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リスクトランスフォーメーション（リスク管理の変革）によって、金融機関はリスク管理を一部署の持つ機能から組織全
体に浸透する企業の義務に高めることができます。それが実現すれば、あらゆるビジネス、部署、および社員が自己
の権限内のリスクを認識し、これに対処する実行責任、説明責任および能力を持つことになります。さらに、リスク認
識や適切なリスク関連スキルを、すべての階層のすべての社員にとって職責を果たす上で不可欠な要素と位置づけ
ることができるかもしれません。このように、リスク管理の変革によって、リスクに対処し、進化する規制要件を満たす
だけでなく、組織の戦略実行能力や目標達成能力を高めることが可能になります。
本書はリスク管理の変革における礎に関する四部作のうちの 1 つです（図 1 参照）。
• 戦略
• ガバナンスおよび文化
• ビジネスモデルと業務モデル
• データ、分析および IT（情報技術）

「リスクと株主価値追求の両立：金融機関におけるリスク管理の変革」1 で説明した通り、 これらの礎の枠組みや能力
が整備されれば、リスク管理、リスクガバナンス、法規制の遵守をより整合性が取れた形で、また一体的に実施する
ことが可能となります。
図 1：リスク管理の変革における礎
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1
「リスクと株主価値追求の両立：金融機関におけるリスク管理の変革」（2013 年）、デロイト著。
<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/AERS/us_imo_grc_RiskTransformation_in_Financial_10152013.pdf>
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図 1 の通り、ガバナンスと文化は他の 3 つの礎を包含するとともに、これらと相互に関連し合っています。適切なリスク文
化が確立されて初めて、経営陣は効果的にビジネス戦略を実施し、ビジネス目標を達成できるのです。（一般的に言って、
ある特定の組織にとって「適切な文化」とは、当該組織が、ビジネスを行う上でのリスクを管理し、法規制の遵守義務を履
行すると同時に、同組織のリスクアペタイトの範囲内で戦略目標の追求を可能とするような文化のことです。）ガバナンス
は、経営陣による組織のリスク文化の形成を支援する仕組みを提供します。また、ビジネスモデルや業務モデル、および、
データ、分析、IT のしっかりとした基盤も、リスク管理の変革を成功させる上で重要な役割を果たします。

この四部作では、リーダーがリスク管理の変革イニシ
アチブを展開する際、４つすべての礎について行うこと
も、1 つから始めることもできるように、各文書につき 1
つの礎に焦点を当てて作成されています。本書では、
ガバナンスと文化の重要性と仕組みについて検証して
います。
礎としてのガバナンスと文化
ここ数年間、ほとんどすべての大手金融機関が、リスク
ガバナンス実務やリスク文化の強化に取り組んできま
した。こうした継続的な取り組みの目的は、業務遂行上
の過失等に対処し、コントロールを強化することですが、
その一方で、こうした取り組みを通じて、組織は、新た
な法規制上の要求や、リスクガバナンス、リスク管理、
業務運営上の文化に関する精査の強化に対応するこ
とができるようになっています（補足説明を参照）。
これに加えて、資本や流動性に関する法規制上の要
件が大幅に強化されたことで、金融機関は戦略や目標
の中で資本効率を重視し、特にビジネスモデルを資本
集約度が低いものに再設定することを余儀なくされて
います。この礎の変革は、高い資本レバレッジに基づく
ビジネスモデルから高い資本効率と低い資本レバレッ
ジに基づくビジネスモデルへ移行する動きを支援して
います。

ガバナンスと文化の精査
金融機関の経営におけるガバナンスと文化が果たす重要な役割について言及した情報
源は数多くありますが、以下にその数例を示します。

• ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（London School of Economics and Political
Science, LSE）等は「金融機関におけるリスク文化」で、「リスク文化の議論の中で最も
基本的で重要な問題は、リスクテイキングとリスクコントロールのバランスについて組織
自体が認識しているか否かということである」と指摘しています。さらに当該レポートは
「リスク管理機能の中央集権化や一見強固そうなリスクガバナンスは大惨事の防止に
全く役立たなかった」2 と指摘しています。

