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親愛なる読者の皆様へ

統治機関および内部統制部門を特集した「Inside」誌第7号へようこそ！本誌の目的は、皆様の組織に影

響を及ぼす可能性のある重要なトピックについて、皆様に示唆に富んだ洞察をお届けすることです。

その重要なトピックの一つに、規制圧力が挙げられます。規制圧力は多くの業界で非常に厳しい水準を

維持する可能性が高く、その上、近い将来に緩和される見込みもありません。こうした規制圧力は、課題

を生み出すと同時に、新たな要件の遵守を競争優位へと適切に変化させることができる企業にとっては

好機となります。この状況の中で、規制上の要求および公正な市場慣行の遵守は、権限を付与された経

営者および内部統制部門が適切なガバナンスの監視を推進する明確かつ定期的な一連の報告を取締

役会に提供することを確実にする、健全な内部ガバナンスの枠組みおよび「ガバナンス文化」を確立しよ

うとする企業の取締役会にとって、最優先事項の一つです。

特に金融サービス業界は、相互に関連し合う前例のない規制の波に直面しています。こうした規制には、

銀行業界の構造改革や破たん処理、データおよび規制報告上の課題、目前に迫った資本市場同盟があ

り、さらには保険業界におけるソルベンシーIIの導入日も近づきつつあります。新たなプルーデンス規制

は、EU加盟国にわたる単一ルールブックの適用を推進すべく導入され、同等の市場慣行の導入につな

がっています。銀行は、そのリスクアペタイトおよびストレステストのプログラムの適切なモニタリングを確

実なものにするため、国の規制当局ならびに公的機関および国際機関による精査がますます強化されて

います。2015年の規制に関するデロイトの見通しは、こうしたトピックやその他多くのトピックを解明する

手掛かりとなります。コンプライアンス、リスク管理および財務パフォーマンスの正しい配合を見つけること

が、金融サービス業界にとっての主要な課題となるでしょう。

規制およびリスク管理上の考慮事項を組織の戦略的な意思決定プロセスに組み込む必要性は、株主価

値の創出を最終的な目標とした、それぞれの組織の成功およびパフォーマンスにおける極めて重要な要

素となります。この点においては、リスク変革アプローチの適用を通じてリスクを株主価値の追求と整合さ

せることが極めて重要になります。すべての業界が、そのリスクモデルおよびアプローチの調整および適

応によるパフォーマンスの向上を目指しています。

銀行の資金移転価格は取引の価格決定におけるすべてのリスクを捕捉するための優れた方法であり、こ

れはコストを中央の財務機能からそれらのコストおよび関連するリスクを生じさせている商品へと移転さ

せることを可能にします。同様に、オルタナティブ投資ファンド運用者指令（Alternative Investment Fund 
Managers Directive：AIFMD）制度は、預託機関がその資本の十分性の評価を見直し、最終的にはその

顧客に適用される価格を見直すことを強制しています。これらのトレンドはすべての規模の組織において

見ることができ、中小企業は、財務リスクに対処するキャッシュプーリングのソリューションの策定を通じて

その財務の管理を最適化することを目指しています。リスクに基づく意思決定プロセスが今日のビジネス

環境において中心的になりつつある中で、企業が直面する可能性のあるリスクの健全かつ完全な識別が

必要とされています。

読者の 

皆様へ 
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リスクはさまざまな形を取る可能性があり、また取引の複雑化および新たなテクノロジーの開発が新たなリスクを生じさせ

ています。この点において、オペレーショナルリスク―サイバーリスク、モデルリスク、アンチマネーローンダリング（anti-
money laundering：AML）リスクなど―は、多くの組織において浮上しつつある優先事項となっています。例えば、金融活

動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）による最近の導入は、現在の困難な経済環境において隠れた犯罪活

