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エグゼクティブサマリー

本稿は、大規模にトレーディング業務を展開するグローバル銀行
グループの取締役会や経営陣、特に最高財務責任者（CFO）や
最高リスク管理責任者（CRO）にふさわしい内容となっています。
本稿では、当該グローバル銀行グループが取引のブッキング（ポ
ジションの計上）のために採用するモデル（「ブッキングモデル」）
および監督規制動向がブッキングモデルにどのような影響を及ぼ
すのかということをテーマとしています。破綻処理計画などの一部
の監督規制動向はすべての銀行グループに共通なものですが、
ブッキングモデルにも間接的な影響を与えるでしょう。その一方
で、監督当局によるバックツーバック取引やリモートブッキングの
監視強化などの監督規制動向は、より直接的な影響を及ぼすで
しょう。
グローバル銀行グループの戦略やビジネスモデルの分析にあたっ
ては、特定の事業活動の経済的側面や当該グローバル銀行グ
ループのコスト基盤に対する影響を踏まえたうえで、ブッキングモ
デルに対する規制の複合的な影響を考慮することが重要です。
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銀行グループが規制上の新たな要求や監督当局の新た
な期待に適合するためにビジネスモデルを徹底的に見直
し、業務運営の方法を変えるなかで、国際銀行業務は大
きく変化しています。その中心にあるのがブッキングモデ
ルであり、ブッキングモデルでは、銀行グループの取引の
方法、銀行グループがどこで取引するかということや、そ
の結果として生じるリスクをどう管理するかについて定め
られています。ブッキングモデルに対する監視はますます
強化されており、クロスボーダーの実務を推進するうえで
の重要な要素として、規制や監督が（市場リスク管理の最
適化などの）その他の要因に取って代わっています。
主に、リングフェンス（隔離）規制やレゾルバビリティ（破綻
処理の実行可能性）に対する期待など、銀行構造改革に
関する規制によって、銀行グループは法的事業体（リーガ
ルエンティティ）構造を簡素化すると同時に、グループ内
の財務面の仕組みを含めオペレーションの複雑性を減少
させることを余儀なくされつつあります。銀行グループはま
すます現地法的事業体を重視するアプローチを取らざる
を得なくなっており、当該アプローチは一般的に、銀行の
事業分野の構成とは整合しておらず、またグローバルな
効率性の追求と対立するものです。ガバナンス能力やリ
スク管理能力に対する期待の高まりがこうした変化を加
速させており、トレーディング機能やリスク管理機能の統
合や一元化に向けてのこれまでの流れが部分的に反転し
ています。グローバル銀行グループはオペレーションの地
域化、分断化を一段と進めることを迫られています。
トレーディング業務を展開するグローバル銀行グループは
例外なくすべてこうした圧力から逃れられません。これら
の圧力は、子会社ではなく支店による垂直統合型組織構
造で「グローバル化」を進めてきた銀行グループを含め、
多くのさまざまな銀行の組織構造にとって難題となってい
ます。同一国で支店と子会社の両方を併せ持って営業し
ている銀行グループも、監督当局1 が事業体間の責任の
明確な線引きを要求していることから、固有の課題に直面
しています。
とりわけ、ブッキングモデルは長期間かけて徐々に展開さ
れてきており、また個々の銀行グループに固有のもので
あることから、万能の解決策はありません。多くの銀行グ
ループは、こうした要請に応えるために、ブッキング実務
の変更か、あるいはリスク管理への多大な投資が必要に
なるかもしれません。しかし、銀行グループごとに、スター
ティングポイント、法的事業体構造やライセンス、レガシー
問題、規制圧力などがそれぞれ異なっています。

すべての銀行グループに共通しているのは、次の3つの
利害関係者（ステークホルダー）を満足させる解決策を見
出す必要があることです。つまり、好きなものを、好きな場
所で、好きな時に適切な取引相手と取引したがっている
顧客、効率的かつ透明に経営されている企業から安定的
かつ他社に負けない株主資本利益率（ROE）を確保する
ことを望む投資家、および、自己資本の充実、効果的なリ
スク管理、確実な文書やデータ、経営陣の十分な理解な
どを求めている監督当局です。
私たちは監督当局が銀行グループの多くの実務に関して
直接的で厳しい質問を浴びせているのを目の当たりにし
ており、監督当局は今後銀行業界のさらに広範な領域に
おける実務に対して監視を一段と体系的に強化してくると
予想しています。銀行グループが明確な回答を提示でき
なければ、改善措置を求められるリスクにつながる可能
性が高いでしょう。私たちの経験からすると、グローバル
銀行グループの一部では、現行のブッキング実務に関す
る文書の透明性や文書化の整備が不十分な状況となっ
ています。
大手銀行グループの多くは規制対応のための大規模な
改革プログラムを整備していますが、そのアプローチは多
くの場合、戦術的であり、事業や統制機能、あるいは管轄
区域の全般にわたって端から端まで十分に一体化されて
おらず、ブッキングモデルはしばしば他の意思決定による
当然の結果として変更されています。ブッキングモデルに
関してグループ全体の戦略的な見方を導入することが、
国際的な規制変更によって生じるいくつかの複雑性に取
り組む効果的な方法になる可能性があり、また他の戦略
的な問題に対処する機会を与えてくれる可能性もありま
す。ブッキングモデルを見直してみると、他に数多くの疑
問が生じてきます。つまり、「トレーダー、インフラ、リスク
管理の場所はどこに設定すべきなのか？」、「支店と子会
社の適切な組み合わせとはどんなものだろうか？」などで
す。これらの疑問に対しては、事業分野全体を通じて一貫
性のある見解を構築し、一貫性のある実務を確立するた
めに、銀行グループ内の上級経営陣によって回答が提示
されるべきです。
すべてのグローバル銀行グループは、「自行の事業はど
うあるべきか」、「自己資本コストを超えるリターンをどこ
で、どうやって上げるのか」、「どうやったらコストをより効
率的に管理できるのか」などについて、これまでかなりの
期間にわたって再評価を続けてきました。その結果、事業
分野、特に投資銀行業務からの撤退または縮小という決
断が下されています。自己資本や流動性の検討によって
特定の事業活動の経済的な魅力が変化してしまったこと
が要因となって、こうした決定が下されています。しかし、
規制動向は進展を続けており、それ以外の要因が今後関
与してくることになるはずです。銀行グループの事業、事
業を行う場所およびそのやり方について今後継続的に戦
略的判断を下していくうえで、ブッキングモデルおよびブッ
キングモデルの構造改革との関係が主要な考慮点になる
はずです。
グローバル銀行のブッキングモデル｜構造改革を成功させるために
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11. 取引所取引の義務化

2. リスクウェイト（RWA）ベースの資本 7. リスク管理に対する監督当局の期待

12. グループ内取引の取り扱い

3. レバレッジ比率

8. 市場参入規則

13. クロスボーダーでの同等性の決定

4. 流動性規制

9. 米国におけるスワップディーラー登録義務

14. 米国における中間持株会社の設置義務

5. ストレステスト

10. デリバティブの清算集中義務

15. ネッティングセットの処理

構造やリスク管理実務に対する課題
の提起

グループ内の取り決めや、リスクの
所在地とリスク管理との整合性に対
する重大な課題の提起

リスク管理の有効性に関する監督
当局の現行の期待を超えた新たな
課題はほとんどない

• 本国の監督当局が本国事業体の
リモートブッキングされたリスクの
統制能力に対して懸念を抱く―リ
スク統制の状況が厳しく監視され
る可能性が高い

• 大量のクロスボーダーのバックツー
バック取引は破綻処理の観点か
ら問題がある。関係会社の経営
破綻に伴って、現地事業体が大
量の未ヘッジのエクスポージャー
を抱え込む可能性がある