• ゴールドマン・サックスが発行した「ビジネススタンダード委員会によるインパクトレポー
ト」では、「文化的な」行動と社員に対する表彰や報奨の方法との関連性が指摘されて
います。また同レポートでは、顧客との関係と文化との関連性が強調されており、世界
金融危機以降における組織の「委員会によるガバナンス」の変化について言及されて
います。そのような変化のなかには、新委員会の設置、風評リスク管理についての正
式な説明責任の所在の特定、委員会によるガバナンスやビジネススタンダードの機能
強化の成文化などが含まれていました。32014 年 10 月に開催されたニューヨーク連銀
主催のワークショップ「金融サービス業界における文化や行動の改革」では、特定の行
動を助長する上で規模、複雑性、インセンティブが果たす役割や、それらが組織全体の
文化や業界全体の文化にどのような影響を及ぼすのかについて検証されています。

• ガバナンスや文化の役割に言及しているその他の情報源には、「ウォーカーレポー
ト」、「ドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法」、「バーゼル III 規制」などがありま
す。

とはいえ、各金融機関は、投資家への価値提案や投
資利益目標を踏まえて、独自のガバナンス体制や文化
を定義していかなければなりません。本書はこの考え
方に則って作成されています。したがって、本書の目的
は、ガバナンスや文化の理想形を定義しようとすること
でも、リスク管理の変革へのある特定のアプローチを
推奨しようとするものでもありません。例えば、本書で
は、中央集権化と分散化の程度が異なることが、ガバ
ナンス体制や文化のニーズに影響を与えることが認識
されています。本書では、リーダーがガバナンス体制を
定義、設計し、自社が必要とするリスク文化を形成し、
組織全体でのリスク管理のやり方を変えることができ
る方法が示されています。

「金融機関におけるリスク文化」（2013 年）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスおよびプリマス大学共著。
< http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/Final-Risk-Culture-Report.pdf>
3
「ビジネススタンダード委員会によるインパクトレポート」（2013 年 5 月）、ゴールドマン・サックス著。 <http://www.goldmansachs.com/a/pgs/bsc/files/GS-BSCImpact-Report-May-2013-II.pdf>
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リスクガバナンス
コーポレートガバナンス（企業統治）には複数の要素がありますが、その中には取締役会や経営陣による企業活動の監督が
含まれます。これは、経営陣を監督する監督者としてやアドバイザーとして、そして株主利益の保全者としての取締役会の役
割に重点を置いたものです。リスクガバナンスとは、取締役会や経営陣によるリスクやリスク管理の監督、および、健全なリス
クテイキングを規定し、支援するリスクポリシー、リスクプロセス、リスク実務のことを指します。
デロイトのリスクガバナンスの枠組み（図 2 参照。別のデロイトの文書 4 で詳述）では、リスク（真ん中の三角形）を中心に据え
ています。取締役会によるガバナンスが最も重要な活動です（外側の青色の帯状部分）。リスクと文化の重要な関係は、リス
クの周囲を取り巻く「文化」のピラミッド状の部分で示されています。コーポレートガバナンスの 1 つの側面であるリスクガバナ
ンスには、リスク監督、リスクアペタイトやリスクリミット（限度）、リスク容量、リスクモニタリングやリスクレポーティング、および、
リスク関連の役割、責任、権限などが含まれます。これらの要素に基づく情報提供によって、取締役会および経営陣と組織の
リスク文化とが継続的に相互に作用し合うべきです。
図 2：デロイトのリスクガバナンスの枠組み
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健全なリスクガバナンスには、リスク委員会、リスクポリシー、リスクプロセス、リスク実務が含まれており、また健全なリスクガ
バナンスは、リスクエクスポージャーの監視、リスク関連の意思決定に疑問を投げかけること、リスクに関する問題の上申、リ
スクに関するレポーティングなどの活動を通じて達成されます。健全なリスクガバナンスは、強力なリスク文化と切り離して考
えることはできません。同様に、リスクガバナンスが一貫性のないもの、不完全なもの、または、形ばかりのものである場合に
は、脆弱なリスク文化しか生まれません。