動―不正や汚職からマネーローンダリングや脱税まで―が増加する傾向にあるという状況における透明性および受益所

有権に関する具体的な指針を提供しています。もう一つの基本的なトレンドは、ソーシャルメディアの普及がレピュテーショ

ンリスクへのエクスポージャーを高め、組織による特にそのリスクアペタイトの枠組みを通じた注意深い取扱いを要求して

いることです。

このようにますます複雑になる環境において、内部監査部門は―おそらくこれまで以上に―組織内における重要な当事

者となっており、規制要件の遵守およびリスクアペタイトの枠組みの適切性に関する安心感および保証を統治機関に提供

します。

これらのトピックは、本号の中でより詳細に取り上げられています。楽しんでお読みいただければ幸いです。

スコット・バレット

（Scott Baret） 
パートナー

デロイト米国

グローバル・エンタープライズ・リスク・サービス・リーダー

ファイナンシャル・サービス

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

ローラン・ベルリネ

（Laurent Berliner） 
パートナー

デロイト・ルクセンブルク

EMEAエンタープライズ・リスク・サービス・リーダー 
ファイナンシャル・サービス
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2015年のトップ10項目 
金融市場の規制に関

するデロイトの見通し
デイヴィッド・ストラカン

（David Strachan） 
パートナー

欧州規制戦略センター

デロイト英国

バランスシートおよび評判の修復から雇用および成

長の促進における金融サービスの役割へ、そして新

たなルールの提案から過去数年間にすでに合意さ

れた多数のルールの導入へと焦点が移っているとこ

ろ、2015年は危機後の規制のアジェンダにおけるタ

ーニングポイントとなるでしょうか？

慎重な楽観主義には理由があります。既存の資本の枠組

みに関するさまざまな要素や、導入に際して従うべき詳細

の大部分がいまだ見直しの段階にはあるものの、銀行業

界においては、新たな基本的要求の圧倒的多数が（EUの

銀行構造改革という重要な例外は除いて）現在実施されて

います。非常に長い準備期間を経て、ソルベンシーIIの導

入準備は、その最後の年に入ります。新しい欧州委員会

および議会は、資本市場同盟（Capital Markets Union： 

CMU）の範疇に入る分野を決定する作業を推し進めるで

しょう。雇用や成長のアジェンダに貢献する資本市場およ

びノンバンク金融の必要性の認識は、本来であればシャド

ーバンキングへの懸念に対応するために取られていたア

プローチに影響を及ぼす可能性があります。実際に、金融

安定理事会（Financial Stability Board：FSB）は現在、「回

復力に富む市場を基盤とする金融」への「シャドーバンキ

ングの変質」について話をしています。
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新機関がフレッシュスタートを切り、自らの存在感を顕示

しています。欧州中央銀行（European Central Bank：
ECB ）は、単一監督メカニズム（Single Supervisory 
Mechanism：SSM）を通じてユーロ圏の銀行の健全性監