• グループの構造的特徴が全般的
な規制・監督の動向と既に合致
している―現地における監督・統
制や健全性の高さ

• 現地のリスク管理に関する能力や
監督の欠如に対して本国の監督
当局が懸念を持つ可能性がある

• リスク管理に関する監督当局の
期待の全般的な高まりが、依然
として課題をもたらしている

構造的な特徴に関係なく、特にリスクガバナンスや、リスク管理チームと管理対象のリスクの所在地
との整合性を中心に、すべてのブッキングモデルに対して監督当局の期待が高まっている

ブッキングモデルと銀行構造
以前、銀行グループの構造やブッキングモデルは一般的
に、市場リスクの最適化、特定の規制、法制上の要因、企
業合併・買収（M&A）活動、税務上の要因などにけん引さ
れて構築されていました。例えば、銀行グループは多くの
場合、ヘッジ効率や市場リスク資本の費消を最適化する
ために、市場リスクをできるだけ少数の法的事業体に集
約しようとして、バックツーバック取引やリモートブッキング
を推進してきました。

世界金融危機後の規制改革政
策によって評価方法が一変し、
複雑性が不利になり、法的事業
体の合理化が推奨されるように
なっています。
グローバル銀行グループは現地事業体への一層の権限
の委譲を迫られていますが、グローバル銀行に対するこう
した圧力を表す言葉として「分断化」、「バルカニゼーション
（ある地域や国家が、互いに対立するような小さな地域・
国家に分裂していく様子）」、「脱グローバル化」などが現
在よく使われています。場合によっては、現地のオペレー
ションが独立して活動、機能する能力を持つことを余儀な
くされるとともに、資本、資金調達、流動性の流用が制限
されて、現地で資本を調達する状況に追い込まれる場合
もあります。
2000年代の前半から中頃にかけて、監督当局がリスク管
理機能の統合促進を支持していたことから、これに応えて
多くの銀行グループが当該機能を集約し一元化しました2。
構造改革を追求するということは、こうした状況が変化し
つつあることを意味し、多種多様な構造にとってはさらな
る難題となることになります。

ブッキングモデルに関する監督当局の活動をけん引して
いる要因としては、特定の法的事業体（または、同一銀行
グループ内の事業体グループ）によるブッキング実務に対
する具体的な懸念、あるいは、銀行グループが実施して
いる（法的事業体変革プログラム、破綻処理計画の策定
など）その他の作業の結果として表面化した問題がありま
す。介入の原因に関係なく、私たちは監督当局が銀行グ
ループの多くの実務に関して直接的で厳しい質問を浴び
せているのを見てきました。監督当局は今後銀行業界の
さらに広範な領域における実務に対する監視を一段と体
系的に実施してくると予想しています。監督当局や破綻処
理当局は、破綻処理計画などの取り組みを通じてデータ
を収集しており、これらのデータに基づいて、実務を分析
し、実務の正当性に疑問を投げかけるとともに、ガバナン
スやリスク管理の問題、監督上や統制上の問題を提起す
る態勢を今まで以上に万全に整えています。監督当局の
質問に対して銀行グループが明確な回答を提示できなけ
れば、その銀行グループは批判の矢面に立たされ、フォ
ローアップ作業の対象になる可能性があります。
規制上の要求や健全性監督当局の考え方を理解すること
が、銀行グループが自行グループのアプローチを監督当
局や規制当局の期待と確実に整合させていくうえで鍵とな
ります。
以下を含め重要な構成要素がいくつかあります。
• 監督当局の見方
• 破綻処理の実行可能性
• リングフェンシング
• 健全性フレームワーク
• デリバティブ規制
• 市場参入
監督当局の目を通して
最も基本的なレベルでは、監督当局は経営陣が自行グルー
プのブッキング実務に関して「何を」、「何の目的で」やって
いるのかについて理解していることを期待しています。つ
まり、当該銀行グループが取引する商品や関与する法的
事業体を理解し、また「取引がどのように実行されるの
か」、「リスクがどのようにグループ内に流入していくの
か」、「リスクが最終的にどこに所在するのか」、「当該リス
クをどう管理するのか」などとともに、「なぜそのような設定
になっているのか」を理解していることが経営陣に期待さ
れているのです。

「ブッキングモデル」とは？
ブッキングモデルは、銀行の商品構成、顧客基盤、リスク管理、運営体制、その他諸々の機能を描写しています。ブッキングモデルは、支店、
子会社、物理的なインフラや人的インフラと監督フレームワークの組み合わせであり、これを通じて、銀行グループは金融商品を取引し、その
結果として生じるエクスポージャーを管理します。取引は特定の法的事業体に「ブッキング（計上）」され、当該法的事業体が取引にかかわるリ
スクと経済価値を保持し、それらは適用される会計基準に基づいて当該法的事業体のバランスシート（貸借対照表）上に計上されます。
ブッキングモデルは、それらの金融商品の計上の仕方、計上先、それに関わるリスクを管理する方法を体系的に定めた一連の原則です。ブッ
キングモデルには、「何をすべきか」ということがその論理的根拠とともに明確に記載されています。体系的なフレームワークが重視されている
ということが重要な点です―ブッキングモデルはただ単に各事業分野がどのようにその事業を計上するかを描写するだけのもではないのです。
グローバル銀行のブッキングモデル｜構造改革を成功させるために
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このような監督当局の期待は分かりきっているように思え
るかもしれませんが、私たちの経験では、この明確な理解
のために必要な構成要素の一部が欠如していることがし
ばしばあります。つまり、文書化がしっかりとなされておら
ず、ブッキング実務全体に関する経営陣の理解が限られ
ているのです。特に、ガバナンス、オリジネーション、リスク
管理、ブッキングおよび業務インフラの関係が、特に法的
事業体や支店全体を通じて、または、管轄区域間で、十分
に理解されていません。
また、銀行グループのさまざまな部署から同じプロセスに
ついて異なった説明を受けることも全くないわけではあり
ません。これは多くの場合、当該実務が、その戦略的要因
が明確に文書化されないまま、特定のニーズに対応する
ためにバラバラに進化してきたことによるものです。過去
のブッキングモデルのデザイン決定に関与した担当者が
配置転換になるなど、人事異動によってこの問題はさらに
悪化します。外部委託（社内外いずれの場合も）もまた、事
態をさらに複雑にする可能性があり、銀行グループがブッキ
ングプロセスや業務プロセスの個別要素を外部委託して
いる場合には特にその可能性があります。リスクガバナン
スに対する監視が一段と強化されるなかで、銀行グルー
プは自行グループの業務について統合された見解を再構
築し、監督当局にそれを明確に説明できることがこれまで
以上に重要となります。