文化のルール
文化は、組織が社員やその他の利害関係者に期待し、また彼らから引き出す、価値、信念、行動から成っています。リスク文
化は、与信承認、トレーディング取引などのリスク関連の意思決定に関する要素や、行動様式、特にリスクや、社員の顧客と
のやりとりに関連した社員の日ごろの行いに関する行動様式から成っています。デロイトのリスクガバナンスの枠組み（図 2）
では、文化とリスクは金融機関の仕事のやり方の中で緊密に結びついていることから、文化はリスクとともに中心に置いてい
ます。
組織全体の文化の一部分であるリスク文化は、組織内でどんな決断や行動が高く評価され、奨励され、受け入れられ、また、
容認されるかを決定づけると同時に、そうような決断や行動から生まれます。ある人の人柄を「誰も見ていない時に」何をする

本書において、デロイトとは、英
国の法令に基づく保証有限責
任会社であるデロイトトウシュト
ーマツリミテッド（以下「DTTL」
という）、そのネットワーク組織
を構成するメンバーファーム、
およびそれらの関係会社のうち
の 1 社または複数社を指しま
す。DTTL および各メンバーフ
ァームはそれぞれ法的に独立
した別個の事業体です。DTTL
（「デロイトグローバル」ともいう）
はクライアントにサービスを提
供しておりません。DTTL とそ
のメ ン バー フ ァー ムの 詳 細は
www.deloitte.com/about を ご
覧ください。

「コーポレートガバナンスの未来を構想する：デロイトのガバナンスの枠組み」（2013 年）、デロイト著。
<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/US_AERS_Governance_%20Framework_102412%20Final.pdf>
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かによって見極めることができるのと同様に、リスク文化も「誰も見ていない時に」行われるリスク関連の決断や行動とみなす
ことができます。もし誰も見ていない時に行われる決断や行動が、その組織のガバナンス原則と一致していなければ、文化と
ガバナンスとが整合していない可能性があります。したがって、経営陣は、「組織のリスク文化とリスクガバナンスの要件とが
常に一致するには、どうしたらいいのか？」と常に自問自答し続けなければなりません。
組織内の社員は、リスク文化が～リスク文化が発信するすべてのメッセージの中で～彼らに求める行為をするでしょう。彼ら
のリスクテイキングなどの日ごろの行為、顧客への対応、取引のレポートの仕方は、インセンティブや、経営陣の目標につい
ての理解によって動機付けられるでしょう。通常の場合、行為は文化によって決まってくることから、リスク文化の失敗はしばし
ば行為の失敗とみなされており、最近では「コンダクトリスク」という言葉が幅広く使用されています。
文化が行為を決定づけることから、リーダーは自社のリスク文化をレビューし、その強化に努めています。デロイトのリスク文
化の枠組みは、こうした取り組みをサポートします。（図 3）
図 3：デロイトのリスク文化の枠組み
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図 3 で示している通り、リスク文化は、組織、リレーションシップ、
モチベーション、リスク管理能力という 4 つの決定要因に関連
する 16 の属性に基づいて評価することができます。リスク文化
が十分に理解されれば、リスク文化の中でどの要素の強化が
必要かを特定することができます。
「どんな戦略でも文化には歯がたたない」とよく言われます。し
たがって、戦略を実行するために、リーダーは、戦略の達成を
支援する文化を意識的に培っていかなければなりません。同様
に、リーダーは、組織に浸透していて変革できない文化がある
場合、その文化では実行不可能な戦略に対して注意を払い、そ
うした戦略を回避しなければなりません。
特定の「サブカルチャー（下位文化）」が存在する場合には、企
業全体または事業部門内で文化と戦略を調和させる必要性が
あります。例えば、同じ金融機関内でも、オンラインリテール銀
行部門の文化、戦略、リスクアペタイトは投資銀行部門のそれ
とは異なるでしょうし、また同時に、法人財務アドバイザリーグ
ループのそれと、為替取引部門のそれとは異なるでしょう。地
理的に多様なオペレーションや市場も文化面で特定の調整が
必要となるかもしれません。意識的な努力なしに、また通常の
場合、現地のニーズに合わせてある程度の調整をすることなし
に、本社の組織文化を外国のオペレーションに移植することは
ほとんど不可能でしょう。
健全なリスク文化が何であるかは、金融機関ごとに、また各金
融機関の内部で異なるでしょう。金融機関の中には、本質的に
よりリスクの高い戦略、目標、顧客セグメント、製品ラインを選
択する金融機関もあるでしょうし、逆に本質的にリスクの低いそ
れを選択する金融機関もあるでしょう。これは、顧客ニーズや価
値創造への道が様々であることを考慮すると、当然な結果とい
えます。しかし、リーダーはリスクアペタイトの許容範囲内で有
効な戦略を意識的に選択し、その戦略を実現する文化を構築し
なければなりません。