督を引き継ぎました。新たな単一破たん処理委員会

（Single Resolution Board：SRB）は、グローバルなシス

テム上重要な銀行（Global Systemically Important 
Bank：G-SIB）に係るFSBによる最初の一連の破たん処

理可能性評価から得た教訓を踏まえて、クロスボーダー

のユーロ圏銀行の破たん処理可能性を検討することにな

るでしょう。

しかし、地平線上には、不穏な暗雲が立ち込めています。

基準や期待―資本、流動性、リスク管理またはリスク文

化のいずれに関するものかに関わらず―は、金融サービ

ス業界全体で著しく高まっており、違反に係る罰金やその

他の罰則も容赦なく厳格化しているようです。この影響

は、例えば多数のアンチマネーローンダリング（Anti-
Money Laundering：AML）や制裁関連の執行事例によ

って議論が引き起こされている「リスク回避（de-risking）」
を通じて継続的に見られると思われ、一部の金融機関は

自社のリスクアペタイトを再評価し、特定の市場から撤退

するでしょ う 。ロンドン銀行間取引金利（ London 
interbank offered rate：LIBOR）および為替ベンチマーク 

の捜査に関しては、一部の局面には決着が付いたもの

の、規制当局、法執行機関および競争当局による残る強

制措置にはまだ先があるものと思われ、また明らかとなっ

た一部の行動から、ガバナンス、文化および報酬体系へ

の懸念も再燃しています。さらに、方針の策定から実践お

よび導入へと、そのバランスがシフトしたとしても、新機関

との関係性の構築を含めて、規制対応には相当なリソー

スや上級管理職の多大な時間が費やされることでしょう。

特に前欧州委員会および前議会が主導した新たなEUの

規制および指令の大部分に関する基本的な法令は制定

されてはいるものの、欧州監督機構 （ European 
Supervisory Authorities：ESAs）は依然として、恐るべき

量の導入基準の詳細を公表しなければなりません。これ

らの詳細には、相当数の悪魔が潜んでいるでしょう。

こうしたことを背景に、また2015年の相対的な先行きの

明暗とは関係なく、バランスシートに対して多数の新たな

規制の制約が課される世界においてどの活動および商

品が存続可能であり続けるかについて、企業はいくつか

の重要な戦略およびビジネスモデル上の意思決定を行

わなければならないでしょう。ほとんどの場合において、

要求事項の最終決定は、行動を起こす必要性を具体化

するものです。最も大きな影響を受けるのは銀行ですが、

ソルベンシーIIは一部の保険会社に対して同様の問題を

提起するでしょう。



この新たな規制環境は、既存企業と新規参入者の双

方に機会とチャレンジを生み出すでしょう。これに対し、

デジタルイノベーションは金融サービスの情勢を変質さ

せ勝者と敗者を明確に分ける潜在性を持ち、強力な力

となるでしょう。この機会にはサイバー攻撃の脅威が付

きまといます。取締役会および上級管理チームにとっ

ては、このすべてが、質の高いデータおよび適時の意

思決定に裏打ちされたシナリオ分析および危機管理計

画の明確性および厳密性をますます重視します。企業

がより容易に倒産することができ、かつ「挑戦者」が多く

のドアをノックしている世界においては、機動性と未来

を先取りする思考こそが鍵となるでしょう。

1. 金融セクターにおける構造改革および破たん処理

銀行に関する、業務の一部をリングフェンスする要求

は、数年間にわたり議論されてきましたが、導入の進

捗はほとんど要求されませんでした。2015年は、この

点は変わるでしょう。英国の大手銀行はリングフェンス

をどのように導入するかについての暫定的な計画を1
月に提出しなければなりません。米国で事業展開する

大手外国銀行は、中間持株会社組織の導入計画の提

出が要求されています。フランスおよびベルギーにお

ける国内構造改革の要求の範囲に含まれる銀行も、

重要な期限に直面しています。計画は容易ではありま

せん。監督当局は、銀行が当局の目標および要求を

理解した上で、信頼し得る戦略を示すことを期待する

でしょう。しかし、計画不足が是認されることは考えら

れません。

また、破たん処理可能性に関する当局の期待に応え

るための再構築も重要になるでしょう。FSBによる破た

ん 処 理 可 能 性 評 価 プ ロ セ ス （ Resolvability 
Assessment Process：RAP）の最初の結果は2014年
末に公表され、30行のG-SIBのうち10行によってそれ

までに実現された進捗の最初の評価が提供されまし

た（残りの銀行については、2015年中旬までにレビュ

ー予定）。FSBは、G-SIBはその法人組織構造をより

単純化してはいるものの、構造面および業務面にさら

なる変更が求められる可能性があることを指摘してい

ます。私たちは、ブッキングモデルに調整が必要となる

ことや、重要と判断された部門の運営持続性について

も、継続的な取組みが必要とされると予想しています。

破たん処理に関する新法案の導入については、一部

政府に未了の重要な事項も残っています。2014年に

米国の規制当局が強硬路線を取ったことから、来年

は、米国内の銀行による再建・破たん処理計画

（Recovery and Resolution Plans：RRPs）提出の第2
の波も目の当たりにすることでしょう。
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銀行再建・破たん処理指令（Bank Recovery and 
Resolution Directive：BRRD）が発効し、SRBが業務を