監督当局からみた模範的な銀行グループの特徴
監督当局の観点からすれば、模範的な銀行グループは以下のような特徴を
持っています。
• 法的構造が単純であること。
• グループ内の財務上の取り決めの複雑性が最小限であること。
• 各プロセスがしっかりと明確に文書化されており、ビジネス上の論理的根
拠が明確化され、経営陣の理解を示す明白な証拠があること。
• （現地の）資本や流動性が適正水準であること。
• 経営陣が子会社（時には支店）の特にリスク管理に関与していること。
• 一元的に文書化された堅固なサービスレベルアグリーメント（SLA）に基づ
くグループ事業体間の相互関係。
• 子会社が外国の管轄区域から遠隔的に自行に計上されたリスクを統制で
きること。
• 重要な支店や子会社がグループ全体の破綻処理計画の中に明確に織り
込まれていること。
これらの基準をすべての点で満たしているグローバル銀行グループはほとん
どないでしょう。実際のところ、監督当局は、銀行グループが商業的に存立し
続けるためにはうまく均衡をとっていく必要があることを認識していますが、と
はいえ監督上必要な最低限度の基準は存在します。したがって、監督当局が
実際にどの実務を変更しようとする可能性があるかや、銀行がどうやったら監
督当局のそうした懸念に先手を打って対処できるかを理解することが極めて
重要となります。
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監督当局は、リモートブッキング、グループ内取引（特に
バックツーバック取引）の構造、分割ヘッジの有無、取引
チェーン内の法的事業体が市場リスクや収益をグループ
内の他の事業体に再配分する場合における経済的正当
性などについて特別な関心を示していました。こうした懸
念の多くは特に目新しいものではありませんが、これらの
事項に対する監視は強化されつつあり、また破綻処理計
画は監督当局が問題を分析し、最終的に企業に問題解
決のための措置を講じさせるためのフレームワークとなっ
ています。（次項参照）
リモートブッキングやバックツーバック取引は、現在全面
的に禁止されているわけではありませんが、該当する場
合には、それらは関連するリスク管理、ガバナンス、統制
フレームワークの質との関連で評価されることになるで
しょう。
監督当局は多くの場合、銀行グループがどのタイプの取
引をどの法的事業体に計上するかを事後的に「チェリー
ピックする」（都合の良いものだけを選び出す）ことを好ま
ないことから、同一の管轄区域で支店と子会社を持つ銀
行グループは特に厳しい課題に直面する可能性がありま
す。したがって、支店と子会社はどの取引が自身を通じて
計上されるかについての論理的根拠を明確にし、文書化
すべきです。
監督当局は一般的に、リスクの所在地とその管理、リス
ク資本、収益との間で整合性が取れているかどうかに関
心を持ちます。そのため、グローバルのリスク管理機能
の一元化は、支店や子会社の監督当局がリスク管理状
況を思うように監督することができない可能性があること
から、当該監督当局にとって懸念要因となる可能性があ
ります。新たな規制環境下において、銀行グループの海
外事業体でのリスク管理実務に対してこれらの監督当局
が必要とするコンフォート水準が大幅に高まっているのは
明白であることから、リスク管理一元化モデルを維持する
ことは困難になっています。その結果、多くの銀行グルー
プは、より分散化されたモデルへと向かいつつあり、この
傾向は米国での中間持株会社（IHC）の設置義務など他
の規制上の要求によって加速されています。
監督当局による良好な調査結果と適正な実務との間に
大きなオーバーラップがあることは明らかです。特に透明
性やブッキング実務の背景の要因の理解に関してはそう
言えます―監督当局はこれらを理解することを強く望んで
いますが、銀行グループも自行グループの実務を理解す
ることに強い関心を持っているのです。

破綻処理の実行可能性
もう1つの重要な要因は、銀行グループの破綻処理の実
行可能性を向上することです。破綻処理計画の策定作業
はこれまで、ブッキングモデルの詳細3を含め、データの作
成や文書化に重点が置かれていましたが、現在では実際
的な側面に目が向けられつつあります。破綻処理の実行
可能性評価は現在、破綻処理当局によって「破綻処理の
実行可能性を妨げる障害」を特定するために使用されて
いますが、これによって銀行グループやそのブッキング実
務の構造面や業務面での変更が引き起こされる可能性
があります。一般的に言って、ブッキングモデルの透明性
は、重要な法的事業体やビジネスオペレーションへのイン
フラのマッピングとともに、破綻処理計画に固有のもので
す。破綻処理の実行可能性評価の支えとなるのが、文書
化や経営情報システム（MIS）レポーティングに対する期
待であり、これらを通じて、法的事業体、財務内容、商品
や管轄区域全般にわたってのリスクや業務の報告などの
状況が明らかになるはずです。
当局が対処を検討する可能性がある具体的な問題が数
多くあります。
• バックツーバック取引は破綻処理当局（および監督当
局）にとって大きな問題になる可能性があります。海外
の親会社の破綻によって、大量のリスクを当該親会社
にバックアウトしている現地子会社に大量の未ヘッジの
ポジションが残る可能性がありますが、その一方で現地
子会社には当該リスクを単独で効果的に管理する能力
（および資金）がない可能性があります。その結果、バッ
クツーバック取引の量や複雑性を減らすとともに、ポジ
ションのリスク管理を現地で行うよう監督当局から圧力
がかけられる可能性があります。同一銀行グループ内
の支店と子会社間の国内でのバックツーバック取引も
懸念の対象となる可能性があります。
• グループ内の相互連関性は一般的に、破綻処理当局
が複雑性を引き起こす原因として懸念を持っている事
項です。破綻処理当局は次のような質問をするでしょ
う。つまり、「バックツーバック取引を解消するのはどれく
らい容易か？」、「グループ内取引が法的事業体全般に
わたって大規模な不均衡を生み出し、各国の当局が破
綻処理に協力しようとする意欲に影響を与えることはな
いか？」、「グループ内の関係は独立第三者か？」、「グ
ループ内の保証契約のうち、グループ内に悪影響の波
及を助長する可能性があるものはないか？」、「懸念と
なる大口エクスポージャーはないか？4」などです。

