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大手銀行の取締役会における
リスク委員会憲章の概観
2

つの米国大手銀行グループがここ数四半期にわ

います。リスクマネジメント体制やリスク監視体制の重大な

たり、大きく異なる決算結果を発表しています。一

欠陥は、時には多大な損失をもたらす場合もあることから、

方の大手銀行グループの平均ROA（ROAA）の平均値は他

極めて危険です。取締役会におけるリスク委員会は、リスク

方の大手銀行グループに対して57％も大きくなっています。

監視の最高機関および「経営者の姿勢」の重要な推進機関

平均総資産額などそれ以外の指標に関しては、両銀行グ

として、ますますこの変革に着目しています。

ループの結果は概ね似通ったものとなっています。

リスクマネジメント領域の規制上の期待の高まりは、その

これらの２つの銀行グループ間で大きく違う点は、より優

他の規制と相まって、銀行への圧力を増大させています。

れた業績を上げた銀行グループの取締役会におけるリスク

特に米国では、米連邦準備理事会（FRB）の健全性強化基

委員会憲章にはリスク管

準（EPS）によって、

理専門家の必要性が記

米国の銀行持株会

1

載されていたことでした 。

社（BHC）は2015年1

もちろん、相関がある

月1日までに追加の

ことと因果関係があること

多くの銀行では、リスクマネジメントを

なリスクガバナンスという
取組みが導入されたのは
つい最近のことですか
ら、確固としたリスクガバ

強化し、適切な方針や「リスクインテリ
ジェント」な企業文化を組織全体に浸

になるまでにはまだ時間
がかかるでしょう。取締役
会におけるリスク委員会

義務付けられていま
す。これが最近の取
り組みの主因です
（具体的には別表C
を参照）。また、米国

ナンスと業績との長期的
な関連を検討できるよう

リスクガバナンス基
準を整備することが

は別のことです。より厳格

透・定着させる取り組みが最優先課
題と位置付けられています。

通貨監督庁（OCC）
の強化基準など、他
の政府機関からも
同様な規則が発表

に、リスク管理専門家の

され、銀行の取締役

参画を義務付けているの

会の義務、構成メン

は、リスク管理やリスクガ

バー、その他実務に
対する新たな期待

バナンスに対する銀行の
コミットメントを示す明確な証しであり、理論的にはこれが業
績にプラス影響を及ぼす可能性があります。

が示されており、銀行の取締役会への負荷が増大していま
す。また、FRBの包括的資本分析レビュー（CCAR）プログラ

多くの銀行がこの教訓を重く受け止めているように思わ

ムの実施によって、リスクマネジメントプログラムや自己資

れます。多くの銀行では、リスクマネジメントを強化し、適切

本管理プログラムに対する銀行のガバナンス体制が一段と

な方針や「リスクインテリジェント」な企業文化を組織全体に

注目されるようになっています。

浸透・定着させる取り組みが最優先課題と位置付けられて
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米国以外では、欧州連合（EU）の自己資本規制（CRD

役会がリスクガバナンスの強化策として検討すべき措置

IV）が銀行取締役会のリスクガバナンスに同様な影響を

を提言しています7。今回の調査は、その調査目的は過去

2

及ぼす可能性が高いでしょう 。また、バーゼル銀行監督

の調査と同一であり、過去の研究や取締役会のリスクガ

委員会は銀行のコーポレートガバナンス諸原則（改訂版）

バナンスに関するデロイトの膨大な公表済みの研究成果

を最近発表し、取締役会レベルでのリスク監視強化を求

を基礎としながら、最新の状況を調査するものです。

めており、これもこうした動きを加速させる一因となってい
ます3。

今回の主要な相違点は、2009年の我々の調査の中で
取り上げられた多くのガバナンス実務が現在では銀行の

これらの新基準を充足するに当たって、銀行は方針や

遵守義務として既に規則化されている（あるいは今後規

プロセス要件にテクニカルに遵守していることを示すこと

則化される予定になっている）ということです。新たに規則

が必要ですが、それだけではなく銀行取締役会における

化されたものの中には法律上の規制要件に基づいて制

リスク委員会が監視義務の一環として経営陣の決定に対

定されたものも含まれています。これらの新規則によっ

して効果的に異議を唱える能力を持っていることを示す必

て、我々は銀行のリスク監視の現状を十分な情報に基づ

要性がますます高まっています。OCCの強化基準でもこ

いて評価できるようになりましたし、また銀行がこれらの

のことが要件となっています。

新規制要件を遵守する上で直面する課題を理解する手

別の言い方をすれば、これらの規制によって取締役の

がかりを得ることができました。

責任と潜在的な法的責任が増大しているということです。
このように取締役の責任が増大したことによって、Per
Ardua Associates の調査で示されている通り、意図しな
い結果が生まれている可能性があります。同調査では、
調査対象となった金融セクターの非執行取締役の80％が

重要な発見事項： 銀行が最も
大きく変わったのはどこか？

リスク委員会が最も難しい仕事であると回答しています4。

規制上の期待が高まっていることや市場が一層複雑さ

このような回答結果となった3つの可能性ある説明とし

を増していることに加えて、好業績を達成する必要性があ

て、取締役会におけるリスク委員会の責任範囲が広範で

ることから、組織全体を通じて、また組織の監督をおこな

あること、リスク委員会が性質上将来を見通しているこ

う取締役会におけるリスク委員会内で、リスクマネジメント

と、規制遵守が性質上テクニカルなものであることが挙げ

を一段と強化する必要性が高まっています。我々が2011

られます5。

年に実施した調査以降、米国大手銀行を中心に多くの銀

デロイト金融サービスセンター6は2009年および2011年

行で取締役会のリスクガバナンス体制が大幅に強化され

の2回、米国大手銀行および外国大手銀行におけるリス

ています。とはいえ、最新の入手可能なデータによれば、

ク監視実務を把握するために、これらの銀行の取締役会

一部の領域ではいまだに改善が進行中であることが示さ

におけるリスク委員会憲章に関する調査を実施し、取締

れています。

留意事項
我々の過去の調査と同様に、リスクガバナンス領域における銀行の実務を推測するために銀行持株会社の取締役会のリスク委員会
憲章を使用しました。取締役会のリスク委員会憲章は、取締役会レベルでのリスク監視に関する重要な指針文書であるとともに、取締
役会のリスク監視に対するコミットメントを示し、経営陣および取締役会の責任を発信する明確な手段でもあります。また、銀行取締役
会のリスク委員会憲章は、取引先企業、投資家、規制当局などその他の利害関係者に当該銀行の取締役会のリスクガバナンス方針
を発信する重要な手段と受け止められる場合もあります。
取締役会のリスク委員会憲章に、当該取締役会のリスク委員会が実際に従っている行動、方針、活動のすべてが完全に反映されてい
ない可能性があることは認識しています。同様に、憲章に規定された項目の中にも実際に実施されていない項目もあるかもしれませ
ん。したがって、そうした見地から我々の調査結果を解釈されることをお勧めします。とはいえ、明確かつ正確で包括的なリスク委員会
憲章文書は取締役会レベルの強力なリスク監視体制の構築のために必要不可欠な基盤であると考えています。
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例えば、

米国以外のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SI
Bs）は、米国の銀行と同一水準の規制上の期待への対応