開始する中で、EUでは破たん処理可能性計画が始ま

ることでしょう。リングフェンスと破たん処理可能性の考

慮事項が相俟って、銀行の戦略的な課題に一層複雑性

を追加することでしょう。銀行は、その他の規制（OTCデ

リバティブの改革を含む）や監督方針（グループ内取引

の監視強化など）が、自行の分析にどのように関わって

くるかを検討することが必要となるでしょう。

こうしたことを背景に、著しい不確実性が銀行の構造改

革に係るEUの要求を覆っています。2014年1月に公表

された提案は議論の分かれるものであることが判明し、

欧州議会のプロセスが継続する中でもそうであり続ける

と見込まれます。根源的な疑問が解決されないままで

あり、実際に破たん処理が可能な組織については本提

案は不要ではないかという反論が一部で起こる（継続す

る）でしょう。国内の枠組みが失墜する脅威にさらされて

いるようにも見受けられますが、本提案が取り下げられ

る可能性は低いと思われます。このすべてが計画策定

を極めて困難なものにしていますが、一部の国において

は国内立法の予定表は、銀行が今すぐいくつかの意思

決定を行うことを強制するでしょう。その場合の重要な

ポイントは、将来的に調整の余地を残すような方法で意

思決定を行うことです。

破たん処理に関する要求に直面しているのは銀行だけ

ではありません。金融市場のインフラや一部の保険会

社も類似する問題に直面しています。欧州委員会で金

融サービスを担当する新委員が、「これは「［自身の］最

優先事項の一つとなる」と話している中央清算機関

（Central Counterparty：CCP）の破たん処理に係る枠

組みについて、欧州委員会はその制定に向けて継続的

に取り組んでいます。また、CCPは新たな国際開示基

準に直面すると思われ、さらには新たな損失吸収要件

を検討し得ると提案されていますが、かかる要件が銀行

からCCPへとどのように変換されるかは不明確です。 

銀行では、その他の規制

や監督方針が、自行の分

析にどのように関わってく

るかを検討することが必要

となるでしょう

国際レベルでは、グローバルなシステム上重要な保険会

社（Global Systemically Important Insurer：G-SII）は、

当初2014年末までにRRPを整備することが期待されて

いましたが、FSBのRAP報告書はこの予定が延長された

ことを明らかにしています。

FSBは、2015年に保険会社の破たん処理に関する意欲

的な作業プログラムを設けていますが、国内当局がこれ

にどれだけの労力を投入するか、および最終的に構造

的変化が生じるかは依然として明確というには程遠い状

況です。保険会社の実効的な破たん処理に関するFSB
の主要な特性を国内当局がその国内の法律に組み込も

うとするスピードが、厳しい試練のひとつとなるでしょう。
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2.新たな機関の稼働