2013 年のデロイト銀行調査：主要な調査結果
2013 年のデロイト銀行調査 5 では、調査の焦点を（2012 年の銀行
調査の重点項目であった）レバレッジ解消とバランスシートの強化か
ら、金融機関における基準、価値およびリスク文化に移しています。
この調査は 41 名の銀行幹部を対象に世界規模で実施されました
が、以下はその主要な調査結果の一部です。

• 回答者全体の 65％が、金融業界に深刻な文化問題が存在すると
回答していますが、自行にもそういった問題が存在すると回答した
回答者は全体の 33％にすぎませんでした。
• 金融業界で文化問題が存在する上位 6 つの原因として、回答者
は次の 6 項目を挙げています。つまり、報酬体系、取締役会の監
督が不十分であること、（過度な）報酬水準、資本規則が厳格でな
いこと、経営陣のリスクに対する理解が不十分であること、業績測
定基準に整合性がないことです。

• 回答者は、自行の文化を改善する上で最も効果的な手段として、
次の項目を挙げています。つまり、業績測定基準、報酬体系、風
通しの良さ、報酬水準、行動規則、取締役会の監督です。
• 自行の経営幹部が不正行為に対して効果的に罰則を科している
と考えている回答者は、全体の半分未満でした。
• リスク文化を設定し、それを変革していくのは経営幹部の責任であ
ると回答した回答者は全体の 90％超でした。
最後のポイントは、リスク文化がリーダーシップの問題であるというこ
とを明確に示しています。

リスク文化に焦点を絞った 2013 年のデロイト「銀行調査」の結
果でも明らかになっているように、これを実現するのは難しく、
特にグローバルな総合金融機関にとっては極めて困難な要求
となります。

5
2013 年のデロイト銀行調査「銀行の文化：詳細な調査 」（2013 年）、デロイト著。
< http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/culture-in-banking.html www.deloitte.com>
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リスク文化の変革
価値、信念、行動様式が相まってリスク文化を形成しますが、こ
れらの要素はリーダーの決断および行動によって体系化され、ビ
ジネスや組織の制度によって強固なものとなり、社員の行動によ
って維持されるのです。上記のように、必要とされる変革は、組織
ごとに、また、ビジネスや所在地によって異なります。特に、所在
地が海外の場合には異なってきます。したがって、経営陣はビジ
ネス上の問題や文化上の要件を必要とされる詳細なレベルで把
握しなければなりません。

代表例 No.１：商業銀行におけるリスクガバナンス強化
ある大手金融機関で、規制上の要件が同社のリスク管理機能に及ぼす影響
を把握する必要が生じました。その目的は、同社の米国事業が規制上の要件
や監督当局の期待値に適合できるようにするために米国事業用のガバナンス
モデルを構築することでした。
この目的を達成するために、同社の担当チームは以下の項目に重点的に取
り組みました。

• 各ビジネス機能を検討し、そのオペレーションとガバナンスモデルとの関連
性を評価する。
ビジネス上の問題が進化することから、金融機関における文化の
変革は継続的に必要となるでしょう。これらのビジネス上の問題
の中には、コストの上昇、競争の激化、法規制上の要求の数の大
幅な増加や当該要求の一段の複雑化という環境の下で、高い成
長目標の達成を目指すことも含まれます。文化上の潜在的な要
件には、社員エンゲージメントを向上させ、顧客ニーズに一段と明
確に焦点を合わせると同時に、リスク認識やリスクの当事者意識
を高め、社員の多様化を促進することの必要性が含まれます。