• すべての米国大手銀行（次ページの「調査方法」を参照）

を求められているわけではありませんが、米国大手銀行に

では取締役会におけるリスク委員会が設置されており、

比べると対応が遅れているように思われます。数は少ない

また正式な憲章が制定されています。大半の取締役会に

ものの、取締役会レベルの専任のリスク委員会を設置して

おけるリスク委員会は、他の責任と兼務ではなく、リスク

いない銀行もありますし、また取締役会におけるリスク委員

ガバナンスだけを専門で担当する目的で設置されていま

会の責任を詳細に文書化していない銀行数はさらに多くな

す。しかし、取締役会におけるリスク委員会へのリスク管

っています。一般的に言って、米国以外の銀行の取締役会

理専門家の参画はFRBの健全性強化基準で義務付けら

におけるリスク委員会憲章は、米国銀行の取締役会におけ

れており、またリスク監視の効果的な実施のために重要

るリスク委員会憲章ほど詳細な内容となっていません。米

な要因となりますが、これらの憲章文書の中でリスク管

国以外の銀行の取締役会におけるリスク委員会憲章にお

理専門家の参画の必要性が規定されているのはわずか

ける監視権限やリスクマネジメント部門の独立性に関する

39％にすぎません8。

規定内容は、米国銀行の取締役会におけるリスク委員会
憲章に比較して、限定的となっています。

• すべての米国大手銀行の取締役会におけるリスク委員

我々の調査対象とした外国金融機関の米国銀行子会社

会憲章にはリスクマネジメントの方針および手続に関す

の中で取締役会におけるリスク委員会憲章が公表されてい

る取締役会におけるリスク委員会の監視責任が規定され

るのはわずか1行でした。米国銀行以外の銀行によるFRB

ています。しかし、「取締役会におけるリスク委員会が重

の健全性強化基準の遵守期限は2016年であり、米国銀行

要なリスクマネジメント方針を承認する権限を有する」と

より1年遅れとなっています。憲章の制定は健全性強化基

いうことはFRBの健全性強化基準の要件の1つですが、

準には明示的に義務付けられていませんが、取締役会に

このことが憲章に明記されているのはそのうちの57％に

おけるリスク委員会の監視責任を正式に成文化すること

すぎません。

は、銀行が米国規制当局の厳格な基準に合致するための
準備に役立つことになります。また、憲章の制定は、規制遵

• 大半（86%）の米国大手銀行の取締役会におけるリスク委

守にとどまらず、取締役会におけるリスク委員会が優先順

員会憲章には、経営陣によるリスクマネジメント戦略の実

位を定め、それを組織内に周知徹底するとともに、投資家、

施状況を監視する取締役会におけるリスク委員会の責

規制当局、その他一般の人へ発信する上で役立ちます。

任が規定されています。しかし、取締役会におけるリスク
委員会にリスクマネジメント部門の独立性を守るための
プロセスや体制を監視することを義務付けているのは、
米国大手銀行の36％にしかすぎません。
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調査方法
取締役会におけるリスク委員会憲章に関する分析
デロイト金融サービスセンターは、取締役会におけるリスク委員会憲章に適用する25の評価規準を網羅したリストを作成しました。これ
らの評価規準は幅広い規制上の要件や各専門家が特定したリーディングプラクティス（優良事例）9に基づくだけでなく、特にFRBの「銀
行持株会社や外国金融機関を対象にした健全性強化基準」の要件を参考にして設定されています10。
我々は、今回の調査の実施に当たり、公表されている場合に限り、以下の文書を入手しました。
1.

米国連邦金融機関検査協議会（FFIEC）のデータに基づいた2014年3月31日時点で500億米ドル超の資産を保有する米国金融
持株会社の取締役会におけるリスク委員会憲章。銀行系金融持株会社と同様な規制上のリスクマネジメント要件が適用されな
いことから、貯蓄貸付組合持株会社については対象外としています。

2.

米国以外のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）11については、英語版が入手可能な場合に限り、リスクガバナンスに
特化した取締役会におけるリスク委員会憲章およびリスクガバナンス以外の責務も担当している取締役会におけるリスク委員会
憲章、あるいは、それらに類似した文書。

3.

米国の金融安定監視評議会（FSOC）によってシステム上重要な金融機関（SIFIs）と指定された米国ノンバンク金融会社の取締
役会におけるリスク委員会憲章。

別表Aに記載した属性に基づいて合計48の取締役会におけるリスク委員会憲章をレビュー・評価し、憲章が各評価規準を充足してい
るか否かを判定しました。当該評価は2014年8月から9月までの期間にその時点で最新の公表文書を使用して行いました。

リスクガバナンスと財務業績
財務業績と特定の取締役会リスクガバナンス基準との関係については、米調査会社SNL Financial LC12のデータを使用し、上述した取
締役会におけるリスク委員会憲章の分析結果に基づいて分析しました。本レポートに記載されている財務データはすべて、レビューし
た取締役会におけるリスク委員会憲章の日付に最も密接に対応する期間である2013年および2014年上半期における四半期実績の
平均値としています。分析の対象期間は関連データの有無によって制約されていますが、憲章に記載されている事例や懸念領域の
多くは、最近の規制強化の動きへの対応です。
データ不足のため、財務業績の分析は米国の金融機関に限定しています。我々の憲章分析の対象となっているが、他の調査対象の
金融機関と事業構成が大幅に異なる米国金融機関4行は財務業績分析の対象外としました（例えば、経常収益の大部分を決済事業
から上げているような銀行持株会社です）。一部の金融機関を財務業績分析の対象外としたことで分析結果の方向性が歪められては
いません。事実、当該分析結果は前提とした結果と概ね整合しています。
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なぜリスクガバナンスの強化が
重要なのか？
リスクガバナンスと業績との関連性

規

制上の期待が高くなっていくなかで、銀行は取締

特に不良債権比率にはROAAと類似のパターンがみられま

役会のリスクガバナンスを改善し続けざるを得な

す（図2）。

くなっています。しかし、リスクガバナンスを適切に実施する

誤解のないように言うと、これらの関連性が意味するとこ

ためには単なるコンプライアンスの実践を超えた取り組みを

ろは、銀行のリスク委員会憲章にこれらの項目を規定すれ

目指さなければなりません。一流の金融機関は、規制の有

ば、当該銀行の業績改善につながるということではなく、リ

無に拘らず、常に一段と高い基準の達成を目指して取り組

スクガバナンスに対する当該銀行全体のコミットメントの証

んでいくでしょう。
銀行によるリスクガバナンスの改善は、複数のレベルで
大きな意味を持ってくる可能性があります。戦略的目標に

一流の金融機関は、規制の有無に拘らず、

沿ってリスクを管理するのは経営陣の役割ですが、取締役
会におけるリスク委員会は経営陣のリスクテイク実務の監
視や、リスクマネジメント実務が経営目標と合致するよう監
視するという重要な役割を担います。
さらに広い意味では、リスクガバナンスを強化することは

常に一段と高い基準の達成を目指して
取り組んでいくでしょう。

堅実なビジネスを行うことになります。つまり、リスクガバナ
ンスの強化は財務業績にも好影響を及ぼす可能性があり

しと見做されるということであり、また、健全なリスクガバナ

ます。

ンスと良好な財務業績との関連性が存在する可能性があ

我々の分析の対象期間は比較的短期間でしたが、この

ることが示唆されているということです。

分析によっても直感的に感じたこうした関連性の妥当性が

その他の調査結果でもこの点が裏付けられています。リ

裏付けられています。リスク管理専門家の参画の義務化要

スクガバナンスと銀行の財務業績の関係を検討した2012年

件など、取締役会におけるリスク委員会の複数の評価規準

の学術調査では、最高リスク管理責任者（CRO）が取締役

を分析してみると、リスクガバナンス強化と（図1の通りROA

会の直属となっている銀行は最近の経済混乱期に、CROが

Aベースでの）財務業績との間にプラスの関係があることが

経営者の直属となっている金融機関に比較してより高い自

示されています13。平均自己資本利益率（ROAE）など類似

己資本利益率（ROE）や株式収益率を上げていることが明

の指標についても同じことが言えます。

らかになっています 14 。

リスクガバナンスと財務業績とのこうした関係は、それ以
外の業績指標にもほぼ当てはまります。
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図 1．利益性と取締役会のリスクガバナンス（2013 年～2014 年上半期）
取取締役会のリスク委員会
にリスク管理専門家が参
画することが憲章で義務
付けられているか？