EUにおいては、2014年に重要な制度的な変化があり

ました。2015年は金融サービスに係る影響が表れ始

めるでしょう。欧州委員会および議会における新しい

番人は、金融危機以来初めて、前任者の仕事の大部

分を占めていた「安全性および健全性」上の考慮事項

と比べて、銀行金融の代替手段を通じた成長の促進

に金融サービスのアジェンダのより大きな割合を割くこ

とになるかもしれません。重点課題の同様の変化は、

最近のG20会議の後にFSB議長のマーク・カーニー

（Mark Carney）氏によって示唆されました。 

EUにおいて、雇用および成長を促進するためのノン

バンク形態の金融ならびにこの一部としてCMUの新

たな重視により、シャドーバンキングへの対処に係る

提案が緩和される可能性があります。マネー・マーケッ

ト・ファンド（Money Market Fund：MMF）規則案に起

こったことは、このバランスがどのように取られるかに

関する一つの早期の兆候となります。ユーロ圏では、

SSMの開始こそが、銀行や監督当局をテストする旅の

始まりとなります。

ECBは、ユーロ圏全体に新しい監督文化とグッドプラ

クティスを根付かせるために尽力することになるでしょ

う。銀行にとっては、監督当局との対話や信頼、銀行

業務に対する当局の深い理解を醸成することが重要

です。

新たな監督体勢への期待は事業戦略上の重要な推

進力となるでしょう。デロイトは、2015年上半期は、

長期の監督上の活動に周知していく中で、さらに困

難で複雑な側面をいくつか抱えつつも、包括的審査

によって浮彫りになった問題への対応に追われるこ

とになると予想しています。リスクアセットとモデル検

証の一貫性は、SSMの監督当局によるテーマ別作

業の重要なトピックとなるでしょう。さらに広い意味で

は、ユーロ圏全体にわたり、監督当局が持つ裁量を

調和させることが、ECBのやるべき項目の中でも優

先度が高いようです。監督上のリスク検証・評価プロ

セ ス （ Supervisory Risk Evaluation Process ：

SREP）は、銀行と監督当局間の対話の中で、さらに

その重要性を増していくでしょう。

銀行同盟内の単一破たん処理メカニズム（Single 
Resolution Mechanism：SRM）の一部であるSRB
については、いまだ未知数の部分が大きいとはい

え、SRBは重要な権限を行使することになるでしょ

う。2015年1月より、SRBは破たん処理計画、破た

ん処理可能性評価および損失吸収の設定に関し

て、国内当局との連携を開始します。この新たな機

関は、今日まであまり注目を浴びていませんでした。

しかしながら、SRBの影響力の大きさを考慮すると、

こうした認識は2015年に変える必要があります。
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3．データおよび規制報告 

金融危機発生以来、監督当局のより粒度の高いデータ

への要求は高まっていますが、来年にはいくつかの取

組みが組み合わさり、データおよび報告が企業にとって

再び極めて重要になることを意味するものとなるでしょ

う。短期的にはコストおよび時間の圧力により企業は戦

術的なソリューションを採用することを余儀なくされるか

もしれませんが、長期的にはより抜本的かつ戦略的な

変化に目を向けることがより効果的となり得ます。場合

によっては、監督当局が戦略的なソリューションに拘る

かもしれません。

ユーロ圏の大手銀行が真っ先に考えることは、ECBの

包括的審査の一環として完了した資産査定（asset 
quality review：AQR）のフォローアップでしょう。監督当

局が求める形式で正確なデータを適時に提供すること

に、多くの銀行は苦心しました。さらにECBは、監督上の

財務情報の報告に関する規則も導入するでしょう。

監督当局は銀行に対して、リスクデータ性能の向上も期

待しています。バーゼル銀行監督委員会（Basel 
Committee on Banking Supervision：BCBS）の「実効

的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則

（Principles for effective risk data aggregation and 
risk reporting）」は、現在G-SIBのみに適用されていま