さらに、以下のガイドラインに従って、経営陣は文化の変革を促
進することができます。

• 現状把握から始める：リスク文化は、図 3 に示した属性の指数、
および、組織全体の焦点、共通の考え方、インクルージョン（多
様性の受け入れ）、コミットメントなどの組織に関連するその他
の属性の指数を使用して計測できます。また、ガバナンスやコ
ンプライアンスに対する理解；決定に疑問を投げかけるのをい
とわない姿勢や、新たなリスクを上司に報告して上司の決裁を
仰ぎ、当該リスクに対処する積極的な意欲；文化地理学的な違
いに適応し、かかる違いに取り組む能力などを評価することが
できます。現状評価では主要な属性を測定し、変革の手段を特
定します。

• 米国のガバナンスモデルを強化するために、目標とする状態および業務モ
デルを部署ごとに設計するためのツールを開発する。

• 同社の戦略や目標と整合性の取れた正式なリスクアペタイトやリスクリミット
を設定する。

• 決定権、組織設計、人と文化、インフラなどの業務モデルの主要な要素を明
確化し、それらを定義する。

• 変更管理やリーダーシップコミュニケーションに関する提案を含め、明確な
実行計画や移行計画を策定する。
主要な成果の中には、以下のものがありました。

• 地域別、部署別のリスクガバナンス体制の強化。
• ガバナンスモデルとリスク管理体制との整合性の確保、および、説明責任
の強化。

• 現在および中長期的な法規制上の要求の遵守への取り組みの強化。

• 企業全体で取り組む： リスク文化を単一のものと考えるとか、
組織単独のリスク文化を想像しがちなものです。しかし、リスク
文化はビジネスの性質や戦略、所在地、規制環境などによって
異なるでしょうし、また多くの場合、異なるべきですから、経営陣
はこれらの要素に対応していかなければなりません。その結果、
リーダーは、組織全体にも、また、特定の事業部門の目標やリ
スクアペタイトにも適するリスク文化を設計、実行、維持してい
かなければなりません。

• 共通の目的を確立する：社員は、株主価値の創造との関連で、
リスクに対するアプローチ、コンプライアンスの役割および責任、
顧客ニーズに関して明確な定義づけを必要としています。共通
の目的を確立することは、企業理念（ミッションステートメント）を
発表するよりもはるかに効果的です。さらに、共通の目的を確
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立することによって、社員のオンボーディング（新入社員・中途
採用者の受け入れと即戦力化）プロセスや訓練、業績評価シス
テムや報酬体系、経営陣の行動や意思決定などに共通の目的
が植え付けられ、持続されることにもなります。

• 一貫性のある姿勢を維持する：リスク文化はトップから始まりま
す。まず経営陣が一貫性を持って価値、信念、行動を伝達し、
強化していくことが必要です。トップの姿勢を確立するためには、
取締役会や経営陣は、戦略、ビジネスモデルや業務モデル、許
容リスク、リスクガバナンスやコンプライアンスへの取り組み姿
勢に関して彼ら自身の間で明確に共通理解に達していなけれ
ばなりません。取締役会や経営陣は、組織のあらゆる階層にこ
の姿勢を周知徹底しなければなりません。リーダーが不明確な
意志を示す場合や一貫性のないメッセージを組織階層を通じて
伝達する場合には、「中間管理職の姿勢」の段階でトップの意
図が失われることがしばしばあります。トップの姿勢が中間管
理職の段階で損なわれる場合には、弱いリスク文化がしばしば
組織内に浸透してしまい、特に現場の社員の間ではその傾向
が強くなります。