• 移転価格5やクロスボーダーの収益シェアリングに関す
る取り決めは、破綻処理計画の策定段階で厳しい監視
にさらされることになるでしょう。現地のオペレーションに
対する質問は、「現在締結している契約が厳しいストレ
スシナリオや破綻処理シナリオの下でも持ちこたえるこ
とができるのか」というものです。（米国の規制上の要求
が米国内で連結レベルで適用されることを踏まえると、こ
れは現在米国IHCを設置している銀行グループにとって
特に重要です）。私たちの経験からすると、銀行グルー
プには自行グループの移転価格や収益シェアリングに
関する取り決めを正当化し、それらの理解をさらに深め
るためにすべき多くの作業があります。こうした取り決め
は多くの場合、十分な裏付けがなく、文書化もされてお
らず、一元的に管理もされていません。特に財務情報
が法的事業体や財務プロセス全般にわたって分断され
ていることから、こうしたグループ内の取り決めの管理
は分散化され、不透明である傾向にありました。
• 赤字企業は、移転価格を巡る税務関連作業の一環とし
て既に調査されていますが、「現地の法的事業体は抱
えるリスクに見合った見返りを受けるべきであり、利益
を生み出すべきである」という基本的な期待を踏まえる
と、健全性監督当局や破綻処理当局の厳しい監視下に
置かれることになるでしょう。構造的に不採算な企業に
対する監督意欲は低くなるでしょう。特に当該企業が破
綻処理シナリオで残りの銀行グループから分離される
恐れがある場合にはなおさらです。
• 規制対象外の事業体はグループ内のリスク移転取引
チェーンの一部として利用されることがあり、その結果、
特定の事業活動が健全性監督当局の監視の対象外に
なることがあります。監督当局はブッキング実務の透明
性や統制を最大限まで高めようとしていることから、こ
のことが監督当局にとって懸念材料となることは明らか
です。その結果、銀行グループは自行グループのブッ
キングモデルに規制対象外の事業体を組み入れること
を止めるよう迫られる可能性があります。
これらすべては、現地の監督当局がグローバル銀行グルー
プの現地オペレーションの構造が管轄区域外の問題から
隔離されるような構造になることを望んでおり、必要な場
合には、現地オペレーションが独立採算制で運営できるこ
とを期待している可能性が一段と高まっていることを示し
ています。英国のPRA（健全性規制機構）は銀行ガバナン
ス構造に対する期待に関する最近の報告書6の中でこの
ことを暗に示しています。PRAは当該報告書の中で、破
綻処理要件を現地オペレーションの期待に組み入れるつ
もりであることや、重要な子会社の取締役会が「自主的な
行動をとることができる」必要がある範囲を特定することを
検討する予定であると述べています。
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リングフェンシング
2019年までに英国の大手預金銀行（リテール銀行）は「リン
グフェンス」銀行となり、自行での投資取引を行うことを禁
じられるようになります。これによって、ユニバーサル銀行
グループ内のリテール部門と投資銀行部門の分離が余儀
なくされることになります。これは戦略、オペレーション、ロ
ジスティックの観点から重要な取り組みです。また、ブッキン
グモデルに関連する多くの問題にも重要な影響を及ぼす
可能性があります。影響を受ける問題の中には、特定の商
品を計上できる法的事業体；銀行グループ内のリングフェン
ス銀行と非リングフェンス銀行との間で許可された大口エ
クスポージャー、事業を支えるオペレーションの構造、リス
クガバナンス（なぜなら、リングフェンス銀行の最高リスク
管理責任者（CRO）は非リングフェンス事業体のCROを兼
任できないことからリングフェンス銀行は独自のCROを任
命しなければならないからです）などがあります。これはリン
グフェンシングによる資金調達面での影響を考慮する前の
状況です。リングフェンシングによって、非リングフェンス銀
行はリテール預金による資金調達という手段を失うことに
なることから、これにどう対処するかという難題を突き付け
られることになり、また信用格付けの引き下げに直面する
可能性もあります。
欧州連合（EU）議員も現在、銀行構造改革に関する規制
の策定に取り組んでおり、これによってその他のEU域内
の銀行グループにも同様なリングフェンス規制が適用され
る可能性があります。しかし、最終的にこの規制がどの方
向に向かうのかを述べるのは依然として時期尚早です。
同規制案はエルッキ・リーカネン（Erkki Liikanen）を座長と
するハイレベル・エキスパートグループの提言の後に策定
されています。同規制案は依然として大きな議論を呼んで
いますが、少なくとも（自己勘定取引などの）一部の投資
銀行業務はリテール預金部門と分離して（トレーディング
事業体として）別子会社化することが義務付けられる可能
性がますます高まっているように思われます。注目に値す
るのは、同規制案がEU域内の銀行グループだけではな
く、EU域内での事業が様々な規模の閾値を超えている
EU域外の銀行グループのEUの支店にも適用される可能
性があることです。
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スイスの銀行グループも独自のリングフェンス規制に直
面しており、スイスのグローバルなシステム上重要な銀
行（G-SIBs）である２行は両方ともスイス当局の期待に応
えて、国内のリテール業務・プライベートバンキング業務
と海外の投資銀行業務とをある程度分離するために大
規模な構造改革プログラムを発表しています。この構造
改革プログラムは法的事業体の再編という枠を超えたも
のとなっており、これにはブッキング実務の変更も含まれ
ています。
米国で業務を行う大規模な外国銀行グループ（米国子会
社の連結総資産が500億米ドル超）は米連邦準備制度
理事会（FRB）の外国銀行に対する健全性強化基準
（FBEPS）の適用対象となり、最終的にすべての米国の
子会社を統括するIHCを設置することが義務付けられま
す。同規制は、破綻処理の実行可能性を高めることが重
要な要因になっています（事業活動を行わない持株会社
を外国銀行グループの米国事業を破綻処理するための
米国当局に対するシングル・ポイント・オブ・エントリーと
すること）。しかし、米国の監督当局は透明性のさらなる
向上、レポーティングの強化、米国でのガバナンスや説
明責任の強化、より堅固なリスク管理フレームワークの
構築なども求めています。最終的には、2016年7月まで
に、外国銀行グループの米国事業は大規模な米国銀行
グループと同様のガバナンス、リスク管理、レポーティン
グ基準に対する責任を負うことになります。一部の外国
銀行グループでは、IHCの設置義務がブッキングモデル
を変更し米国の事業範囲を減らす動き（例えば、より大量
の取引を欧州やアジアで計上することによって）を促進す
る明確なインセンティブになっています。
その他の規制上の検討事項
監督当局の関心事項、破綻処理の実行可能性、リング
フェンス規制以外にも、ブッキングモデルに影響を及ぼす
様々な規制上の要因があります。これには、健全性フレー
ムワークの要素（自己資本規制、ストレステストなど）、デ
リバティブ規則、市場参入条件などが含まれます。これら
の領域とブッキングモデルとの関係の詳細については、
15ページの付録をご参照ください。

ビジネス上のニーズ―
効率性と簡素さ
すべての大手銀行グループは大規模な規制改革対応プ
ログラムに取り組む準備を整えていますが、規制当局や
監督当局の圧力に対する対応は多くの場合、戦術的で断
片的ものとなっており、事業や統制機能全体にわたって端
から端まで十分に統合されてはいません。ブッキングモデ
ルの変更は、他の規制改革の副作用と見られやすいので
すが、規制、戦略、ビジネスの効率化という競合する要求
を調整するための強力な戦略的ツールになる可能性があ
ります。グループ全体の戦略的ブッキングモデルという視
点に立つことが規制変更の複雑性の一部を克服する１つ
の方法となり、それにより銀行グループは業務効率など
その他の長年にわたる懸案事項にも対処することができ
るようになります。

このことは銀行グループにとって何を意味するのでしょ
うか？
戦略的な課題は、詰まるところ銀行グループのすべての
ステークホルダーをいかに満足させるかという問題になり
ます。
• 顧客―顧客の望むサービスを顧客が望む方法で提供
すること。
• 規制当局、監督当局、破綻処理当局―当局の要求を
満たし、当局の期待に合致すること。
• 投資家― 資本・リスク配分、税務、コスト管理という観
点からビジネスモデルを最適化し、業務を効率化するこ
とにより、魅力的なリターンを提供すること。
現在のような環境下では、規制当局や監督当局が恐らく
最も強力な力を持っています―当該当局の懸念に対して
は交渉の余地なく対応を迫られることになり、このことは
銀行グループが課せられた競合する要求をバランスよく
満足させていくやり方に影響を及ぼします。監督当局の懸
念への対応を怠ることや、規制の不遵守は、監督当局の
干渉的な姿勢の強化、自己資本や損失吸収力の要求の
強化、当局が介入し銀行グループに構造改革や業務変
更を強制することなど、重大な結果を招く可能性があるで
しょう。このことが厳しいコスト管理を期待する投資家にとっ
て懸念材料となるのは明らかですし、また言うまでもなく、
経営陣は監督当局の介入に気をとられてビジネスに専念
できなくなります。その意味で、ブッキングモデル変更のビ
ジネス・ケースを検討するうえで重要になるのは（潜在的
な顧客と銀行グループの両方のための）コスト回避です。