CRO は取締役会のリスク
委員会および最高経営責
任者（CEO）両方の直接監
督下に置かれることが憲章
で義務付けられているか？

取締役会のリスク委員会が
銀行全体のリスクマネジメン
トフレームワークをレビューし
承認しているか？

1.04

1.05

平均 ROAA

0.88

該当しない 該当する

0.81

該当しない 該当する

部分的に該当する* 該当する

＊すべての米国銀行は少なくとも部分的にはリスクマネジメントフレームワークをレビューしているが、すべ
ての銀行が完全にレビューし承認しているとは限らなかった。
リスク管理専門家の参画を義務付けることにより信頼区間 95%にて有意な差異が生じるが、その他の関
係はサンプルサイズが小さすぎ有意性を見出せなかった。
出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、SNL Financial
LC、および、デロイト金融サービスセンターの分析結果。

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス| DUPress.com

図 2．融資の質（Loan Quality）と取締役会のリスクガバナンス（2013 年～2014 年上半期）
取締役会のリスク委
員会にリスク管理専
門家が参画すること
が憲章で義務付けら
れているか？

CRO は取締役会のリスク
委員会および最高経営責
任者（CEO）両方の直接監
督下に置かれることが憲章
で義務付けられているか？

平均不良債権比率（％）

4.00
3.00

3.01

3.29

3.09
2.69

取締役会のリスク委員会が銀
行全体のリスクマネジメントフレ
ームワークをレビューし承認し
ているか？

2.59

2.57

2.00
1.00
0.00
該当しない

該当する

該当しない 該当する

部分的に該当する* 該当する

*すべての米国銀行は少なくとも部分的にはリスクマネジメントフレームワークをレビューしているが、すべ
ての銀行が完全にレビューし承認しているとは限らなかった。
出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、SNL Financial
LC、および、デロイト金融サービスセンターの分析結果。
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リスク監視の強化を通じて業績向上を図る

進化する銀行取締役会における
リスク委員会
傾向と発見事項

リ

スクマネジメントの欠陥を示す証拠が相次いで明ら

会におけるリスク委員会の効率性を確保するためには必要

かになっており、これによってリスクガバナンスと財

不可欠です。こうした認識の下に、多くの銀行はこれらの基

務業績の関連性があることが裏付けられているように思わ

礎的な要素に細心の注意を払ってきています。

れますが、こうした状況を踏まえて規制強化の圧力も高まっ

銀行取締役会におけるリスク委員会憲章に関する我々

ています。規制要件の一段の厳格化によって銀行取締役

の分析でも、取締役会のリスクガバナンスが強化されてい

会や取締役会におけるリスク委員会の構造、構成メンバ

るという印象が正しかったことが裏付けられています（図3参

ー、指揮命令系統、独立性などに新たに注目する必要性が

照）。我々の評価では、2014年時点に米国大手銀行の89％
が独立したリスク委員会を設置しています（リスクガバナン

高まっています。
銀行は、取締役会のリスクガバナンス強化という課題に

スの責任以外にコンプライアンス等の関連領域の責任も兼

対応するに際して、基本的な事項から取り組みを始めてい

務しているリスク委員会を含めれば100％になります）。これ

ます。取締役会におけるリスク委員会の責任範囲、ガバナ

は2009年のわずか53％、2011年の74％とは対照的な結果

ンスの文書などの事項や、当該委員会メンバーの資格など

となっています。また、文書化基準もしっかりと定着していま

は当たり前のことのように思えるかもしれませんが、取締役

す。調査対象となったすべての米国銀行が取締役会におけ

図 3．取締役会におけるリスク委員会の構造および組織
該当する

該当する
米国大手銀行

部分的に該当する

米国以外の
G-SIBs

銀行は独立したリスク委員会を設置してお
り、またリスク委員会に十分な権限や資源
を付与している。

89%

11%
10% 15%

75%

リスク委員会は取締役会承認済みの正式
な憲章を制定しており、また憲章は文書化
されている。

取締役会のリスク委員会憲章では当該リスク委
員会が経営リスク委員会の憲章をレビュー、承認
することが義務付けられている。

部分的に該当する
該当しない

該当しない

100%
15%

50%

36%
10%

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サービスセンター
の分析結果。四捨五入により合計が 100%にならない場合があります。

4%

35%

61%
90%

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス| DUPress.com
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るリスク委員会の正式な憲章を制定（および公表）していま
す。その一方で、米国の大手外資系銀行9行のうち当該憲
章を制定しているのは現在のところ1行のみです。
しかし、一部の米国銀行は、取締役会におけるリスク委
員会のガバナンス体制をさらに調整することを検討している

委員会のメンバー構成：専門性や
独立性の要件には改善の余地が
ある

可能性があります。例えば、一部の銀行のリスク委員会で
はリスク監視と監査、コンプライアンスなどの他領域の責務

リスク委員会の責務範囲は重要ですが、委員会構成は

を兼務しています。これはリスク委員会に一段と幅広い権

それ以上に重要な場合があります。委員会のメンバー構成

限を付与することになるかもしれませんが、同時に委員会メ

に適切な専門性や経験を有するメンバーが含まれない場

ンバーが中核となるリスク問題に割ける時間や集中力が制

合には、委員会は複雑なリスク指標や規制上の問題の対

限される可能性があります。

処に苦しむ可能性があります16。取締役会におけるリスク委

銀行はこのような責務や権限の幅と深度のトレードオフ

員会のメンバー構成に十分な数の独立したメンバーが含ま

を慎重に評価すべきです。最近のデロイトトーマツの調査で

れていない場合には、当該リスク委員会は規制要件に抵触

も、「監査委員会と同様、取締役会の仕事量が増加してき

する決定を行う可能性もあります。さらに重要なことは、こ

ており、多くの場合リスク監視の任務も負っている」ことが明

れらメンバー構成の欠陥によって、取締役会におけるリスク

15

らかになっています 。その解決策の1つは、他の委員会の

委員会の的確な見解を示す能力が阻害され多大の損失を
伴う可能性のある監視の欠落を回避する
ことができない可能性があることです。

規制要件の一段の厳格化によって銀行取締役
会や取締役会におけるリスク委員会の構造、

その証拠を求めて取締役会におけるリ
スク委員会憲章に再び目を向けてみる
と、多くの米国銀行がリスク委員会のメン
バー構成を文書化する機会を逃している
ように思われます（図4参照）。これは、当

構成メンバー、指揮命令系統、独立性などに

該米国銀行が、委員会のメンバー構成に
関する規制上の要請やリーディングプラ

新たに注目する必要性が高まっています。

クティスにまだ適応できていないことによ
るものと考えられます。FRBの健全性強
化基準ではリスク委員会のメンバーが「大

メンバーとなっている取締役会メンバーが必要に応じて参
加できるように取締役会におけるリスク委員会の会合スケ
ジュールを設定することですが、一部の銀行では既にこうし
た取り組みがなされています。
数多くの米国銀行でリスクガバナンスにおいて前進がみ
られますが、対照的に米国以外のグローバルなシステム上
重要な銀行（G-SIBs）の数行では専任の取締役会における
リスク委員会が設置されていません。米国銀行の取締役会
について述べた通り、リスクガバナンスと監査を兼務するこ
とは両方の領域を監視する必要があることから、委員会メ
ンバーの両方の領域を監視する能力を妨げる可能性があ
ります。他のいくつかの米国以外の銀行には独立したリス
ク委員会が設置されていますが、委員会の運営を憲章や
運営規約に文書化し公表していないことから、取締役会レ
ベルのリスクガバナンスの透明性が制限されており、もしか
するとリスクガバナンスに対する厳格さが限定的となってい
る可能性もあります。

規模で複雑な金融機関のリスクエクスポ
ージャーを特定、評価、管理した経験」を保有していること
が義務付けられていますが、取締役会におけるリスク委員
会憲章でこれが義務付けられているのはわずか39％にす
ぎません。とはいえ、以前に比べれば大きく改善していま
す。取締役会におけるリスク委員会憲章に関する我々の
2011年の調査では、2011年にこの要件を満たしている銀行
は存在していませんでした。米国以外のグローバルなシス
テム上重要な銀行（G-SIBs）の中ではこの問題に対応して
いる銀行の数はさらに少なくなっています。米国以外のGSIBsのリスク委員会憲章の中でリスクの専門性の必要性に
言及している憲章はわずか15％にすぎません。
とはいえ、米国銀行、米国以外の G-SIBs ともに、リスク
委員会の独立性を強化するための措置を講じてきているよ
うに思われます。調査対象の米国銀行 5 行のうち約 4 行、
また米国以外の G-SIBs についてはその 60％が、1 人以上
の独立取締役のリスク委員会への参画の要件を文書で規
定しています。我々の 2011 年の調査では、独立取締役の
リスク委員会への参画の要件を文書で規定している米国銀
行はわずか 30％にすぎませんでした。
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図 4．取締役会におけるリスク委員会のメンバー構成