すが、これが意味するところは、監督当局がこの原則を

より幅広く適用することを期待しているということです。

G-SIBは2016年1月1日までにBCBSの原則を遵守する

ことになっていることから、私たちは、2015年は重要な

動きのある年になると予想しています。一部の銀行はそ

れが前進するための課題であることに気付くでしょう。

この課題は、リスクや健全性のデータのみにとどまるも

のではありません。FSBは最近、G-SIBの経営情報シス

テムについて、現時点では破たん処理時に求められる

正確な情報または関連性のある情報を、適切な時間枠

で提供できる機能が備わっていない可能性に注目して

います。EUでは、欧州銀行監督機構（European 
Banking Authority：EBA）が、銀行が破たん処理される

場合に実施される独立評価のテクニカルな基準に関す

る協議を行っています。

やがて健全性報告および資本に影響が及ぶことが予想

される会計基準に重要な変更が行われています。例え

ばIFRS第9号は、金融資産の分類および測定に関する

新たな指針を提供し、減損の算定に予想信用損失とい

う新しいモデルを導入しています。

2015年中に、銀行は少なくとも2年続くと見込まれる作業プ

ログラムを開始すると思われますが、財務上の影響は

2015年および2016年のICAAPにおいて最初に報告される

と見込まれます。

また保険会社も、相当程度、ソルベンシーIIへの移行スケ

ジュールに起因する、より厳格なデータおよび報告要求に

直面することでしょう。2015年は、2016年1月1日のソルベ

ンシーII導入に先立ち、予備的な第3の柱の報告開示が予

想される最初の年です。さらにソルベンシーIIは、例えばル

ックスルー資産データに関して、データソースを正しい粒度

の水準にするという重要な課題を保険会社に継続して示し

ています。必要なデータへの迅速なアクセスを確保すること

は、依然として保険業界にとっての課題です。今後導入さ

れるデータおよび報告に関するその他の要求（例えば、

IFRS第4号フェーズIIまたは破たん処理可能性評価）の既

知の要素を組み込むことは、新要求が実施される際に「道

路を2回掘り起こす」必要性を最小限に留めるでしょう。 

また規制当局は、資本市場およびシャドーバンキングの透

明性向上を目指しています。金融商品市場規則（Markets 
in Financial Instruments Regulation：MiFIR）に基づく拡

充された取引後報告、取引報告および商品デリバティブの

ポジション報告要件に関して、来年、欧州証券市場監督機

構（European Securities and Markets Authority：ESMA）
からより詳細が明らかにされるでしょう。証券金融取引の報

告および透明性に関する規則も同様に、来年発効する可

能性が高いと思われます。

2015年中に結論が出る可能性が高いEUにおけるデータ

保護改革は、データシステムの改革におけるもう一つの重

要な考慮事項となるでしょう。

銀行にとっては、監督当局との

対話や信頼、銀行業務に対す

る当局の深い理解を醸成する

ことが重要です
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4．文化および顧客の取扱い 

文化および顧客の取扱いは、今後も金融サービスに関す

る議論の中心となるでしょう。広く報道された金融犯罪を受

けて（一部のケースは2013年下半期に至るまで継続しまし

た）、銀行業務や資本市場の動きに注目が集まっています

が、この原則はすべての金融サービス業界に対してより広

範な関連性を持っています。消費者が不利益を被る可能

性（リテールかホールセールかを問わず）や、市場の完全

性を損なう潜在性があると考えられる活動の取り締まりの

重大さについては、疑問の余地がありません。今や金融サ

ービス業界のあらゆる人々が文化について語ることができ