しかし、最大のビジネス利益を引き出すようなやり方で規
制変更の環境に対応していくことも極めて重要です―銀
行グループが当局の期待の高まりにいや応なく対応しなけ
ればならないことを踏まえて、規制改革を長年懸案となって
いるその他のビジネス変革を実行する絶好の機会として
捉えなければなりません。銀行グループの法的事業体の
構造に関する規制改革のアジェンダに関係なく、ブッキン
グ実務を見直し、ネッティングのより効果的な利用や、グ
ループ内のバックツーバック取引の縮小などの効率性を
追求する理由は十分あります。また、ブッキングモデルの
分析によって、1つの子会社（あるいは、むしろ１つの支
店）のほうが銀行グループの目的を果たすうえでより適切
であるようなところに複数の子会社が存在しているといっ
た非効率性が明らかになる可能性があります。また、隠さ
れた資本が特定され、再配分される可能性もあります。ま
た、ブッキングモデルの分析によって、顧客受入れ手続き
の見直しを通じて、個人顧客が何度も受入れされているこ
とを発見することや、顧客体験の改善方法を特定すること
ができるようになるでしょう。これらの問題の中にはある程
度「基本に立ち戻る」ことが必要なものも一部ありますが、
私たちの経験から、銀行グループの中には改善の余地を
見出す機会は数多くあると考えています。
現在のブッキング実務を把握することは、将来の実施可
能な解決策を導き出すうえで不可欠です。ブッキングモデ
ル作業の第一歩は包括的な見直しおよび文書化プロセス
です。再建や破綻処理目的で行われた作業の内容もこの
目的に効果的に活用することが可能です7。
見直し・文書化プロセス
銀行グループには多くの場合、ブッキング実務に関する
一貫性があり総合的な情報が存在していないことを認識
したうえで、最初の仕事は、銀行グループ全般にわたって
現在のブッキング実務を見直し、文書化することです。特
定の事業分野内で特定の金融商品を計上する個別のプ
ロセスは何らかの形で文書化されている可能性が高いで
しょうが、ブッキングモデルはそれよりも高次元なレベル
で、適切に文書化されるべきです―ブッキングモデルは、
既存プロセスがどのように機能するかの単なる描写では
なく、当該プロセスの一般的な特徴や戦略的な特徴も含
めるべきです。また、その背景にある論理的根拠を含める
ことも極めて重要です。
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このプロセスに関連する課題を過小評価すべきではありま
せん。文書化の現状次第ですが、数ヵ月はかからないにし
ても数週間かかる可能性が高いでしょう。また、経理、リス
ク、財務、プロダクトコントロール、オペレーション等を含め
組織全体にわたって幅広い人々のインプットが必要となり
ます。いつものように、データの問題は決して些細なもの
ではありません。データは複数のソースから抽出すること
が必要でしょうし、また粒度の高いデータである必要があ
るでしょう。
現行のブッキング実務の詳細な分析
関連情報が文書化された時点で、詳細な分析を行うことが
できます。当該情報を1ヵ所に集めることによって、企業は
特定のプロセスの背景にある論理的根拠や、現行モデル
の構築要因を理解できるようになるはずです。また、例外
や独自のプロセスも浮き彫りになってくるはずです（例え
ば、現地事業体が特定の現地規制要件に適合するために
設立されたことなど）。また、このデータを利用してブッキン
グモデルに関する主要な制約（例えば、コスト管理と資本
の利用可能性のいずれがより緊急の課題なのかというこ
となど）も理解することが可能になるでしょう。

このプロセスを通じて、データの欠落、担当者の配置転換
によって現行のブッキング実務の背景にある論理的根拠
に関する知識が欠落していることなど、銀行グループの
ブッキング実務に関連して数多くの問題が明らかになる
可能性が高いでしょう。重複する法的事業体や、隠された
資本や流動性の存在などが明らかになる可能性もありま
す。異なる事業分野間で同一の商品の取り扱いに一貫
性がないことや、当該商品やその関連プロセスに関する
一貫性のある定義が欠如していることなども、しばしば遭
遇する問題です。
このプロセスが現在どのように機能しているか（また恐ら
く場合によっては、機能していないか）を理解することは、
将来の在り方の選択肢とともに、当該選択肢を実行する
うえでの主要課題を戦略的に評価するための必要条件
になります。
ターゲットとする状態の主要な特徴―何を目指すべきか？
見直し・文書化プロセスで問題を特定していることから、
変革のための具体的な選択肢を特定し、各選択肢の実
行可能性や様々な規制上および税務上の影響について
詳細で専門的な評価を行うことが可能となるはずです。

データの課題
データが様々な場所に保管されており、データの質が多種多様であることがしばしばあることから、現行のブッキン
グ実務を文書化するために関連データを入手することが大きな難題になる場合があります。本当の難題は各事業
分野の枠を超えて全体的なレベルでのデータを入手することです。
法的事業体に関する必要な情報には、事業体の種類、設立許可、（モデル承認などの）規制当局の認可、地理的
な所在地、事業内容、取引商品、金融市場インフラの会員資格、財務内容、資本状況、流動性状況などが含まれ
ることになるでしょう。
商品に関しては、想定元本、リスクアセット（RWA）の費消およびレバレッジ比率に対するRWAの寄与度、その他
の規制関連の情報、商品が計上されている方法の詳細とその理由、顧客が取引する個別商品の一覧とその理由
などを特定することが必要となるでしょう。特定の顧客要求によってブッキング実務の独自性が分かる可能性があ
ることから、この領域においては顧客の考え方を理解することが極めて重要となります。
収益の帰属に関する粒度の高い情報が極めて重要となります―収益の源泉や、収益がグループ内のどの事業体
に計上されているかを理解するためです。収益は全体像の中で重要な技術的部分（例えば、コストがグループ内
でどのように移転されているかを示している）であるだけでなく、特定の事業分野の最終損益を決定づけることにな
り、当該事業部門の社員の業務意欲を左右することになることから、グループ内部での重要な「政治的」問題でも
あります。
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しかし、ターゲットとする状態のブッキングモデルの設計
に関して言えば、組織内の経営層に確認する必要がある
質問がたくさんあります。例えば、次のような質問です。
「顧客は何を望んでいるのだろうか？」、「どの事業体に
顧客対応をさせるべきなのか？」、「どの事業体が市場リ
スクを持つべきなのか？」、「どの事業体に規制リスクモ
デルの承認が必要なのか？」、「リスク統制機能はどこに
設置されるべきなのか？」、「トレーダーをどこに配置すべ
きなのか？」、「営業スタッフをどこに配置すべきか？」、
「バックツーバック取引はどのような仕組みにすべきなの
か？」、「これは商品によって異なるのか？」、「清算機関
の会員資格取得の戦略はどういうものか？」、「いつ清算
し、いつバイラテラル方式（相対型）での取引を行うべきな
のか？」、「現地固有の税務上の要件があるのか？」、
「自己資本規制はどうなっているのか？」、「監督当局の
期待は何なのか？」、「取引圧縮の機会を最大限生かす
にはどうすればいいのか？」、「インフラはどの程度共有
化すべきなのか？」、「オペレーションの子会社化は試し
てみる価値があるのか？」
一部の重要な質問に対する個別の銀行グループの回答が
どのようなものであれ、銀行グループの3つの主要ステーク
ホルダー（顧客、規制当局、投資家）のすべてに歓迎され
る優れたブッキングモデルには一般的な設計原則がいく
つかあります。その数例を以下に示します。
• 簡素さは美徳―新規制制度では複雑性は不利になり
ます。それが最も明白なのが破綻処理フレームワーク
ですが、透明性が重要となる監督当局による継続企業
の前提（ゴーイングコンサーン）の監視の観点からも複
雑性は不利になります。グローバル市場がシームレス
でないことを踏まえると、例えば、現地の規制要求（例
えば、特定の活動は支店では実施できず、子会社を通
じてしか実施できないと定められている場合もありま
す）を満たすためなどの理由によって、ブッキングモデ
ルには常にある程度の独自性が存在することになるで
しょう。しかし、一般的に言って、例外はあくまで例外に
とどまるべきです。