ケーススタディ No.2：子会社のリスク文化を評価して、変革を起こす
グローバル事業を展開するある米国銀行の子会社が、以前の規制命令に応
じて、現地の規制当局へ改善計画を提出しなければなりませんでした。規制
当局の狙いは、当該子会社のリスク文化やコンプライアンス文化の有効性を
評価することでした。
このリスク文化およびコンプライアンス文化の評価は複数の言語で同時に行
われましたが、評価内容は以下の通りです。

• 当該子会社の組織的価値、インセンティブプログラム、業績管理手法などを
評価し、親会社のそれと比較する。

• 経営幹部のコミュニケーションや行動への対応に関して、現地社員と本社か
らの出向社員との間での類似点と相違点を特定する。

• 当該企業のグローバルポリシーと現地の規則との関連性を明確にし、現地
社員への影響や顧客とのやりとりへの影響を明らかにする。

• 文化の変革を引き起こし、それを定着させるための重点施策を策定する取
り組みに関して、当該子会社の経営陣を支援する。

• 意図されたトップの姿勢を評価し、またそれがすべての階層に一貫して周知
徹底されているか否かを評価する。

• 文化の動向を監視する：強力なリーダーシップや継続的な努力
がなければ、事業部門、部署、組織などのリスク文化は弱体化
するでしょう。その結果、中間管理職や一般社員は何が顧客の
利益や組織の利益になるのかについて個別に解釈するかもし
れませんし、また、リスクに関しては「自分の裁量」で決定しない
といけないと思うかもしれません。文化の手段を一貫して意識
的に使用し、リスク文化の測定基準や業績指標をベースライン
となる現状数値や更新数値との対比で定期的に監視することを
通じて、強力なリーダーシップや継続的な努力が発揮されます。
文化問題に対する単一的な解決策は必ず失敗します。文化は、
集合的な概念として、例えば、一貫性のあるコミュニケーション、
訓練、業績管理、コントロール、コンプライアンスなどを通じて、途
切れることなく着実に培っていかなければなりません。リスク文化
の明確化は、経営陣、事業部門、部署の各レベルで必要であり、
また社員個々の役割や責任においても必要となります。リスク文
化の明確化は経営陣の役割でもあり責任でもあります。簡単に
言えば、プロセスは文化に追従するということです。

この評価は同国における同銀行にとって最初のものでしたが、主要な評価結
果には以下のものが含まれていました。

• 健全なリスク管理実務の重要性に関する、経営幹部からのより一貫したコ
ミュニケーションと、一般社員に対する期待値のより明確な提示。

• 現地の文化や経営環境によりよく適合させるための、特定のグローバルポ
リシーやプログラムの変更。

• 現地の法規制や、現地子会社の目標や方針、およびグローバルな組織目
標や方針に合致したリスク文化やコンプライアンス文化を構築するための
（現地の経営陣が自ら策定し、コミットする）文化変革プログラムの実行。
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リスク文化の変革における重要なステップ
リスク文化を変革する上で重要なステップには以下の項目が
含まれます。これらのステップはしばしば反復的に実行され
ます。

• ビ ジ ネス 上 の 問 題 を 特 定 し 、共 通 の 目 的 を 確 認 する ：
リーダーはまず、リスク文化を通じて実現を目指すビジネス
戦略を明確に示し、その次に、リスク文化のどの要素が戦
略実行の促進または妨げとなるのかを決定すべきです。こ
れによって、将来の目指す状態の属性を定義することがで
きます。

三つの防衛線に対する意味合い
リスク管理の変革は、金融業界では一般的に受け入れられている枠組みである三
つの防衛線（three lines of defense）モデル～事業部門、リスク管理部門、および
内部監査部門～を強化します（図 4 参照）。ガバナンスやリスク文化を変革させる
ことによって、リスク管理実務やガバナンス実務が各防衛線の日々の活動に組み
込まれることから、三つの防衛線が強化されます。
図 4：リスクガバナンスに関わる三つの防衛線モデルの図示

• 現状を明確にして、リスク文化の目指す状態との乖離を特
定する：リスク文化の診断ツールを使用して組織のリスク
文化や事業部門のリスク文化を診断すれば、（文化サーベ
イやエンゲージメントサーベイよりも）より正確にリスク文化
を評価できるとともに、現状と目指す状態との乖離もより正
確に評価できます。このプロセスによって、どの強みを活
用し、またどの乖離部分に対処するかの決定に主要利害
関係者を関与させることができるはずです。