該当する
米国大手銀行

部分的に該当する
該当しない

該当する
米国以外の
G-SIBs

部分的に該当する
該当しない

最低 1 名のリスク管理専門家がリスク委員
39%
会のメンバーとして参画することが憲章で義
務付けられている。 10% 5%
独立非業務執行取締役がリスク委員会の委員長
を務めることが憲章で義務付けられている。

61%
85%

75%

25%
独立取締役がリスク委員会のメンバーと
して参画することが憲章で義務付けられ
ている。

リスク委員会の全メンバーが独立取締
役であると憲章に記載されている。

39%

61%

21%

79%

40%

60%
54%
15 %

46%
85 %

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サービスセン
ターの分析結果。四捨五入により合計が 100％にならない場合があります。

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com

意外にも、すべての米国銀行の取締役会におけるリスク

要件の重大さや運用上の困難さが顕著であることから、こ

委員会憲章で、健全性強化基準の要件の１つである「独立

の問題に注目が集まっています。特に米国の規制当局が

取締役がリスク委員会の委員長を務めること」が義務付け

期待する「効果的な批判的検討（effective challenge）」基準

られているわけではありませんでした。実際のところ、レビュ

を充足するための銀行の取り組みに顕著にこの傾向がみ

ーした米国銀行の取締役会におけるリスク委員会憲章の

られます。（簡単に言うと、「効果的な批判的検討」基準で

わずか61％にしか当該要件が規定されていませんでした。

は、リスクマネジメント実務が変化をもたらすために十分な

幸いにも、米国銀行は実際の運用においては通常、独立
性に関する規制要件やリーディングプラクティスを充足して

能力、権限、動機を兼ね備えた監督機関により批判的に検
証されることが義務付けられています18。）

います。調査対象となった米国銀行の取締役会におけるリ

規制当局の期待の高まりの影響は取締役会におけるリ

スク委員会ではすべて独立取締役が委員長を務めており、

スク委員会憲章にも徐々に鮮明になりつつあります。米国

そのうちの多くのリスク委員会で構成メンバー全員が独立

銀行の取締役会におけるリスク委員会憲章の100％、米国

取締役となっていました17。こうした実際の運用を取締役会

以外のG-SIBsのリスク委員会憲章の75％では、取締役会

におけるリスク委員会憲章に明記していないことによって、

におけるリスク委員会がリスクマネジメントガバナンスおよ

リスク委員会の独立性に対するコミットメントの強さを示す

びリスクコントロール基盤に関する方針や手続を監視する

機会を逸しているのは明らかです。

ことが義務付けられています（図5参照）。
このことはリスク委員会が担当するリスクの幅にも明確に

責任の増大と監視の範囲

現れています。米国銀行の取締役会のリスク委員会憲章
の約80％には、リスク委員会が信用リスク、市場リスク、オ

取締役会におけるリスク委員会については、責任の増大

ペレーショナルリスクだけでなく、流動性リスク、風評リス

に伴い監視権限の深度や幅が拡大しています。新しい規制

ク、自己資本管理なども含めた一連のリスク分類における

9
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図 5．取締役会におけるリスク委員会の責任
該当する
米国大手銀行

該当する
米国以外の
G-SIBs

部分的に該当する
該当しない

該当しない

リスク委員会に経営陣のリスクマネジメント
戦略の実施状況を監視する責任が課せら
れていることが憲章に明記されている。
リスク委員会がリスクマネジメントに関する方針
を承認し、定期的にレビューすることや、リスク
マネジメントフレームワークの運用を監視するこ
とが憲章で義務付けられている。

86%

7% 7%

55%

20%

10%

リスク委員会が自己資本管理、流動性管理など
を含むリスク戦略や、すべての種類のリスクを
監視する責任を負うことが憲章で示されている。

リスク委員会が新しいリスクを特定、報告し、当該リ
スクの対処策が確実に実施されるよう保証すること
が憲章で義務付けられている。

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サー
ビスセンターの分析結果。四捨五入により合計が 100％にならない場
合があります。

25%
43%

57%
75%

リスク委員会がリスクガバナンスやリスクコント
ロールの基盤に関する方針や手続を監視する
ことが憲章で義務付けられている。
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部分的に該当する

