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はじめに 

英国の規制当局は、グローバルな金融サービス企業に対する注目を強めており、特に英国子会社のガバナンスと監視

において英国外の親会社が果たす役割に焦点を合わせています。グローバルな金融サービスグループが直面する課題

は、その英国の規制対象となる法的主体が親会社の目標との関連において利益相反を避けつつ、自社の意思決定の

独立性と支配を維持していることを証明することです。 

金融サービス機構(FSA)が2013年4月に金融行為監督機構（Financial Conduct Authority: FCA）とプルーデンス規制機構

（Prudential Regulation Authority：PRA）に移行して以来、ガバナンスに関する規制当局の焦点も企業文化と上級経営者

の個人の説明責任へと変化しています。これを受けて、英国子会社の取締役会に加わっている取締役の役割と責任の

明確化の必要性はさらに高まると思われます。 

FCAの監督担当責任者（Director of Supervision）であるクライブ・アダムソン氏は先日、このメッセージを強調し、経営の

精神は英国に根ざしていなければならず、また、企業の姿勢と文化を定める責任が企業の最上層部に置かれていなけ

ればならないと改めて述べました。アダムソン氏はまた、FCAは国際企業がグローバルな意思決定構造と、規制対象と

なる法的主体が考慮すべき事項とのバランスを取ることを期待していると述べました。 

これまでは銀行業界が、この領域における規制当局の監視の矢面に立ってきました。しかし規制当局はいまや、これら

の原則・基準が海外の親会社に所有されているブローカーや投資マネージャーなどの投資会社によっても適用されるこ

とを期待しています。 

本書では、グローバルな金融サービス企業のガバナンスの仕組みに関する規制当局の最新の期待について概説し、ガ

バナンスモデルと上級経営者に関する正しい選択がグローバルな事業の要求に対応しつつ英国の規制当局の期待に

応える上でどのように役立つかを考察するとともに、この目的を果たすために企業が現在取っている実務的な措置を詳

しく取り上げます。 

「（前略）非英国企業が国と FCA の要求、特に法的主体の

一体性の維持という要求に留意することが重要である」 

クライブ・アダムソン 

FCA監督責任者、2013年11月 
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規制当局の期待を理解する 