ますが、真の課題は文化を「実行する」こと―文化を識別

し、明示し、組織のすべてのレベルに組み込むこと―で

す。これは監督当局が、2015年における重要な進捗の確

かな証拠を見ることを期待している領域です。

英国では、銀行と保険会社の両方に、新たな上級管理者

制度（Senior Managers Regime）が新たに導入されてい

ます。これは結果として、対象となる個人の監督上の精査

の強化、および（特に銀行業において）最悪の場合潜在的

に重要な個人賠償責任につながるでしょう。PRA(プルー

デンス規制機構)は、文化につながる2つの責任（一つは文

化の育成、もう一つは文化の組込みに関する責任）を明確

に規定しました。これにより文化およびFCAによる最近の

強制措置に注意が向けられるはずです。こうした流れに備

えるべく、業界は、上級管理者がコンダクトリスクを監視す

ることができる最善の方法の構築に重点的に取り組むべ

きであり、コンダクトリスクの経営情報を重要議題に据える

べきです。2015年には、銀行の文化および消費者に関す

る成果の改善の測定を重要な議題に据えて、英国の

BRSCが始まります。 

EUにおいては、ESAは、EU全域で消費者保護に関する

取組みに一層力を入れるよう促されています。しかしなが

ら、ESAがこれを実現するための追加的な予算やリソース

を確保できるかどうかは、他にも取り組むべきことが山積

する中で、現時点ではまだわかっていません。投資家保護

の問題でESAが忙殺されるであろう領域の一つは、特に

金融商品市場指令（Markets in Financial Instruments 
Directive：MiFID）IIおよび「パッケージ型個人投資家向け

保険ベース投資商品（Packaged Retail and Insurance-
based Investment Products: PRIIP）の主要情報文書

（Key Information Document）に関する規則」について

の、レベル2の措置の策定です。 

ホールセールの業務遂行上の問題は2015年に、場合によ

ってはその先に持ち越されるでしょう。英国のFEMRは債

券、為替および商品市場、ならびにそれらに関連するデリ

バティブおよびベンチマークを重点項目として、2015年半

ばに報告を行う予定です。当該レビューは、もはや規制当

局は不正行為が発覚するまでなんら措置を取らずに待つ

ことはないとする見解を確立しています―ここでの焦点は

濫用に対する市場の脆弱性であり、その予防策を取ること

です。

これは、システムおよび統制に対する措置だけでなく、行

動面の慣行や、こうした行為を推進するインセンティブ制度

に対する措置をも意味します。FEMRによる影響を受ける

のは英国のみと考えることは近視眼的ではないかと私たち

は考えます。グローバル市場における英国の役割を考え

ると、英国で始まったことがその他の主要な金融センター

に派生することは必至です。
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5．競争およびイノベーション 

英国においては、2015年4月よりFCAおよびCMAが金

融サービスに係る「同等の権限を持つ」競争規制当局と

なります。実際のところ、これが意味するところは現時点

で不明であり、どの当局が何に対して主導権を持つかが

明確になるまでには、ある程度の時間を要するかもしれ

ません。現在のところ、FCAによる競争のレビューが多数

の分野において進行中である一方で、CMAは個人の当

座勘定および中小企業向け銀行業務に関する市場調査

を最近開始しており、その暫定的発見事項および考えら

れる改善措置を来年9月に報告する予定です。 

また、新たな決済システム規制機関（Payment Systems 
Regulator：PSR）（競争上の目的を掲げる）が2015年4
月より全面的な責任を担い、この時点までに財務省はど