15%

100%
75%

10% 15%
21%

79%
40%

40%

21%
15% 15%

39%

20%

39%
70%

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com

リスクエクスポージャーを監視する責任を負うことが規定さ

また、リスク監視はどちらかと言えば後追い型（受け身）

れています。2011年の時点では、リスク委員会の責任範囲

の対応となっている傾向が強いように思われます。（a）取締

がこのように広範な領域をカバーしていたのは米国銀行の

役会におけるリスク委員会に対して新たなリスクに関する

63％にすぎませんでした。取締役会におけるリスク委員会

警告を発する必要性、および、（b）経営陣によるタイムリー

の権限が強化されているのは明らかです。少なくとも米国

で効果的な改善の実施を監視する権限をリスク委員会に付

銀行はより高い基準を充足するリスクガバナンス実務を文

与することが規定されているのは、5つの米国銀行のリスク

書で規定しています。

委員憲章のうち1つだけです。米国以外のG-SIBsのリスク

しかし、米国銀行の取締役会におけるリスク委員会憲章

委員会憲章でも同様に低調な結果となっており、新しいリス

の中で、リスク委員会に銀行全体のリスクマネジメント方針

クに関する警告や経営陣による改善活動の監視権限が規

を承認する責任を課しているのはわずか57％しかすぎませ

定されているリスク委員会憲章は全体の15％にすぎませ

ん。このことによって、レビューした銀行の約半数の取締役

ん。言い換えれば、この領域には改善の余地があるように

会におけるリスク委員会に重要な監視メカニズムが欠落し

思われます。

ている可能性があることが示唆されています。それでも、米

このような包括的な監視権限を付与することによって、リ

国銀行はこの点において米国以外の銀行よりもはるかに先

スク委員会メンバーは銀行がさらされている各種リスクの相

を進んでいます。米国以外のG-SIBsについては、わずか1

互作用をよりよく理解できるようになるとともに、新しいリス

0％のリスク委員会憲章にしかそのような承認権限が規定

クに対する迅速な対応に重点的に取り組むことができるよ

されていません。

うになります。

リスク監視の強化を通じて業績向上を図る

取締役会におけるリスク委員会活

する取り組みを行うよう経営陣に要求し、経営陣のかかる

動を支援するための資源

締役会におけるリスク委員会が、銀行内でリスク監視に関

取り組みを支援すべきです。恐らくもっと重要なことは、取
する最高権限を有する機関として、確固としたリスクカルチ

当然ながら、監視の権限や責任を効果的に履行するた

ャーの構築を推進する責任を負っていることです。

めには十分な支援と資源が必要です。米国銀行は、取締役

多くの銀行がこの責任を真摯に受け止めていることが取

会メンバーの訓練プログラムの強化、外部専門家を確保す

締役会におけるリスク委員会憲章で示唆されていますが、

る権限の強化などを実施し、この点でも大幅にリードしてい

我々の調査では、米国銀行は規制上の期待を十分に満足

ます。ほとんどすべての米国の取締役会におけるリスク委

するためにはこの点でさらに改善する必要があるかもしれ

員会が内部や外部の専門家を自由に招聘することができ

ないこと～少なくとも今まで講じてきた措置を文書によりよく

ることが憲章で示されています（図6）。また71％の米国銀行

記録する必要があること～が分かっています。大半の米国

では、リスク委員会が銀行内の主要役員の出席のもとに、

銀行の取締役会におけるリスク委員会憲章では、経営陣の

あるいは、経営陣の出席無しに非公開会議を開催すること

リスクマネジメント責任、および、経営陣のリスクマネジメン

ができるようなっています。現在の米国銀行はこれら両方

ト責任を監視するリスク委員会の責任が、直接的または間

の点で、米国銀行の2011年時点の状況や米国以外のG-

接的に規定されています（図7および8を参照）。しかし、米

SIBsに比べて優っています。つまり、2011年時点では米国

国銀行のリスク委員会憲章の中で、リスク委員会にリスクマ

の取締役会におけるリスク委員会憲章で非公開会議の開

ネジメント部門の独立性を要求し、促進する役割があること

催についての規定があるのは33％にすぎず、また米国以

が明記されているのはわずか3分の1強にすぎません。

外のG-SIBsでは5％にすぎません。

組織内での報告のあり方～指揮命令系統や正式な報告
のタイミングの両方の観点から～がリスクマネジメント部門

リスクマネジメント部門の独立性

を十分に支援する上で弱点となる可能性があります。取締

を促進する上での役割

りとコミュニケーションの確保が銀行にとって困難な課題と

役会におけるリスク委員会憲章の分析の結果では、規範作
なる可能性があることが示されています。CROが少なくとも

銀行のリスクカルチャーやリスクマネジメント部門が弱体

四半期に1回リスク委員会にリスクマネジメントの状況を報

であれば、権限や専門性はあまり意味がありません。上級

告することを明示的に義務付けているのは、米国銀行の取

経営幹部がリスクマネジメント部門の能力を育成・確保する

締役会におけるリスク委員会憲章のわずか36％にすぎま

責任を負う一方で、取締役会は豊富な人材やその他の資

せん。同様に、CROがリスク委員会、銀行のCEO両方の直

源が備わった独立したリスクマネジメント部門を設置・維持

接監督下に置かれることが規定されているのは、取締役

図 6．取締役会におけるリスク委員会への資源および支援の提供

該当する
米国大手銀行

部分的に該当する

該当する
米国以外の
G-SIBs

該当しない

部分的に該当する
該当しない

リスク委員会が、経営陣や取締役会の
事前承認なしで、内部や外部の専門家
を自由に招聘できることが憲章で規定さ
れている。

96%
40%

リスク委員会が非公開会議を開催できるこ
とが憲章で規定されている。

4%

10%

50%

71%
5% 10%

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サービ
スセンターの分析結果。四捨五入により合計が 100％にならない場合
があります。

29%
85%

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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図 7．CRO およびリスクマネジメント機能の独立性を守る上での取締役会におけるリスク委員会の役割

該当する

該当する
米国大手銀行

部分的に該当する

米国以外の
G-SIBs

部分的に該当する
該当しない

該当しない

経営陣のリスクマネジメント責任が憲章に規定
されている。

リスク委員会が CRO に十分な地位、権限、上位序
列、独立性が付与されるよう支援することが憲章で
規定されている。

リスクマネジメント機能の独立性が憲章で規定され
ている。

リスクマネジメントを経営目標と報酬体系に組入れ
ることが憲章で義務付けられている。

11% 11%

79%
60%

10%

30%

32%

11%

57%
95%

5%

36%

7%

57%
85%

10%5%

43%

39%

18%

35%

65%

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サービスセン
ターの分析結果。四捨五入により合計が 100％にならない場合があります。
グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com

会におけるリスク委員会憲章の中でわずか36％にすぎませ

第2に、CROやその他のリスク担当役員がリスク委員会と

ん。これらはいずれも、リスクガバナンスに関する健全性強

不定期にコミュニケーションをとることができることが規定さ

化基準の期待です。

れているのは、米国銀行の取締役会におけるリスク委員会

今回の調査によって、その他に2つ銀行に改善の余地が

憲章の中でわずか11％にすぎません。米国通貨監督庁（O

ある箇所が特定されています。第1に、「銀行のリスク委員

CC）の強化基準では、各銀行のCROの序列はCEO直下の

会は、CROが自分に課せられた責任を果たすための独立

地位に位置付けられ、またCROは取締役会やリスク委員会

性や権限を維持できるようCROの役割を積極的に支援す

に制限なく参画することができるよう義務付けられていま

る」という主旨の文言が織り込まれているのは、米国銀行

す。銀行がこれらの規則を遵守、または遵守を文書化する

の取締役会におけるリスク委員会憲章の中でわずか32％

ための取り組みを行うことから、この両方の点でさらなる進

にすぎないという点です。例えば、取締役会におけるリスク

歩が遂げられると予想されます。

委員会は、CROの任命、報酬や奨励金の体系、解雇につ

また、今回の調査の対象となった米国以外の銀行に関し

いてのレビュー、CROの行動の自由が確保されていること

ては、この領域における進歩はささやかなものにとどまって

の検証、その他類似の措置を講じることなどができると、リ

います。米国銀行との重要な相違点は、直接的、間接的を

スク委員会憲章に規定することができます。現状の32％は

問わず、経営陣にリスクマネジメントの責任を割当てていな

2011年時点の15％に比べればわずかに改善しています

いことでした。とはいえ、米国以外の銀行が米国銀行に比

が、さらなる改善を達成し、またより優れた内容の規定を憲

べて相対的に優れていた数少ない点の1つは、リスクマネジ

章に織り込むことができるはずです。

メント部門が不定期のやりとりを通じてリスク委員会にアク
セスできる点でした。
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図 8．取締役会におけるリスク委員会の指揮命令系統
該当する
米国大手銀行

部分的に該当する

該当する
米国以外の
G-SIBs

部分的に該当する

該当しない

リスク委員会が四半期に 1 回 CRO から報告を
受け、当該報告をレビューすることが憲章で義
務付けられている。

CRO がリスク委員会、CEO 両方の直接監督下に置
かれることが憲章で規定されている。

リスク委員会がリスクマネジメント機能から不定期
に報告を受けることが憲章で示唆されている。

該当しない

36%
15%

25%

39%
85%

36%

64%

20%

80%

11% 11%

79%

25%

75%

出所：銀行取締役会のリスク委員会憲章、および、デロイト金融サービスセン
ターの分析結果。四捨五入により合計が 100％にならない場合があります。
グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com

リスク認識やリスクカルチャーの
醸成上の役割
適切な「経営者の姿勢」を打ち出すことは銀行によるリス
クマネジメント強化の取り組みに極めて重要です。しかし、
リスクを奨励金体系の一部に組入れることが取締役会レベ
ルの文書で規定されていなければ、この経営者の姿勢を補
強する機会を逃していることになります。リスクマネジメント
上の懸念事項の解決を報酬体系の一部に組み込むこと
は、規制上の要件であり、また組織全体のリスクカルチャー
を強化するためには不可欠な要件ですが、取締役会におけ
るリスク委員会憲章に関する我々の分析によれば、これを
義務付けているのは米国銀行の43％にすぎません。
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取締役会のリスクガバナンス上
の課題を克服する
総