2007年に始まった金融危機は、企業のガバナンスとそれを支える企業文化と倫理の重大な欠点を明るみに出しました。

それ以来、ガバナンスの欠陥が判明した場合の規制当局の直接的介入が著しく増大しており、英国の規制対象となる法

的主体の意思決定プロセスにおける海外親会社の役割に、より大きな焦点が当てられるようになっています。 

このような「集中的」な監督アプローチへの移行の一環として、金融サービス市場法第166条に規定する専門的能力のあ

る者によるレビューが継続的に利用されているほか、最高経営責任者（CEO）、会長および取締役会が書面による証明と

表明をFCAとPRAに提供するように求められるケースが増えています。証明の使用は、規制当局が企業文化に焦点を当

てており、企業の事業戦略およびリスクプロファイルを明確に把握しようと試みていることと関連しています。これは特

に、情報の質やフローが海外事業によって影響される可能性のある複雑な組織に当てはまります。 

FCAとPRAのハンドブックは、企業がどこで事業活動を行っていても、上級経営者には企業の活動に対する支配を維持

する責任が期待されることを説明しています。 

• 事業原則（PRIN）－企業は、相当の技能、注意および努力をもってその事業を実施しなければならず、また、十分なリ

スク管理システムを用いて、責任をもって効果的にその事業を組織化し、統制するように合理的な注意を払わなけれ

ばならない。

• 最低条件（COND）－英国において規制対象となる活動を実施する許可を求める企業は、「その本社（その中心的な経

営および統制―取締役、上級経営者、コンプライアンス部門、内部監査部門等―の所在地）を英国に置いていなけれ

ばならない」（COND 2.2）、「企業に対するFCAの効果的な監督を妨げる可能性のある『密接なつながり』（例えば、親会

社、子会社、支配当事者）を明確に示さなければならない」（COND 2.3）、「グループの他の構成員による準備金を考慮

に入れて、その活動を実施するために適切な財務資源を有していなければならない」（COND 2.4）。

• 上級経営者の体制、システムおよび統制（SYSC）－企業は、「取締役および上級経営者への重要責任の明確かつ適

切な割り当てを維持するために合理的な注意を払わなければならない」（SYSC 2.1）、「さまざまな事業活動と地理的地

域にわたって支配が行使されるよう確実を期さなければならない」（SYSC 3.1）、「明確に定められ、透明性が高く、一

貫性のある責任系統を有する明確な組織構造をはじめとする、堅固なガバナンスの仕組みを有していなければならな

い」（SYSC 4.1.1）。

• 承認対象者（Approved Persons）に関する原則書および行動規範（APER）－説明責任のある重要な影響を及ぼす職

務を遂行する承認対象者は、説明責任のある職務において自身が責任を負う事業が、実質的支配を可能にする方法

で組織されるようにするために合理的な措置を取らなければならず、かつ、説明責任のある職務において自身が責任

を負う事業の経営において相当の技能、注意および努力を行使しなければならない。

規制当局の要求事項に加えて、英国企業の法定取締役に指名された全ての個人は、2006年会社法に基づき、以下の

取締役の一般的義務を遵守することが要求されます。 

• 企業の成功を促進する

• 独立した判断を下す

• 合理的な注意、技能、努力を行使する

• 利益相反を回避する

これらの義務のそれぞれが取締役をグループの短期目標と相いれない立場に置く可能性があるため、取締役は法的主

体に対するこれらの責任を意識しておく必要があります。 

伝統的に、ガバナンスは、基本的に中心となる取締役会と取締役会の委員会の活動からなる「トップダウン」の責任であ

ると考えられてきました。しかし、ガバナンスモデルの有効性は、大規模で複雑なグループにおいては特に、事業部門

別、地域別および規制対象となる法的主体のガバナンスの健全性に大きく依存しています。このガバナンスモデルに対

する全体的視野が取締役会によるガバナンスの検討から抜け落ちていることが少なくありません。 
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ガバナンスとは何か？ 

取締役会、委員会その他の組織構造は、ガバナンスにおいて主要な役割を果たしていますが、私たちは、堅固なフレームワークは数多くの重要

な次元で構成されており、人々と文化が効果的なコーポレートガバナンスの中心にあると考えています。図1は、私たちが重要と考える主要な側

面を示しています。 

図1.コーポレートガバナンス・フレームワーク

「姿勢を定めるということはすなわち、それが正しい行動だから正しい行動を

取るという当事者意識と責任を全員が持つ文化を作ることである。（中略）こ

の姿勢作りは、CEO をはじめとする上級経営者のメンバーにしかできないこ

とであり、彼らは会社の主要な価値を定めるだけでなく、個人的に行動を通

じて手本を示す必要がある」 

クライブ・アダムソン 

FCA監督責任者、2013年4月 
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正しいガバナンスモデルを選択する