• どのレバー（手段）にどのように取り組んでいくかを計画す
る：リスク文化の変革を推進するために、幅広い、相互に
関連する３つのレバーを使用することができます。それら
は、リーダーシップ、インフラ、プロセスです。リーダーシッ
プというレバーは、リーダーが変革を推進するために取ら
なければいけない行動のことで、変革を開始、停止、継続
または修正することなどです。インフラというレバーには、
報酬制度、業績管理制度、リスクガバナンス体制などのシ
ステムが含まれますが、インフラは目指すリスク文化を強
化するものです。プロセスは好結果につながるコアビジネ
スプロセスや関連行動のことで、リスク文化とかみ合って
いなければなりません。

• 計画を実行し、変革を維持する：リスク文化の変革には、
継続的な状況認識と絶え間ない補強が求められます。ベ
ースラインとなるリスク文化の診断結果に照らして定期的
に測定することによって、進展のある領域や全体の状況が
明確になり、その一方で業績の測定によって、ビジネス戦
略が意図した結果をどの程度生み出しているかが明らか
になるでしょう。
様々な方法やツールを使用することによって、リスク文化の
変革を加速させることができます。これらの方法やツールに
は、変革の手順、計画立案方法、および、調査からダッシュ
ボードまで、様々な診断ツールが含まれます。経営陣はこれ
を使って、変革推進要素と目指すリスク文化の属性との関係
を可視化することができます。

支援部門

与信監査

（活動次第）

（組織構造次第）

エンド・ツー・エンド・プロセス

出所：三つの防衛線に関するデロイトの見解～次の一手は？

三つの防衛線のそれぞれがリスク文化において経営陣より命じられた役割を果
たします。各防衛線における担当者は、各自の使命やリスク影響を理解、解釈し、
それに基づいて行動しなければなりません。
ただし、使命やその解釈は、三つの防衛線によって変わることがあり、また、以
下の状況がよく見られる結果です。

• 事業部門： 事業部門は、第一線で活動していることから、強烈なプレッシャー
やしばしば相反する目標に立ち向かうことになります。事業部門は、リスクアペ
タイトの許容範囲内で活動し、損失を防止し、良好な顧客関係を維持しつつ、
大きなリターン（利益）を上げなければなりません。その過程において、例えば、
コンプライアンスリスク、法的リスク、風評リスクなど見返りのないリスク（およ
び過度に高い（低い）リスクポジション）を不必要にあるいは無意識のうちに招
くことがあるかもしれません。
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変革の投資対効果
ガバナンスや文化を変革することの投資対効果は結局
のところ業績によって決まってきます。つまり、問題を回
避しながら、ビジネス目標を達成することです。資本をリ
スクにさらして利益を生み出すことが、金融機関のコアビ
ジネスであるということを踏まえると、金融機関の業績に
おけるリスクガバナンスやリスク文化の役割はどれだけ
誇張してもし過ぎることがないほど極めて重要です。無用
な損失や法規制の遵守違反は見返りのないリスクであり、
資本、経営陣の注目、価値創造に向けられるべきその他
の資源などを消費してしまいます。
規制当局、顧客、投資家、ベンダー、マスコミなどは大き
な損失や違反行為を決して軽視することはありません。
一部の利害関係者は、これらの問題をガバナンスや企
業文化に根差しているとは考えないかもしれませんが、
「経営陣レベルで何かが間違っている」という疑念を持ち、
リスクが適切に管理されていない、または、彼らの利益に
十分かなっていないと結論付けます。その結果、評判や
ブランド価値が大きく損なわれる可能性があります。
ガバナンスや文化は、製品や市場の新たな取り組みの成
否だけでなく、合併買収（M&A）の成否も決定づけます。２
つの文化を融合することや、新しい有効な文化を育てるこ
とができなかったことと同様に、ずさんなガバナンスや相
いれないリスク文化によって、多くの合併案件が断念され
ています。規制上の要件や M&A 実行後の費用などに加
えて、こうした点からも、M&A の実行に際してリスク管理
の変革を行うことの投資効果の妥当性が裏付けられてい
ます。効果的なリスクガバナンスや健全なリスク文化を確
立することによって、経営幹部の投資に対して堅実なリタ
ーンが生まれるはずです。リスクガバナンスの変革は、体
制、リスクポリシー、リスクプロセス、リスク実務が中心に
なりますが、その一方でリスク文化は本質的に取締役会
や経営陣のリーダーシップの問題です。ガバナンスや文
化には、リーダーの時間、注意および労力に加えて、特定
の専門知識やファシリテーション能力が必要となりますが、
ガバナンスや文化に対する投資は、潜在的なプラス効果
を考慮すれば、通常の場合、高いリターンをもたらします。
そうしたリターンの中には、リスクの軽減、リスクコントロー
ルの強化、社員の行動や利害関係者の満足体験に関す
る一貫性の向上などがあります。
最後になりますが、重要なこととして、金融機関は既に三
つの防衛線から成るリスクガバナンスモデルに多額の投
資を行っていますが、健全なガバナンスや文化によってこ
のリスクガバナンスモデルが強化されることになります。