• 担保の効率的な利用―担保の最適化には、特定の取
引に対する最適な担保の所在を特定するためにグロー
バル連結ベースで資産および負債を把握することが必
要であり、また取引ポートフォリオ全般を通じての最も
効率的な担保の配分を決めるために分析で補足する
必要があります。
• 規制モデルの承認の効率的な分配―承認の取得・維
持には多額の費用がかかることがあり、事業体間での
承認の分配（および、それに伴う事業体間での人的資
本の配分）は慎重に管理されるべきです。
• 良好な統制機能を支援するフロントオフィスのプロセス
―プロセスは組織内に定着しているべきであり、問題
があればそれを該当する委員会に上程するプロセスが
明確に定められているべきである一方で、トレーダーの
マンデート（委任された権限）は何をどこに計上すること
ができるかについて明確であるべきです。リスク管理の
3本の防衛線はフロントオフィススタッフから始まります。
• ポートフォリオ圧縮の促進―ポートフォリオ圧縮の機会
を追求し、可能な限りその機会を生かすべきです。ポー
トフォリオ圧縮によって、カウンターパーティリスクを低
減することができる一方で、ポートフォリオの市場リスク
には変化がないことから、ポートフォリオ圧縮に取り組
むことは有益です（言うまでもなく、欧州市場インフラ規
則（EMIR）ではポートフォリオ圧縮機会の追求が規制
上の要件となっています） 8。また、レバレッジ比率は過
度な想定エクスポージャーに不利であり、ポートフォリ
オ圧縮はレバレッジ比率に対して帳簿を管理するうえ
で重要な要素でもあります。
• 共有インフラの活用―破綻処理計画やリングフェンス
作業の一環として実施されるオペレーション改革との関
連で、共有インフラやバックオフィス機能を効果的に利
用できるようにすべきです。特に、ブッキングモデルの
オペレーション関連の構成要素とオペレーションを行う
子会社やサービスセンターの設置との整合性を維持す
ることが極めて重要です。

• 商品タイプ全般を通じての各種プロセスの一貫性―こ
のことは異なる事業分野が同一の商品を取り扱う場合
に特に当てはまります。個々の商品の取り扱いの一貫
性が高ければ高いほど、より効率的にリスクを管理す
ることができます。
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結論
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結論

すべてのグローバル銀行グループは、「自行の事業はど
うあるべきか」、「自己資本コストを超える自己資本利益率
をどこで、どう達成するのか」、「どうやったらコストをより
効率的に管理できるのか」などについて、これまでかなり
の期間にわたって再評価を続けてきました。その結果、事
業分野、特に投資銀行業務からの撤退または縮小という
決断が下されています。銀行の自己資本や流動性の検
討によって特定の事業活動の経済的な魅力が変化してし
まったことが要因となって、こうした決定が下されていま
す。しかし、規制動向は進展を続けており、その他の要因
が今後関与してくることになるはずです。銀行グループの
事業、事業を行う場所およびそのやり方について今後継
続的に戦略的判断を下していくうえで、ブッキングモデル
とブッキングモデルの構造改革との関係が主要な考慮点
になるはずです。
新たな規制環境下では、複雑性が不利になり、法的事業
体の合理化が奨励されています。監督当局が銀行グルー
プのブッキング実務に関して直接的で厳しい質問を浴び
せている状況がみられており、監督当局は今後監視を一
段と組織的に実施すると予想しています。その一方で、構造
改革に関する規制や破綻処理規制の実施によって、当局は
銀行グループに法的事業体、財務構造やオペレーション構
造（ブッキング実務を含む）の変更を義務付ける権限を得
ています。
したがって、ブッキングモデル変更のビジネス・ケースを検
討するうえで重要になるのはコスト回避です。つまり、構
造変更の強要につながる可能性のある監督当局の介入
を回避することです。私たちの経験では、現行のブッキン
グ実務を明確に理解するために不可欠な構成要素の一
部がしばしば欠如しています―つまり、文書化がしっかり
となされておらず、ブッキング実務全体に関する経営上層
部の理解が限られているのです。銀行グループは、現行
のブッキング実務を見直し、不必要な複雑性や一貫性の
ない点を一掃し、目的に適ったターゲット状態のブッキン
グモデルの構築に向けて進むことによって、監督当局の
介入を未然に回避することを目指すべきです。

構造改革が個別の銀行グループにとって持つ意味はその
銀行グループの状況に大きく左右されます。つまり、万能
の解決策はないということです。各企業は、本社所在国、
事業ミックス、現在の法的事業体構造などによって、それ
ぞれ独自の課題に直面しています。英国の銀行グループ
はスイスの銀行グループとは異なる課題に直面していま
すが、その一方でスイスの銀行グループが直面する課題
は米国やユーロ圏諸国の銀行グループのそれとは異なっ
ています。また、すべての銀行グループは「破綻処理可
能」である必要がありますが、これが意味するところも実
際には銀行グループによってさまざまでしょう。
新たな規制環境下での要件に適合するために必要な努
力は銀行グループによって差があるでしょう。銀行業務の
地域化や分断化が一段と進むなかで、グローバルで一元
化したブッキングモデルやリスク管理モデルが最も大きな
課題に直面することになります。グローバルモデルが新た
な規制で完全に禁止されているわけでは決してありませ
んが、グローバルモデルの運用を妨げる障害やそれに関
連する費用が大幅に増大しており、グローバル化構造の
維持を目指す銀行グループは、バックツーバック取引が
破綻処理の実行可能性を損なうことがないことや、リモー
トブッキングに関して堅固な統制が設定・維持されている
ことについて監督当局を説得するためにさらなる努力が
必要となるでしょう。
したがって、ブッキングモデルの透明性を高める取り組み
は銀行グループにとって極めて有用です。新たな規制環
境下で規制当局が達成を目指している成果を理解し、当
該成果との対比でブッキング実務の現状を測定すること
が極めて重要です。このことは、多くの国・地域の多くの事
業分野で事業活動をする複雑な構造を持つ銀行グループ
にとっては決して容易ではありませんが、様々なステークホ
ルダーの競合する要求を満足させるためには不可欠です。