規制当局がここ数年焦点を当てている主要な領域の一つは、法的主体の取締役会が実際に組織の活動とリスクに対する

基本的責任を保持しているかどうかの確認です。英国の規制当局は、相互に関連した複雑な金融サービスグループにつ

いて、英国の規制対象となる法的主体が自身の意思決定と財務資源に対する支配を持っており、関連するリスクを管理で

きる立場にあることを保証する取り組みに強い意欲を示しています。 

英国の金融サービス企業が採用しているガバナンスモデルには、典型的に3つのタイプがあります。図2は、各モデルがど

のように、グループ全体にわたる総合的な経営構造を維持しつつ、規制対象となる法的主体ごとの監視を可能にしている

かを示しています。 

実際には、多くの企業は複数の法域にわたる明確かつ効果的なガバナンスの必要性と事業経営の日々の現実とのバラン

ス取りに苦労しています。法的主体に対する支配を英国に置いた単純な地域別または部門別のガバナンスモデルであれ

ば、企業の上級経営者が事業を支配していることを規制当局に証明できます。しかし、複数の法域で事業活動を行ってお

り、海外の親会社が主導権を持っている大半の金融機関にとって、これは現実的ではありません。多くの企業はまた、複

数の事業分野が同じ法的主体を横断しており、一つの法的主体に地域別または部門別に責任を割り当てることが難しい

状況に頭を悩ませています。実際、ほとんどの企業は、地域別と部門別の指揮系統を組み合わせたマトリックス型のガバ

ナンスモデルを採用する傾向にあります。 

マトリックス型のガバナンスモデルを採用している企業が考慮すべき重要な要素は、指揮系統と上位者への報告ラインの

明確化、そして実行責任および説明責任の正式な文書化を確実にすることです。多くの企業は、地域と事業部門に同じよ

うな複数の指揮系統（reporting lines）を設けようとしています。しかし多くの場合、このようなやり方は、一貫しないメッセー

ジと混乱をもたらすおそれがあります。各個人が自分が最終的に誰の直属になるのか理解しておらず、また、上級経営者

も誰が自分の責任下にあるのか理解していない場合、その結果として生じる不一致は、深刻なガバナンスの欠陥につなが

るおそれがあります。指揮系統がしっかり編成されておらず、不一致が見られるとの理由で、金融サービス市場法第166条

に規定する専門的能力のある者によるレビューに付託された事例がいくつかあります。 

図2.主要な3種類のガバナンスモデル 
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企業の経営を事業部門別に分ける。各事業部門のリーダーが全ての地域にわた

り、その事業分野で事業活動を行う全ての法的主体を監督する。 

• 分かりやすく、明確にしやすい

• 特定の製品と顧客に焦点を当てることが可能

• 指揮系統と説明責任が明確

• 縦割り型のアプローチにより、地域間の一貫性が欠けることがある

地域別モデルと部門別モデルを組み合わ 

の事業リーダーと地域リーダーをトップとす 

• 商品／機能に焦点を当てた取り組み

• 類似の領域における経営資源の一体化 

• 複雑な二重構造の指揮系統と説明責任

• 一貫性のないメッセージと混乱をもたら 

部門別ガバナンスモデル マトリックス型
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指揮系統の問題以外に、複雑なガバナンスモデルは、法的主体が独立して機能できるようにしようとする企業の取り組み

に数多くの課題をもたらします。かかる課題には、以下が含まれます。 

• ほとんどの経営情報が部門別または地域別に生成されている状況で、法的主体別に取締役会が経営情報を利用でき

るようにすること。

• 法的主体の取締役会が、伝統的にグループの要となっている、または特に慎重な扱いを要する文書／プロセス（例え

ば、事業計画、戦略、リスク選好度、報酬）について意見を述べ、見直し、異議を唱え、変革する能力を持てるようにする

こと。

• 重要な違反／問題への対応プロセスにより、現地での報告以外に、法的主体の統治機関に報告を上げられるようにす

ること。

• グループが現地の国の経営者を採用しており、部門の幹部に対して現地の拒否権がある場合、法的主体が独立した支

配を保持できるようにすること。

これらの競合する要求のバランスを取るためには、明確化され、あらゆるレベルで事業に組み込まれている強固なガバナ

ンスフレームワークの策定が不可欠です。どのガバナンスモデルを採用するとしても、英国の規制当局の焦点は、そのモ

デルによってグループ内の規制対象となる法的主体が独立して機能することができるのかどうかということに当てられるで

しょう。 

これは世界的な傾向であり、英国の規制当局だけでなく他の規制当局も、この同じ課題をグローバル組織に突きつけると

思われます。グローバル組織は今後、いくつかの国や地域で同じような動向に直面することになり、現地の規制当局によ

る固有の要求のバランスを取りつつ、さまざまな地域にわたって一貫したアプローチを策定するという難しい課題に対応し

なければなりません。 

また、規制当局は次第に、上級経営者がその支配下にある活動について個人的な説明責任を取ることを期待するように

なるでしょう。指揮系統が明確化されていない場合、あるいは、取締役会がその役割を独立して遂行することができない場

合、企業はFCAとPRAから監督上の調査と処分を受けることを覚悟しなければなりません。 
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正しい人材を選択する