• コントロール機能：コントロール機能およびリスク管理も各種のプレッシャーや
要求に直面しますが、一般的にそれらの使命はより明確に定義されています。
それらは、リスクを発見、特定、追跡、報告、軽減、管理するために必要なツー
ルや能力を事業部門に提供します。また、コントロール機能およびリスク管理
はリスク文化にとって不可欠な存在です。例えば、最高リスク管理責任者
（CRO）は、強力なリスク文化を組織に根付かせるために、組織文化全体の取
り組みとの関連で、最高人事責任者（CHO）や経営陣と密接に連携すべきで
す。

• 内部監査： 監査機能の使命が最も明確に定義されているかもしれません。つ
まり、リスク管理体制、リスクコントロール体制、コンプライアンス体制を定期的
に評価し、組織が直面するリスクに関する取締役会の理解を支援することで
す。内部監査は、経営陣の品質を保証またはコントロールする役割や、残りの
２つの防衛線を「取り締まる」役割ではなく、保証を与えるという観点から、定期
的に監督し、助言し、補強する役割を果たすべきです。
防衛線間の整合性をとるためには、残りの３つの礎に適切に注意を払うことが絶
対不可欠です。戦略が明確に理解されれば、戦略の方向性や共通の目的に対
する三つの防衛線の意識を高めることができます。実施的で一体化したビジネス
モデルや業務モデルによって、戦略を実行する上での各防衛線の役割が定義さ
れます。高品質なデータ、分析、IT によって、各防衛線が役割を果たすために必
要なリスク関連情報が提供可能となります。

結論
リスク管理の変革の礎の 1 つとして、ガバナンスとリスク
文化は、リスクポリシー、行動規範、倫理指針などの中に
比較的簡単に定義することができますが、ガバナンスや
リスク文化を実行、維持することは極めて困難なことがあ
ります。
リスクガバナンスは、役割、規則、パラメーターを定める
とともに、企業の意思決定や活動に厳しさを植え付けま
す。リスク文化は、ガバナンスのみでは対処できず変革
の阻害要因となりうる社会的プレッシャー、動機付けのプ
レッシャー、リアルタイムのプレッシャーに重点を置いて
います。とはいえ、ガバナンスはリスク文化への情報提
供やリスク文化の形成に大きく貢献しています。リーダー
シップの観点から、リスクガバナンスとリスク文化との整
合性を意識的にとっていくことが、リスク管理の変革には
必要不可欠です。
リスク管理に最も長けた金融機関は、同業他社に対して
競争優位性を確保すると考えられています。したがって、
現在のビジネス、経済、規制を取り巻く環境下では、リス
ク管理の変革は最優先事項であるべきです。ガバナンス
と文化は、重要な礎であり、リスク管理の変革イニシアチ
ブにとって絶好の出発点となります。
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