規制改革やコスト回避の対応以外にも、ブッキング実務を
見直し、効率性の向上を追求する理由は十分あります―
多くの銀行グループはいくつかあるメリットのなかでも特
に、より効率的に資本を配分すること、不必要な法的事業
体を消滅させることによって隠された資本や流動性を解放
すること、バックオフィスの共有インフラをより効果的に活
用すること、グループ全般にわたる利益や損失をより明確
に理解できるようにすることなどの点で改善余地があるこ
とに気付くでしょう。
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付録―その他の規制上の検討
事項
本稿の本文で取り上げた規制要因以外にも、ブッキングモ
デルに関連する様々な取り組みがあります。その中には、
健全性フレームワーク、デリバティブ規則、市場参入要件
などがありますが、これらについては以下により詳細に取
り上げます。
健全性フレームワーク
一般的に言って、より多くのブッキングセンターを設置する
ことは、個別の自己資本規制が適用される規制対象の事
業体をより多く生むことになり、グループ内で資本や流動
性が分断化され、また、規制当局が配当支払いを制限す
る可能性があることから、利益が隠される可能性が生まれ
ます。新たな健全性フレームワークでは、銀行グループが
リスクベースの自己資本規制だけでなく、レバレッジ比率
や正式な流動性規制にも適合する必要があることから、こ
の健全性フレームワークとの関連で、グループ内でのリス
ク移転の方法を含め、「何がどこで計上されているか」を調
査するインセンティブが銀行グループに生じるのは明らか
です。例えば、銀行単独の観点からすれば、多額のリスク
アセットを消費する商品を「リスクセンシティブでないレバレッ
ジ比率」が拘束的な制約となっている事業体に計上するほ
うがより資本効率が高いかもしれません。その一方で、バッ
クツーバックブッキングモデルは信用リスクや市場リスクを
一元化すること（それによって資本の分断化を軽減するこ
と）に役立つ可能性はありますが、取引の想定元本を重複
計上することが銀行グループのレバレッジ比率のエクスポー
ジャーの計測値を高める原因になる可能性があります。要
するに、健全性・法的事業体フレームワークはもはや以前
のように単純明快ではなく、これまでの実務を見直すこと
が必要となっています。
世界金融危機後の規制改革フレームワークの多くは資本
「裁定（アービトラージ）」の機会を最小化してきました。す
べての主要な管轄区域では規制上の厳しい最低要件が
定められており、これは厳しい規制措置を回避するために
事業活動を移転することができないことを意味しています。
しかし、米国とEUの間でレバレッジ比率規制が違うように、
国ごとに依然として違いがあります。米国の銀行グループ
には名目上高いレバレッジ比率規制が適用されており（た
だし、会計基準の違いのために、差異は縮小します。）、こ
れによって米国以外に本社を置く銀行グループが米国外
で計上するインセンティブが生まれている可能性がありま
す。また、EUのフレームワークでは現在のところ、銀行は
特定のカウンターパーティに対する信用評価調整（CVA）
リスクの資本賦課を免除されています（しかし、現在の適
用免除が今後どうなるかは不透明です9）。これも米国外で
計上するインセンティブになるかもしれません。
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また、FRB、イングランド銀行、欧州銀行監督機構（EBA）
の主導の下で銀行グループには複数の国・地域でストレ
ステスト要件が適用されています。当局ごとに独自のアプ
ローチを採用しています。ストレステストの実施自体が困
難なものですが、さらに、法的事業体全般にわたる収益
や費用の分担にも影響を及ぼす可能性があります。監督
当局は、銀行グループ内のフローに関するストレスシナリ
オの前提が適正であることを確認するために、グループ
の移転価格の取り決めやサービスレベルアグリーメント
（SLA）を詳細に調べる可能性が高いでしょう。これによっ
て米国でIHCを設置している銀行グループは特に困難な
状況に追い込まれることになるでしょう（特にトレーディン
グ事業の場合は、米国外で計上された取引に対して米国
事業体の従業員に報いるために、グループ内の他事業
体との契約に基づいて、IHCやIHCが統括する事業体に
収益の大部分を移転していることから、特に難しい状況
になるでしょう）。IHCへの収益移転を統制する契約は大
抵、個別の事情に合わせて締結された移転契約の寄せ
集めです。またこれらの移転契約では、IHCへ移転される
収益は多くの場合、当該ポジションに関連する様々な費
用や損失を控除後のものであり、また一部の契約では当
該ポジションに関連する市場損失の一部または全部を
IHCに移転する規定になっているなど複雑な内容となって
います。このことによって、IHCの収益やリスクの源泉は、
特有でしばしば予測不可能な形で自社の資産や負債以
上に拡大しています。
包括的資本分析およびレビュー（CCAR）がIHCに適用さ
れることで他にも数多くの問題が引き起こされます。例え
ば、IHCとIHCが統括する事業体に影響する移転契約は
予測に反映される必要があり、また親会社やその他の関
係会社との財務上の関係に関する多くの前提（例えば、
ストレスシナリオにおける資金の有効性や資金コストの前
提など）が設定される必要があります。当該プロセスのガ
バナンスもFRBの目標に適合する必要はありますが、同
時に銀行グループ全体にとって引き続き妥当なものであ
ることも必要です。また、IHCがCCARで「不合格」になる
ことによって生じる結果は、米国銀行持株会社（BHC）の
場合と同じぐらい明確に定義されているかどうかは不明
です。
IHCを設置している銀行グループの一部にとっては、米国
のBHCの中に、これらまたはその他の問題に関する監督
当局の期待を推測するための参考として使用する本当の
意味で同等の銀行グループが存在しないことを認識して
おくことが重要です。結局のところ、IHCとIHCが統括する
事業体間での既存の取り決めや、IHCの親会社や関係
会社との関係が、ポストIHCの時代には目的に適ってい
ないのかもしれません。IHCレベルでの規制要件の整理・
統合やストレステストの侵襲性を踏まえると、「何をどこで
計上するのが最適か」という前提を見直さなければならな
いと言えるかもしれません。

デリバティブ：中央清算（セントラルクリアリング）、ネッティン
グおよび圧縮
ドッド・フランク法のスワップ規制もブッキングモデル変更
を促進する明確な要因となっていますが、ある場合には、
ブッキングモデル変更が米国のカウンターパーティとの取引
を行わないようにという顧客要請が発端となっています10。こ
れによって一部の銀行グループはビジネス経路を再構築
し、ビジネスを米国から迂回させるように再設定していま
す。例えば、ロンドンに子会社を設立して、そこに以前を大
幅に上回る量のビジネスを計上するというケースがありま
した。これは構造規制以外の規制が法的事業体構造、グ
ループ内の取り決め、ガバナンスなどの変更を引き起こし
た明確な事例です。
拡散的な規制フレームワークがデリバティブ市場の分断
化をある程度引き起こす原因となっています。米国のドッ
ド・フランク法のスワップ規制や、EUによる欧州市場イン
フラ規則（EMIR）ならびに改正された金融商品市場指令
および付随規制（総称して「MiFID II」）などが成立して以
降、このことは懸念材料となっています。世界のデリバティ
ブ市場は地理的な境界線に沿って米国とEUの「流動性プー
ル」にはっきりと分かれつつあり、同一地域内のカウンター
パーティ間の取引の割合が増加しているように思われま
す11。EU規則と米国規則の同等性が決定される見込みは
依然として不透明な状況であり、（特定の取引や中央清算
機関（CCP）デフォルトファンドへのエクスポージャーに対
する自己資本要件が一夜のうちに突如引き上げられるな
どの）非同等によるクリフ効果（cliff effect）を回避するた
めに応急措置が講じられています。これらの管轄区域に
おける事業体間のグループ内取引に関する今後の取り扱
いは依然として不透明なままですが、極端な場合には、当
該取引の清算が義務付けられるか、当該取引が二者間
証拠金規則（マージン規則）の適用対象になるか、あるい
は、当該取引が一段と資本集約的なものになる可能性が
あり、その結果、バックツーバック取引にも大きな影響を
及ぼすことになるでしょう。EUや日本の証拠金規則では
グループ内取引に関しては適用免除となっていますが、
米国の証拠金規則でグループ内取引が適用免除になるか
どうかについては実際のところ依然として不明のままです。
レバレッジ比率がバランスシート上の拘束的な制約となる
可能性がある状況下では、取引の効率的なネッティングの
重要性も増しています。レバレッジ比率の計算でネッティン
グが一部認められており12、ポートフォリオ圧縮やネッティン
グ実務の調整、担保、変動証拠金請求などがすべて銀行
グループのレバレッジ比率エクスポージャー測定値の改
善に寄与できるようになっています。