ガバナンスモデルの採用にあたり金融サービス組織が考慮すべき主要な事項の一つは、取締役会と取締役会の委員

会が適切なスキルと経験を併せ持った有能な個人で構成されるようにすることです。企業の最上位層における個人の説

明責任に対する期待が増大する中、正しい考え方を持つ正しい人材を正しいポジションに配置していると証明すること

は、企業が正しい道を進んでいるという安心感を規制当局にもたらします。 

非執行取締役

英国コーポレートガバナンス規範とウォーカー報告書は、金融サービス企業の取締役会に非執行取締役

（Non-Executive Director：NED）を置くことの重要性を強調していました。ほとんどの組織は、取締役会におけるNEDと経

営幹部の人数の適切なバランスを向上させています。とはいえ、英国子会社のNEDとして、グローバルな英国外の経営

陣の上級経営幹部を指名する傾向は変わっていません。このアプローチでは、NEDが事業に関連する適切な経験と戦

略的目標に関する見識を持っているというメリットがあります。さらに理論的には、グループ内の他の会社出身のNED

は、組織の日常業務から切り離されています。 

しかし、親会社またはグループ会社の経営幹部を取締役会に迎えていた英国子会社において世間を騒がせるような過

ちが相次いだことを踏まえて、英国の規制当局は、子会社が真の意味で独立したNEDと、グループ全体とのつながりの

あるNEDとの適切なバランスを取っているかどうかを調査するようになりました。これは、海外の親会社がNEDを通じて英

国企業にとって不利益となるような影響力を行使する懸念がある場合に特に当てはまります。英国の規制当局が独立し

たNEDの利用を拡大する方向に進んでいることを示唆するもう一つの兆候は、金融サービス（銀行改革）法案に見ること

ができます。これには、リングフェンスの対象となる銀行に対し、リングフェンス対象機関とグループ全体の両方から独立

したメンバーと非執行メンバーを取締役会に加えることを要求する規定が含まれています。 

企業は、その取締役会のパフォーマンスを定期的にレビューすべきです。このプロセスの一環として、取締役会の構成

が、独立性と統制の文化に関する規制当局の期待に応えることを可能にしているかどうかを考慮しなければなりませ

ん。取締役会長の有効性、また、取締役会長がグループ内の他の組織の経営幹部である状況では取締役会の全体的

な有効性について正式な独立したレビューを定期的な実施する責任を担う上級独立NEDを指名するよう企業に求める声

が高まっています。 

独立NEDを利用する組織は、競合他社との差別化に役立つような、異なる業界からの幅広い関連知識と経験を生かす

ことができます。また、独立NEDは会社から切り離されているため、組織の活動についてより効果的に外部から監督・監

視できる立場にあります。特に独立NEDは、在任者に比べ、グループから発せられた指示に対して、それらの指示が規

制対象となる法的主体にどのように影響するかという点から疑問を投げかけ、異議を唱えやすいと思われます。 

承認対象者と重要な影響を及ぼす職務 

承認対象者と重要な影響を及ぼす職務（significant influence functions：SIF）に就いている者は、規制対象となる法的主

体に関する職務を負っているため、企業がどのガバナンスモデルを採用しているかに関係なく、複雑な組織構造がもた

らす課題への対処において重要な役割を果たさなければなりません。したがって、これらのポジションに、正しいスキル

を備えた正しい人材を確保することがますます重要となります。 

一部の企業は金融危機が起こるまで、管理対象職務（controlled function）とSIFにたずさわる者の承認は、あくまでも形

式主義的なプロセスであり、申請者の誠実さに焦点が当てられていると見なしていました。承認を与える側も受ける側

も、このプロセスに割く時間は非常に少なく、規制当局が申請を却下することもほとんどありませんでした。金融危機後、

上級経営者全体に深刻な個人的欠陥があると認識した英国の規制当局は、承認プロセスをもっと重視するようになり、

企業に対してより詳細な情報を要求するとともに、面接委員会の使用を増やしています。このプロセスは現在、申請者が

その役割に適したスキルと能力を備えていることを保証することに焦点を当てています。 
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多くの企業は、この焦点の変化についていけず、特に取締役会のポストへの上級経営幹部の指名において、規制当局