資産500億米ドル超の米国の銀行持株会社を対
象にして健全性強化基準が施行されたことから、

銀行は、法律の条文に合致さえすればいいという誘惑に囚

課題1：
権限の強化

われることなく、リスクガバナンス水準を向上するためにリ
ーディングプラクティスの実施に重点的に取り組んでいくべ

取締役会におけるリスク委員会に十分な権限と客観性を
持たせることが最優先されるべきです。とはいえ、適切に境

きです。
これらの銀行は、目標を高くすることによって、数々の難

界線をひくことは実際には難しい場合があります。

題に直面しますが（図9）、規律を持ってリスクガバナンス水

米国銀行を中心に取締役会におけるリスク委員会憲章

準に注意を払っていくことに加えて、リスク委員会のパフォ

を分析した結果によれば、取締役会がリスク委員会の権限

ーマンスを厳格に査定することによってこれらの困難を克服

を強化していることが示唆されています。しかし、リスク委員

することができます。

会の権限はさらに強化される必要があるかもしれません。

図 9．実施上の課題を克服する
課題 1：
権限の強化および 客観
性の向上

提言

課題 2：
リスク管理の専門性の構築

提言

課題 3：
リスク報告体制や
独立性の強化

提言

• あらゆる種類のリスクをリスク委員

• リスク委員会に必要なリスク管

• （CRO を含め）リスクマネジメント

会の守備範囲に組入れ、リスクを
包括的に捉えられるようにする。

理の専門知識を持つメンバーを
少なくとも 1 人以上参画させる。

• リスク委員会とその他の委員会と

• リスク委員会の他のメンバーに

を担当する上級経営幹部が制限
なくリスク委員会に参画できるよ
うに正式に規定する。

のつながりを確立する。ただし、リ
スクマネジメントの監視に関しては
リスク委員会が引き続き中心的な
役割を担うようにする。

リスク関連のトピックや規制上の
期待値について教育する。

• 外部専門家を自由に招聘できる

• 健全なリスクマネジメントの促進
に資するような奨励金体系を構
築する。

ようにする。

• リスク委員会のメンバーの中の独
立取締役の人数を増やす。
グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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そうした領域の1つに、リスク委員会が組織全体のリスクエ
クスポージャーを一体的、包括的に把握できるようにするた
めに、サイバーリスクなど新たなリスクを含めあらゆる種類

課題2：
リスク管理の専門性の構築

のリスクを監視する権限の付与が挙げられます。
課題を克服する：リスク委員会は、取締役会の管轄下

銀行のリスクエクスポージャーは極めて複雑になってき

で、あらゆる種類のリスクに関するリスクマネジメント方針を

ており、専門家を含め万人にとって理解が次第に困難にな

レビュー、承認する責任や権限を持つべきです。リスク委員

っています。したがって、取締役会におけるリスク委員会

会が組織全体の活動をよりよく理解するために他の委員会

は、銀行が直面する各種のリスクの特性、規模、潜在的影

と連携を取ることは有益ですし、また必要かもしれません

響度などを十分理解するために必要な専門性を継続して構

が、リスク方針を監視する

築していく必要があ

最終責任を持つのはリスク

ります。

委員会であるべきです。
客観性に関する重要な
要素が独立取締役の存在
です。FRBの健全化強化基
準では、独立したメンバー

取締役会の教育が
“最大の課題である。

がリスク委員会の委員長を

銀行は、財務知
識があり、複雑な
大手金融機関のリ

”

～ ある G-SIB の CRO

務めることが義務付けられ

スク管理 の経験 を
持つ適任な取締役
の人材プールが限
定的であることに既

ており、またOCCの強化基

に気付いています。

準ではリスク委員会のメン

さらに、多くの現職

バーの少なくとも2名は独立したメンバーであることが義務

の取締役には、定量的なリスクデータを理解するために必

付けられています。リスクガバナンスの重要性や独立したメ

要な専門知識や最新の職業上の経験が不足している可能

ンバーが担う有益な役割を踏まえて、リスク委員会はより多

性があります。このためにリスクに対して独立した考え方を

くの独立取締役を委員会メンバーとして参加させるべきで

持つことができず、経営陣のリスク評価への依存度を高め

す。またガバナンスの文書にリスク委員会メンバーの過半

ることになる可能性があります。
課題を克服する：リスク委員会のメンバー構成には少なく

数を独立取締役とすることを義務付ける規定を織り込むこ
とを検討してもいいかもしれません。

とも1人または2人のリスク管理専門家～つまり、規制上の
専門性要件を満足する取締役～が含まれるべきです。その
他の委員会メンバーとなる取締役は銀行の経営環境、リス
ク方針、規制上の期待などを理解するために必要な経験や
知識を持っているべきです。

外国銀行系の米国銀行持株会社にとっての経営上の負担
米国で事業展開している外資系大手金融機関の多くは、新健全性強化基準要件の一環として米国内の銀行子会社やノンバンク子会
社を統括する中間持株会社（IHCs）を設置することが義務付けられることになります。これらの外国銀行は実質的に、あたかも独立し
た米国の銀行持株会社のように米国内の事業を管理することが必要となります。外国銀行は、このような新体制への移行に当たって
多くの困難な課題に直面することになり、既存の事業組織の合理化、新たな事業体の設立、新たな要件を満たすために資本の再配
賦や新規の資本調達などの実施が必要となる可能性が高いでしょう。
特に、多くの外資系金融機関は、中間持株会社レベルでのリスク管理能力および自己資本管理能力を新たに持たなければならなくな
るでしょう。これらの機能は親会社から切り離されることに伴い機能向上が必要となりますが、機能向上は複雑に入り組んだ新規規制
要件やビジネス上のニーズを満足できるよう慎重に設計する必要があるでしょう。
課題を克服する： 銀行は新たな規制遵守要件を満たす準備を早期に始めるべきです。幸いなことに、外国銀行の場合は米国銀行より
遵守時期が多少先送りされていることから（例えば、EPS の遵守時期は 2016 年）、これを生かして米国銀行のリーディングプラクティス
を学習することができます。
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さらに、これらの取締役は、銀行がリスクをモニタリングす

者の姿勢」を打ち出すことが最もよく使われる決まり文句で

るために使用している重要な定量的指標や、その指標に設

すが、組織全体にリスクの責任やリスク認識を周知徹底す

定されているリミットについても、教育を受けるべきです。ま

ることは決して容易なことではありません。

た、リスク委員会は当該知識を補完するために必要に応じ

大きな組織は本質的に複雑であることから、リスクカルチ

て外部のリスク専門家や業界の専門家を招聘する権限を

ャーの促進は大きな組織の場合には特に難しくなる可能性

持つべきです。

があります。その一方で、システミックリスクを最小限にとど
めるために規制当局は大手金融機関の
規制に重点を置いていることから、多くの

“ いは、リスクカルチャーの周知徹底とそれ

大手金融機関と中小金融機関の最大の違

に要する時間です。つまり、「経営者の姿
勢」とそれの周知徹底に必要な労力のレベ

”

中小金融機関はガバナンス体制を見直
し、再構築する取り組みに未だ着手して
いません。
課題を克服する：強力なリスクカルチャ
ーを培うことは、経営陣の責任であると同
時に取締役会におけるリスク委員会の責
任でもあるべきです。リスク認知を重視す
る経営陣の奨励金体系を構築することが
極めて重要です。さもなければ、ガバナン

ルです。

スの取り組みは行き詰る可能性が高くな
～ ある G-SIB の CRO

り、財務業績に深刻な結果をもたらす可
能性がでてきます。
同様に、CROなど上席リスク担当者が

代表事例：オランダ発祥の総合金融機関であるINGグル
ープの取締役会におけるリスク委員会憲章では、リスク委

いつでも柔軟にリスク委員会に連絡できるようにすべきで
す。

員会のメンバーが関連するビジネス知識を持ち、同社およ

代表事例：英国の金融グループHSBCホールディングス20

び同社グループ企業の事業活動に関わるリスクマネジメン

およびHSBCグループの米国子会社である米国HSBC銀行21

19

トを十分理解することが明示的に義務付けられています 。

の取締役会におけるリスク委員会憲章には、CROがいつで
もリスク委員会の委員長に直接連絡取ることができると規定

課題3：
リスクカルチャーの強化
報告体系の強化や、リスクとビジネス奨励金の整合性をと
ることが、リスク認識の促進に役立つ可能性があります。取
締役会のリスクガバナンスに言及する場合、適切な「経営