ネッティングの機会が最大限生かせるのは、最も一元化
が進んだリスク管理モデルであることは明白です。すべて
のリスクポジションを保有し、国際スワップ・デリバティブ協
会（ISDA）の定めるマスターネッティング契約（MNA）をカ
ウンターパーティごとに一本しか必要としない単一のグロー
バル事業体の場合には、当該カウンターパーティへのエ
クスポージャーのネッティングを最大化することが可能で
す。グループ構造内の事業体数が多ければ多いほど、ネッ
ティング機会を最大限活用するために、当該グループとそ
のカウンターパーティとの間やグループ内の事業体間で
より多くのMNAが必要となります。しかし、このようなネッ
ティングの効率化によるメリットは、先ほど説明した一元化
モデルに対する監督当局の圧力とバランスさせる必要が
あるのは明らかです。
CCPはすべてのCCP参加者間の取引を一括してネッティン
グすることから（マルチラテラル・ネッティング）、中央清算
の効果的な利用もネッティング機会を高める可能性があり
ます。したがって、CCPを利用する銀行はCCPに対してし
かネットエクスポージャーを抱えていないため、CCP参加
者のすべてと相対ネッティング契約を締結する必要があり
ません。
市場参入
クロスボーダー銀行グループが外国市場に参入する条件
は、当該銀行グループが海外で事業活動を行うやり方に
影響を与える重要な要因となります。各国・地域には、外
国銀行グループが現地で事業活動を行うに際しての独自
の期待や、当該銀行グループが事業活動を開始する前に
充足しなければならない様々な要件（事業の許認可条件）
があります。市場参入条件を変えるような規制動向を把
握することが重要です。規制動向次第では、認められる
法的事業体構造、法規制上の許認可、その他多くの問題
に影響を及ぼす可能性があります。現時点で最も重要な
のは、MiFID IIの同等性に関して前向きな決定が下され
ることにより、EU域外の銀行グループがEU域内のプロ投
資家や適格カウンターパーティを対象にした投資サービス
の提供や投資活動を行うことができる条件が変更となる
可能性があることです。最終的に、EU域外の銀行グルー
プはEU域内に支店を設置せずに当該サービスを提供す
ることが認可される可能性があります13。これが実現すれ
ば、米国、スイス、日本の各銀行グループや、その他のEU
域外の銀行グループにとっては大きな進展となるでしょう。
その場合、これらのEU域外の銀行グループは当該事業
活動を実施するためにEU域内に設置した支店や子会社
を維持するのか、あるいは当該事業活動を母国に移管す
べきかについて検討することができるようになるでしょう。
しかし、EUが相互主義を主張しているせいもあって、どの
国が同等性の決定を受けるかは全く不明の状況であり
（特にEUと米国の同等性に関しては決定が極めて困難と
なる可能性があります）、また決定の時期も依然としてはっ
きりしていません。
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巻末注

1

規制当局、監督当局、破綻処理当局については、分かりやすくするために、全く同一のものとして言及している場合もありますが、適切な場合には区別して言
及しています。単純化して言えば、規制当局は規則を作成・適用する機関であり、監督当局は個別の金融機関を監視・監督するチームであり、破綻処理当局
は破綻処理計画の策定と実行を担当しています。

2

例えば、http://www.bis.org/publ/joint07.pdf をご参照ください。「企業がリスク管理に対する全社的アプローチをより体系的かつ統合的にしようとする取り組
みは引き続き規制や監督の関係者から強く督励されるはずである」と述べられています。また、同レポートでは、「統合的なリスク管理プロセスは必ずしも一元
的なリスク管理体制を意味しない」と指摘されていますが、さらに続けて「金融セクターで幅広く事業展開する企業の大半はリスク計測体制やリスク管理体制
が一段と一元化に向かうと予想している。例えば、多くの銀行組織が、部分的にバーゼルIIの取り組みに駆り立てられて、自己資本規制の対応状況を最適化
するために信用リスクやオペレーショナルリスクを管理する独自のフレームワークの構築を進めると同時に、独自のリスク管理能力をさらに向上させるつもり
である」と述べられています。

3

例えば、英国健全性規制機構（PRA）は略図を使ってブッキングモデルを説明することや、グループ内のエクスポージャー、取引高、リスク管理手順、グルー
プ内保証、担保管理などに関する具体的なデータを提供することを要求しています。PRA SS19/13をご参照ください。

4

例えば、金融安定理事会（FSB）が公表した「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性（Key Attributes of Effective Resolution Regimes for
Financial Institutions）」の中の主要特性4をご参照ください。URLは次の通りです。
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf

5

移転価格は主に税務概念であり、当局のタイプ（税務当局 vs. 税務当局以外の当局）によって監視のレベルも異なる可能性があり、また各当局固有の権限
を反映して許容できる実務に対する見方も異なる可能性があることに注意してください。

6

私たちのブログをご参照ください。URLは次の通りです。
http://blogs.deloitte.co.uk/fiancialservices/2015/06/individual-and-collective-responsibilityrewriting-agatha-christie.html

7

FSBが最近実施したグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）に関する調査では、再建および破綻処理計画（RRP）作業によって「全社的リスク管理に
ついての新たな重要な洞察」が提供されたことに加えて、法的事業体構造やグループ内の取り決めが浮き彫りになることが示唆されています。FSBが発表し
た「システム上重要な銀行（SIB）に対する監督の枠組み・手法に関するテーマ別レビュー報告書（Thematic Review on Supervisory Frameworks and
Approaches for SIBs）」をご参照ください。URLは次の通りです。
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Thematic-Review-on-Supervisory-Approaches-to-SIBs.pdf

8

とはいえ、ポートフォリオ圧縮は万能の解決策ではないことに注意してください―法律、税務、会計、業務に関わる問題との関連で、ポートフォリオ圧縮が状況に
よっては適切でない場合があるかもしれません。証券監督者国際機構（IOSCO）が公表した「中央清算されない店頭デリバティブ取引のリスク軽減基準に関
する市中協議文書（Risk Mitigation Standards for Non-centrally Cleared OTC Derivatives）」の14ページをご参照ください。URLは次の通りです。
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd469.pdf

9

この適用免除については、規制当局間で依然として論争が続いています。以下に示すバーゼル委員会による「EUの規制上の整合性評価（Regulatory
Consistency Assessment of the EU）」と欧州銀行監督機構（EBA）の提言をご参照ください。「EUの規制上の整合性評価」ではEUの信用評価調整（CVA）
フレームワークがバーゼルIII基準に「不適合」であると評価されています（http://www.bis.org/bcbs/ publ/d300.pdf）。また、欧州銀行監督機構は、バーゼル
委員会による「トレーディング勘定の抜本的見直し（Fundamental Review of the Trading Book）」が完了した時点で、CVAフレームワークを「再検討」し、適
用免除を「おそらく廃止」すべきであると提言しています（https://www.eba. europa.eu/documents/10180/950548/EBA+Report+on+CVA.pdf）。

10

米国のカウンターパーティとのスワップ取引について、外国企業が米国当局にスワップディーラーとして登録することが義務付けられ、それにより米国のスワ
ップ取引報告要求の対象になる基準額（想定元本80億米ドル）が比較的低く設定されています。その結果、一部の非米国企業は米国のカウンターパーティと
の取引を避けつつあります。

11

ISDAの「グローバル・デリバティブ市場のクロスボーダーでの分断化：2014年末更新版（Cross-Border Fragmentation of Global Derivatives: End-Year
2014 Update）」をご参照ください。URLは次の通りです。
http://www2.isda.org/attachment/NzUzMQ==/Market%20fragmentation%20FINAL.pdf

12

しかし、米国会計基準（US GAAP）と国際財務報告基準（IFRS）との間で相殺処理の相違が依然として存在しており、これが引き続き議論の的となっていま
す。

13

金融商品市場規則（MiFIR）第46条をご参照ください。URLは次の通りです。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0600&from=EN
FAQ 22については次のURLでご参照ください。http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm?locale=en
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