスク管理からトレーディング、約定
後決済に至るまで一貫して一元的コンプライアンス及びデータ管理を可能にすることで、投資プロ
セスの自動化・簡素化を実現します。チャールズリバーは、お客様が独自の資産運用の追求や資産
クラスミックスの実現に必要な外部データへのシームレスなアクセス、分析、アプリケーション、
流動性を可能にするために第三者プロバイダーとのエコシステムの強化に取り組んでいます。米マ
サチューセッツ州バーリントンに本社を構え、11 地域のオフィスで働く 1000 名以上 の従業員が世
界中でお客様をサポートしております。（データは 2021 年 2 月現在）

フィンテックブレイクスルーについて
テックブレイクスルーの一部であり、世界中における技術革新やリーダーシップを認識するプ
ラットフォームおよびマーケットインテリジェンスである“フィンテックブレイクスルーアワー
ドプログラム”は金融テクノロジー、サービスやプロダクトの卓越性を高く評価するために捧げ
られています。
フィンテックブレイクスルーアワードは支払い、個人金融、ウェルスマネジメント、不正防
止、バンキング、レンディング、RegTech, InsurTechを含む様々な分野でのフィンテックの会社
や商品の一般への認識を促進致します。
詳細については、FinTechBreakthrough.comをご覧ください。

ステート・ストリート・コーポレーションについて
ステート・ストリート・コーポレーション（NYSE: STT）は、機関投資家を対象に投資サービシン
グ、投資運用、投資リサーチ、トレーディングなどのサービスを提供する世界有数の金融サービス
プロバイダーです。ステート・ストリートは、2020年12月末現在、保管・管理資産36兆6000億ド
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ル、運用資産3兆1000億ドル*を有し、世界の100を超える地理的市場で、世界中に約3万9000名の従
業員を擁して、業務を展開しています。詳細については、ステート・ストリートのウェブサイト
www.statestreet.comをご覧ください。
*運用資産は 2020 年 12 月 31 日現在のもので、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビュ
ーターズ（State Street Global Advisors Funds Distributors） LLC (SSGA FD) が単独の販売エージェントとなっている SPDR®商品に関連す
る資産 750 億ドルが含まれています。SSGA FD 及びステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは関連会社です。
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