の新たな期待と要求への適合が遅れています。申請却下件数は著しく増えており、そのために一部の企業は新たな承

認申請者の提出件数を減らしています。しかし、この「集中的」アプローチは今後も続き、むしろFCAとPRAの下でいっそ

う厳しくなると思われます。 

企業は、上級経営幹部の承認プロセスの準備に、より多くの時間と労力を費やす用意をしておく必要があるでしょう。申

請が通らなかった場合の損失は、金銭的費用と規制当局の評判の両方の点において、大きなものになりかねません。規

制当局が申請を処理するのにかかる時間が大幅に増えているため、企業は規制当局の期待を確実に認識し、要求され

る情報を適時に提供することによって、遅れを最小限に抑えるように努める必要があります。 

「すでにお分かりのように、我々監督当局は、どこで是正措

置が取られているかを上級経営者に証明させ、正確に誰が

何について責任を負っているかを問うことをますます重視し

ている。これは全て、我々の―そしてあなた方の―注目を上

級経営者の実行責任と説明責任に向けさせる取り組みの一

環である。この領域における取り組みが、今後数カ月、数年

にわたりさらに強まることは間違いない」 

トレーシー・マクダーモット 

FCA法執行・金融犯罪担当責任者、2013年6月 
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企業が取っている実務的な措置

企業は、金融危機以降、そのガバナンスの仕組みを大幅に向上させてきました。しかし、焦点が個人の説明責任と文化

へと変化してきているため、時間をかけてガバナンスモデルを再評価する必要があります。以下に、適切なガバナンスの

仕組みの導入を確実にするために企業が取っている実務的な措置をまとめました。 

実務的な措置 メリット 

規制当局の期待の変化に沿って、ガバナンスの構造を再評価

し、場合によっては再設計する。 

先手を打って行動し、規制当局による厳しい監視を避ける。 

ガバナンスの仕組みをガバナンスフレームワークとして正式にし

っかり文書化し、取締役会と委員会の構造、役割、責任、上位者

への報告ラインを明確にする。 

社内において、また規制当局に対して、明確性と透明性を高

める。 

トレーニング、文書化の向上、コミュニケーション、上級経営幹部

の関与を通じて、ガバナンスの文化を根付かせる。 

ガバナンスの仕組みが文書の上では優れているように見える

が、実務においては無視される可能性をなくす。 

英国の取締役会がその財務・戦略目標、リスク戦略およびリスク

選好度に関して、親会社とは別個に決定を下す独立性を有して

いることを強調する。 

自身の活動を実質的に支配する取締役会の能力に対する規

制当局の信用を高める。 

規制対象となる法的主体から他の事業構造への正式な権限委

任を明確化する。 

ガバナンスの仕組みを重複させる必要なく、役割と責任をさら

に明瞭にする。 

取締役会と取締役会の委員会における独立NEDの指名と利用を

増やす。 

専門家のスキルが加わり、最上位層での意思決定に対して

真に独立した異議の提起と監視が行われていることを証明す

る。 

上級経営幹部がSIF面接プロセスで問われる可能性の高い質問

を予め把握し、規制当局からの質問に適切に対処できるように、

準備のための時間を費やし、トレーニングを実施する。 

このアプローチは、英国の規制当局の期待について経験豊

富な第三者を使うことが多く、申請が成功する可能性を大きく

高める。 

グローバルな金融サービス企業のガバナンスの仕組みに関する規制当局の期待に応えるための最初のステップは、規

制当局の要求を確認し、それを上級経営者に明確に伝達することです。 

第二のステップは、本書において説明した主要な原則を実務し、徹底することです。ガバナンスモデルの特徴は企業に

よって異なりますが、成功を収めている英国子会社のモデルには次のような共通の中心的要素があります： １）法的主

体の取締役会の独立性がしっかり確立されている、２）指揮系統が明確に文書化され、理解されている、そして３）上級

経営者が規制対象となる活動の監視、検討および異議提起に関する自身の義務と実行責任を理解し、説明責任を負っ

ている。 

グローバルな事業の要求に対応しつつ、英国の規制当局の期待に対処することは複雑な取り組みですが、企業は、こ

れらの基本原則を実施することによって、法的主体の一体性の維持に尽力していることを証明できるのです。 
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