16

されています。

リスク監視の強化を通じて業績向上を図る

今後に向けて
銀

行がリスクマネジメント方針、実務を見直し、再構

強化のための多くの基本的なステップが示されています。こ

築を継続するなかで、取締役会レベルのリスクガ

れらの基準をまだ整備でしきれていない金融機関や、完全

バナンスが特に重要になるはずです。銀行は、規制要件や

に文書化しきれていない金融機関には、これらの基準を短

リーディングプラクティスに十分留意し地道な取り組みを継

期的な行動計画として使用されることをお勧めします。

続しなければ、気が付いてみるとこれらの高い期待に応え

しかし、中長期的には、これらの基準の実践によって単な

る態勢が整っていない状況になっている可能性がありま

る規制遵守を超えたメリットを得ることができる可能性があ

す。恐らくさらに重要なことは、十分注意しなかったことによ

ります。我々の分析でも示されている通り、リスクガバナン

って、ビジネスに悪影響がもたらされる可能性があることで

スのリーディングプラクティスの一部は財務業績の改善に

す。我々の今回の調査データで示されているように、この点

結びつく可能性があります。不確実性が継続し、規制リスク

において多くの金融機関の取り組みがまだ十分とはいえま

が高水準にとどまっている状況下では、取締役会のリスク

せん。

ガバナンス向上のための新規投資が先見の明のある決断

本レポートは、銀行がこうした状況に対処するために講じ
る極めて重要な次の一手を検討する上で役立つものと考え
ます。我々の規準や評価には、ガバナンス体制の段階的な

であると証明されるかもしれません。

銀行取締役会のリスクガバナンス

別表 A: 金融機関別の評価規準
および結果の全リスト
EPS要件または
番号

評価規準

1

EPS要件／
リーディングプラクティス

銀行は、監査委員会とは分離して、取締役会直属の独立したリスク
委員会を設置して、リスク委員会に十分な権限、地位、独立性、資源
を付与しているか？

89%

75%

2

EPS要件

取締役会におけるリスク委員会は取締役会の承認に基づいて正式
な憲章を文書で制定しているか？

100%

50%

3

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会憲章では、当該リスク委員会が経営
リスク委員会の憲章をレビュー、承認、認可することが義務付けられ
ているか？

36%

10%

EPS要件

リスク委員会のメンバーとして、複雑な大手金融機関のリスクエクス
ポージャーを特定、評価、管理した経験を有するリスクマネジメントの
専門家を少なくとも1名参画させることがリスク委員会憲章で義務付
けられているか？

39%

10%

独立非執行取締役がリスク委員会の委員長を務めることが憲章で義
務付けられているか？

61%

25%

4

5

EPS要件

6

リーディングプラクティス

リスク委員会に複数の独立取締役（非執行取締役および上席独立取
締役）がメンバーとして参画することが憲章に記載されているか？

79%

60%

7

リーディングプラクティス

リスク委員会の全メンバーが独立取締役であるべきと憲章に規定さ
れているか？

54%

15%

8

EPS要件

リスク委員会が、当該銀行のグローバル事業全体のリスクマネジメン
トガバナンス、手続、リスクコントロール基盤を定めた方針や手続を
監視することが憲章で義務付けられているか？

100%

75%

取締役会におけるリスク委員会が個別の事業体および銀行全体のリ
スクマネジメントフレームワークを監視することが憲章に規定されて
いるか？

7%

15%

57%

10%

86%

55%

9

18

リーディングプラクティス

米国大手銀行 米国以外のG-SIBs
（「該当する」と回 （「該当する」と回答
答した割合（％）
した割合（％）

リーディングプラクティス

10

EPS要件

リスク委員会が、銀行持株会社のグローバル事業全体のリスクマネ
ジメント方針を承認し、かつ定期的にレビューすること、および、銀行
持株会社のグローバルなリスクマネジメントフレームワークの運用状
況を監視することが憲章で義務付けられているか？

11

EPS要件／
リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会が、経営陣によるリスクマネジメント
戦略の実施状況を監視することが憲章に明記されているか？

リスク監視の強化を通じて業績向上を図る

EPS要件または
番号

リーディングプラクティス

12

EPS要件

13

EPS要件

14

評価規準
リスク委員会が（新たなリスクを含め）リスクやリスクマネジメントの欠
陥を特定し、報告することと、それらに対処するための対策が効果的
かつタイムリーに確実に実施されるようにすることが憲章で義務付け
られているか？

米国大手銀行 米国以外のG-SIBs
（「該当する」と回 （「該当する」と回答
答した割合（％）
した割合（％）

21%

15%

経営陣のリスクマネジメントの責任が憲章で規定されているか？

79%

30%

EPS要件

リスクマネジメント部門の独立性が憲章で規定されているか？

36%

10%

15

EPS要件

グローバル事業に関するリスクマネジメントおよび関連するリスクコン
トロールを経営目標と報酬体系に組入れることが憲章で義務付けら
れている。

43%

35%

16

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会がリスクエクスポージャーの現状と今
後のリスク戦略を取締役会に報告することが憲章に記載されている
か？

100%

75%

17

EPS要件

リスク委員会が、緊急時資金調達計画を少なくとも年に1回、また同
資金調達計画に重大な変更がある場合にレビューし、承認すること
が憲章で義務付けられているか？

25%

0%

18

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会が、リスクエクスポージャーの現状
と、資本管理、流動性管理に対する戦略や、信用リスク、市場リス
ク、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、風評リスクなど
の当該銀行のリスクに対する戦略などを含む今後のリスク戦略を監
視することが憲章で規定されているか？

79%

40%

19

EPS要件

リスク委員会が、銀行持株会社のCROから少なくとも四半期に1回以
上定期的に報告を受け、それをレビューすることが憲章で義務付け
られているか？

36%

0%

20

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会が当該銀行のリスクマネジメント部門
から不定期に報告を受けることが憲章で示唆されているか？

11%

25%

21

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会が当該銀行のリスクマネジメント部門
から定期的に報告を受けることが憲章で義務付けられているか？

100%

55%

22

EPS要件

CROがリスク委員会、CEO両方の直接監督下に置かれることが憲章
に規定されているか？

36%

20%

32%

5%

71%

5%

96%

40%

23

リーディングプラクティス

24

リーディングプラクティス

25

リーディングプラクティス

取締役会におけるリスク委員会が、CROが組織内で十分な地位、権
限、上位序列を確保するとともに、個別の事業部門とは独立して活
動できるようCROの役割を積極的に支援することが憲章で規定され
ているか？
取締役会におけるリスク委員会が、リスクエクスポージャーの現状
と、資本管理、流動性管理に対する戦略や、信用リスク、市場リス
ク、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、風評リスクなど
の当該銀行のリスクに対する戦略などを含む今後のリスク戦略を監
視することが憲章で規定されているか？
取締役会におけるリスク委員会が、その責務を遂行するために、経
営陣や取締役会の事前承認なしで、内部や外部の人材（コンサルタ
ント、内部の専門家など）を追加で招聘することができることが憲章で
規定されているか？

19
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別表 B： 調査対象の金融機関
に関する追加の特性
図 10．国別金融機関

米国
英国
フランス
日本
スイス
中国
スペイン
ドイツ
オランダ
スウェーデン

平均総資産
米国：5150 億米ドル

イタリア
22

米国以外：1.72 兆米ドル

23

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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別表 C：関連する規制ガイダ
ンス
米連邦準備理事会（FRB）の健全性強化基
準（EPS）

III. リスク委員会メンバー構成に関する最低必要条件と
しては以下のように規定されています。

今回の調査には2014年3月31日時点で連結総資産が50

• リスク委員会のメンバーには、複雑な大手金融機関

0億米ドル以上の銀行持株会社が含まれています。EPS第2

のリスクエクスポージャーを特定、評価、管理した経

52.33条に規定されたこれらの金融機関に適用される重要

験を有するメンバーが少なくとも1名以上含まれてい

なリスクガバナンス要件の要約は以下の通りです。
I. 連結総資産が500億米ドル以上の銀行持株会社は、リ
スク委員会を設置・維持しなければなりません。リスク委
員会は銀行持株会社のグローバル事業のリスクマネジ

なければならない。

• リスク委員会の委員長は、以下の取締役でなけれ
ばならない。
i.

