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[FT]⾦の切れ⽬が縁の切れ⽬ ドイツ銀不信の構図 
⾦融機関  ヨーロッパ  FT

毎年何百万ドルもの給料を払っておいて、⼀旦クビと決めれば、私物を抱えて即刻社屋
から退去するよう命じる－－そんな経営者はちょっと尋常ではない。

8⽇にロンドン、ニューヨーク、⾹港のドイツ銀⾏で繰り広げられた光景は、2008年に
リーマン・ブラザーズが破綻して以来おなじみの場⾯だ。⾏内では、解雇された株式ト
レーダーや営業の⼈たちがロンドン本社の建物に3時間とどまることを許されたのは、珍
しく⼈道的な⾏為だと受け⽌められた。

苦渋の表情の⾏員もいたが、多くはそうなる⽇
も遠くはないと予想していて、社屋を後にする
と近くのパブに流れた。国際的な投資銀⾏のト
レーディングフロアにいれば、いかにも起こり
うることだ。最後にサインするのは、解雇と引
き換えの給料の受領証だ。

投資銀⾏の解雇がこんなにも唐突なのにはもっ
ともな⾯はある。セキュリティーカードをすぐ
さま無効にし、システムへのアクセスを遮断し
て、怒った⾏員が不正取引で仕返しするのを防ぐのだ。だが、そこには組織の体質的な
問題が⾒てとれる。銀⾏は⾏員を疎外している。まるで仕事も⽇々の取引のひとつであ
るかのように。

■20年来の野望

1999年、ドイツ銀はバンカース・トラストを買収、投資銀⾏の世界でゴールドマン・サ
ックスなどの強豪と肩を並べた。その20年来の野望に終⽌符を打つ理由を説明するの
に、クリスティアン・ゼービング最⾼経営責任者（CEO）は「規律」という⾔葉を使っ
た。最⼤の謝意は、同⾏の⾃動化を進めることになるSAP社のベアント・ロイカート
CEOに向けられた。

ゼービング⽒が⾼額のボーナスに⾒合う利益を上げない社員にうんざりしていたのは理
解できる。ドイツ銀の2018年10〜12⽉期決算はコストが収⼊を上回り、同⽒は22年ま
でに1万8千⼈を削減することを決めた。同⾏の拡⼤を担ってきたトレーダーたちのもと
で、「壮⼤な野⼼」（ゼービング⽒）は戦略に取って代わられた。

だが企業と従業員の間に強い絆がなければ、企業の⻑期的な成功はおぼつかない。絆を
⽋くのはドイツ銀に限らない。多くの投資銀⾏では、従業員を動機づけているのはほと
んどお⾦だけであり、その企業⽂化は極めて脆弱だ。

■⽬的意識のない労働
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多くの専⾨職、特に医療や教育などの分野では、個⼈と仕事には⼀体感があり、⼈は仕
事のなかに個⼈的な⽬的を⾒いだす。ある研究はカール・マルクスの労働疎外論を引⽤
して「⽬的意識がなければ、労働はばかばかしく、疎外感を⽣み、屈辱的ですらある」
と結論付けた。

業界の荒波を⽣き延び、成功して⾼給取りとなったロンドンの投資銀⾏バンカーを調べ
た2⼈の研究者は、彼らの冷ややかな⼈となりに驚きつつ、「仕事の意味、感情、労働価
値への個⼈的投資」が⽋落していることを強調した。

また投資銀⾏のバンカーの間に「アイデンティティーの最⼩化」現象が起きていると指
摘した。「機械か雇い兵といっていいような姿勢で⾃⾝や仕事に向き合い」、もっぱら
お⾦を稼ぐことに集中する。上司の誠実さなど当てにもせず、いつか解雇されても当然
と考えている。

世間のイメージとは違い、実際の投資銀⾏のバンカーは⼈間的だ。だが彼らが近しい関
係を築くのは、雇⽤主ではなく、周りの同僚やアセットマネジャー、共に仕事をする顧
客だ。雇⽤者はバンカーがもたらす利益に対して報酬を与え、バンカーは無感情をもっ
てそれに応じる。

■成績はマーケット次第

「バンカーはやたら仕事ができ、やけに⾼給を取り、いなくてはならない存在だと思わ
れる。だがマーケットが悪くなれば、成績は落ち、⾏内での扱いもあからさまに悪くな
る」。トレーダーの業績とマーケット環境との間には、こんな「ベータ」の関係がある
とある投資銀⾏の幹部は指摘する。

これは、ドイツ銀⾏で起きたこと、そして解雇された従業員がそれを宿命として受け⼊
れたことを分かりやすく説明している。同僚たちとお互いに不遇をかこった後、ヘッド
ハンターに電話を掛け、他⾏に⾏けば⾃分がどれだけ利益を⽣めるかを説明した⼈もい
たことだろう。

「この20年で羅針盤を失った」。リストラ計画の発表後、ゼービング⽒は投資家にこう
語った。また⾏内に向けては書⾯で、「常に、個⼈の利益よりも、銀⾏と顧客を最優先
に置く」新しい企業⽂化を築きたいとのメッセージを伝えた。解雇された株式トレーダ
ーたちには、何を意味したかは明らかだ。

だが今クビを切った⼈たちに、彼らの貢献が⼗分でなかったと⽰唆するのは賢明とはい
えない。ドイツ銀⾏はしばらくの間ボーナスを⽀払ってくれた場所にすぎないと考えて
いた⼈もいただろうし、実際それは正しい認識だった。仮に過度に会社を信頼していた
⼈がいたら、その⼈はばかを⾒たことだろう。

■相互不信を超えられるか

投資銀⾏において、組織と⾏員の間の相互不信は業のようなもので、それを打ち破るの
は容易ではない。職の保証がないトレーダーは⾼給を求め、より良い条件をオファーす
る会社への転職をちらつかせる。銀⾏は⾼収益事業や、中国などの成⻑地域に注⼒し、
⾜⼿まといは切り捨てる。

投資銀⾏業務は不安定でリスクが⼤きすぎると結論付けたのはゼービング⽒が最初では
ない。もしかしたら、別の野⼼家が、暗号を解いて、別の仕組みで動く銀⾏を作り上げ
る⽇が来るかもしれない。だが、それまでは、バンカーは使い捨ての⾼給取りであり続
けるだろう。

By John Gapper
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