メント方針を承認し、また定期的にレビューするものと

会社の役員または従業員でなく、また当該銀行

し、また銀行持株会社のグローバルなリスクマネジメン
トフレームワークの運用状況を監視するものとされてい

現在および過去3年間において、当該銀行持株
持株会社の業務執行役員でもない者。

ii. 現在および過去3年間において当該銀行持株

ます。

会社の執行役員である者の肉親者でない者。
iii. 米証券取引委員会（SEC）や全米証券取引所

II. リスク委員会に対するコーポレートガバナンス要件には

のガイドラインによって独立取締役と見做され

以下のように規定されています。

る者。

• リスク委員会は、取締役会の承認に基づいて正式
な憲章を文書で制定しなければならない。

• リスク委員会は、取締役会に帰属する独立した委員

IV. リスクマネジメントフレームワークに関する要件には、
以下のように規定されています。

会であり、その唯一かつ排他的な機能として、銀行

• 銀行持株会社のグローバルなリスクマネジメントフレ

持株会社のグローバル事業に関するリスクマネジメ

ームワークは、その会社組織、リスクプロファイル、

ント方針に対して責任を負い、銀行持株会社のグロ

複雑性、事業活動、会社規模に見合ったものでなけ

ーバルなリスクマネジメントフレームワークの運用を

ればならず、さらに以下のものが盛り込まれていな

監視しなければならない。

ければならない。

• リスク委員会は銀行持株会社の取締役会直属の委
員会でなければならない。

• リスク委員会は銀行持株会社のCROから少なくとも
四半期に1回定期的に報告を受け、それをレビュー
しなければならない。

• リスク委員会は少なくとも四半期に1回、必要に応じ

i.

当該銀行持株会社のグローバルな事業に関す
るリスクマネジメントガバナンス、リスクマネジメ
ントの手続、リスクコントロール基盤などを定め
た方針や手続。

ii. かかる方針や手続を遵守し、遵守状況を監視
するためのプロセスやシステム。

てさらに頻繁に、会合を開催し、またリスクマネジメ
ントに関する決定事項を含め、その会議記録を文書
で作成し、保管しなければならない。
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V. CROに関するコーポレートガバナンス要件は以下のよう

C. 独自の判断を下す。能動的な監視活動を行う場合、取
締役会の各メンバーは健全で独立した判断を下すべき

に規定されています。

である。

• 銀行持株会社は、CROへの報酬や奨励金を当該銀
行持株会社が取るリスクを客観的に評価できる能力

D. 独立取締役を参画させる。対象となる銀行の経営陣に

に見合った水準に設定するようにしなければならな

対する効果的で独立した監視活動を促進するために、

い。

取締役会メンバーのうち2人以上を独立取締役としなけ

• CROはリスク委員会およびCEO両方の直接監督下に

ればならない。

置かれなければならない。
E. 取締役全員に対して継続的に研修を実施。取締役会
VI. リスク委員会の流動性リスク管理を監視する役割

は、取締役全員を対象にして正式な継続研修プログラ

• リスク委員会は、緊急時資金調達計画を少なくとも年

ムを設定し、着実に実施すべきである。同研修プログラ

に1回承認するとともに、同資金調達計画に重大な変

ムは、取締役の知識や経験、対象となる銀行のリスクプ

更がある場合には事前にかかる重大な変更を承認し

ロファイルなどを考慮して設定されるべきである。同研

なければならない。

修プログラムには、必要に応じて、以下の内容が含まれ
るべきである。
a. 対象となる銀行に大きな影響を及ぼすような、複雑

米国通貨監督庁（OCC）の強化基準

な製品、サービス、業種、リスクなど。
b. 対象となる銀行に適用される法規則および監督当

米国通貨監督庁（OCC）は2014年9月に、連結総資産が

局の要求事項。

500億米ドル超の銀行に対するリスクガバナンスの最低基
準を定める強化基準・規制を採択しました。該当する銀行
の取締役会は、同強化基準で義務付けられたリスクガバナ

F. 自己評価の実施。対象となる銀行の取締役会は、OCC

ンスフレームワークを監視する責任を負うことになります。

ガイドラインの基準の充足の有効性に関する評価を含

最終規則の第3条に定められた基準の要約は以下の通り

め、年1回自己評価を実施すべきである。

です。

バーゼル銀行監督委員会のガイダンス
A. 効率的なリスクガバナンスフレームワークの設定。取締
役会は、健全な銀行業務実務の遵守状況を監視するこ

国際決済銀行（BIS）のバーゼル銀行監督委員会は2014

とに加えて、経営陣にOCCガイドラインに準拠してリスク

年10月に、2010年の「銀行のコーポレートガバナンスを強化

ガバナンスフレームワークを実施させるとともに、重大な

するための諸原則」を更新した市中協議文書を公表しまし

変更があればそれを承認すべきである。

た。同ガイドラインはリスクガバナンスや銀行の取締役会の
責任に非常に大きな影響を与えることになりますが、以下

B. 経営陣に対する能動的な監視。取締役会は対象となる

の原則が織り込まれています。

銀行のリスクテイク活動を能動的に監視し、経営陣にリ
スクガバナンスフレームワークを遵守する責任を負わせ
るべきである。

i.

取締役会は、銀行の戦略的目標、ガバナンスフレー
ムワーク、企業文化などの承認およびその実施状況
の監視を含め銀行全体の責任を負う。また、取締役
会は経営陣を監視する責任を負う。
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ii. 取締役会メンバーは個人および集団として、取締役の

実務などの変化に対応して高度化されるべきである。

ポストに適任であり、また適任であり続けるべきである。
取締役会メンバーは、経営監視やコーポレートガバナン

viii. 有効なリスクガバナンスフレームワークには組織全体の

スに関する自分の役割を理解し、銀行業務に関して正

コミュニケーション、取締役会や経営陣への報告などを

しく客観的な判断を下す能力を有しているべきである。

通じての銀行内部のリスクに関する健全なコミュニケー
ションを維持することが不可欠である。

iii. 取締役会は、責務を遂行するために適切なガバナンス
体制やガバナンス実務を規定するとともに、当該ガバナ

ix. 銀行の取締役会は、当該銀行のコンプライアンスリスク

ンス実務を実践するための手段、およびその継続的な

の管理を監視する責任を負っている。また取締役会は、

有効性を確認するために定期的レビューを行うための

常設のコンプライアンス機能の設置を含め、銀行のコン

手段を整備すべきである。

プライアンスの取り組みや方針を承認すべきである。

iv. 経営陣は、取締役会の指示および監視の下で、取締役

x. 内部監査機能は独立した見地から取締役会に保証を

会によって承認された事業戦略、リスク選好度、インセ

与え、また有効なガバナンスプロセスや銀行の長期的

ンティブ報酬などの方針に合致する方法で銀行の事業

な健全性を向上する取締役会や経営陣の取り組みを支

活動を実践、管理すべきである。

援する。内部監査機能は、明確な責務を持ち、取締役
会に対して説明責任をもっていることに加えて、監査対

v. 企業グループ全体の構造の中では、親会社の取締役
会が、グループ全体の責任を負うとともに、当該グルー

象の活動から独立しており、また銀行内で十分な地位、
技能、資源、権限などを付与されるべきである。

プおよびその事業体の会社構造、事業、リスクに見合っ
た明確なガバナンスフレームワークが確実に構築・維持
されるようにする責任も負っている。取締役会と経営陣

xi. 銀行の報酬体系は、健全なリスクマネジメントに実質的

は、当該銀行の経営・事業構造および内在するリスクを

に対応しているべきであり、また組織の長期的な健全性

把握し理解しておくべきである。

や適切なリスクテイク行動を促進するものであるべきで
ある。

vi. 銀行は、CRO直属の実践的で独立したリスクマネジメン
ト部門を設置し、当該機能に十分な地位、独立性、人材

xii. 銀行のガバナンスは株主、預金者、その他の利害関係

などの資源を供与するとともに、当該機能は取締役会

者や市場参加者に対して十分に透明性が高いものであ

に自由にアクセスできるようにすべきである。

るべきである。

vii. リスクは銀行グループ全体かつ個別の事業体ベースで
継続的に特定、監視、コントロールされるべきである。銀
行のリスクマネジメントや内部統制のインフラは、当該
銀行のリスクプロファイル、外部のリスク環境、業界の
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