のシステム上重要な決済システムがその範囲に含まれ

るかについての協議を完了している予定です。決済サー

ビスは銀行におけるデジタルのイノベーションの最前線

にあるため、PSRの業務はなおさら重要になるでしょう。 
また現在PRAは、競争を促進するという第2の目的を持

っています。私たちはPRAが競争上の問題に関してFCA
ほど活動的になるとは予想していませんが、従来からの

PRAの業務において競争上の考慮事項はより顕著にな

るでしょう。こうした新しい競争上の枠組みの下、FCA
は、規制上の権限に沿った措置を取る前に、競争法に基

づく権限を行使するべきか否かを検討する義務を負うこ

とになります。

競争上の権限は、貯蓄口座から退職年金商品まで、また

消費者金融事業からホールセール市場事業に至るま

で、あらゆる金融サービスに関わる問題を提起していま

す。2015年を通じて、FCAはそのテーマ別レビューおよ

び市場調査のプログラムを継続すると思われます。これ

が業界に投げ掛けている問題は詳細かつ困難であり、

監督当局は潜在的な競争上の問題を識別するためにビ

ジネスラインの詳細を掘り下げて検討しています。規制

当局が競争のゆがみの排除を通じてイノベーションを促

進したいと考える中で、挑戦者である銀行および商品（年

金商品の潜在的な後継商品など）の規制上の取扱いは

注視に値するでしょう。

今日までの進捗の指標として、2013年3月から2014年3
月までの間に、PRAおよびFCAは新銀行5行の開設を認

可しています。また、銀行業務への参入可能性を検討す

る企業数も増加しています。競争を重視するのは、英国

当局だけではありません。新しい金融安定・金融サービ

ス・資本市場同盟担当委員であるヒル卿は、競争、透明

性、選択およびイノベーションの促進を通じて、金融サー

ビスに係る方針の中心に消費者を据えたいと示唆してい

ますが、これはマーティン ・ウィートリー （ Martin 
Wheatley）氏の本に影響を受けたように見受けられま

す。また競争は、EUの決済に係る法律の改正や、MiFIR
に含まれる取引の場およびCCPへの差別のないアクセ

スに関する規則の見直しにとっても、大きな誘因となって

います。

競争は、EUの決済に係る法

律の改正や、MiFIRに含まれ

る取引の場およびCCPへの

差別のないアクセスに関する

規則の見直しにとっても、大き

な誘因となっています

規制当局の競争関連業務の大部分は、戦略およびビジネ

スモデルに影響を及ぼす可能性が高いようです。影響は来

年初めから手数料に上限が適用される英国のペイデイロー

ン業界ほどには厳しくないかもしれませんが、既存の企業

について、一部の事業活動の収益性に対する脅威が存在

します。

それと同時に、競争の激化が機会を広げることにもなるでし

ょう。これは実際のところ、あらゆる金融サービス企業が最

も広い意味で規制当局とより同調し、競争のレンズを通して

その活動を見ることが必要となるであろうことを意味しま

す。そして、競争当局に対応するにあたって多くの組織がこ

れらのスキルおよび視点を持ち込むと思われる一方で、

「伝統的な」金融サービスの規制当局に対応するにあたっ

ては、これらはコンプライアンスおよびリスク管理機能にお

いてさほど一般的ではないでしょう。

この点を変える必要があります。
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6．ストレステストおよびリスク管理 

銀行にとって、2014年はストレステストにおいてかつてない

活動のあった年であり、監督当局が診断およびリスク管理

ツールとしてのストレステストに現在見出している重要性が

浮彫りになりました。ストレステストは、より頻繁、より介入

的かつより厳しい要求になりつつあります。そして、これは

大手銀行だけの懸念ではなく、それ以外に対しても同じ原

則が（比例的に）適用される可能性は高いと思われます。

EBAのストレステストが組み込まれたECBの包括的審査を

受けている一部の銀行でデータおよびプロセスに欠陥が識

別された場合、大幅な改善作業を行うことになるでしょう。

ECBは、2015年にEBAのストレステストが繰り返される可

能性は低いと示唆していますが、2016年に再実施される可

能性は同程度に高いと思われます。少なくとも同じ程度に

重要となるのは、ECBによる個別の資本および流動性の評

価プロセスにおけるストレステストの役割でしょう。私たち

は、このアプローチは徐々に、第2の柱のストレステストに

関するイングランド銀行（BoE）の枠組みのスタイルにより酷

似してくるのではないかと予想しています。

同時に、リスクの観点から見たストレステストの実施がより

難題となっていく中で、監督当局は、銀行のストレステスト

のプロセスおよびガバナンスも一層重視することでしょう。

最終的な結果だけでなく、貴社の仕組みを示すことに対し

ても評価が与えられるでしょう。

こうした中で、ECB、BoEおよび（独自のストレステストの枠

組みも持つ）米国連邦準備制度理事会は、30行のG-SIBの
うち、21行の監督に責任を負っています。G-SIBの数行に

関しては2セットのストレステストの対象となり、そのうちの

一握りの銀行は3セットすべての対象となるでしょう。これら

の銀行は、どのようなシナジーが存在するかを識別する必

要があります。監督当局は、銀行の内部ストレステスト、再

生計画や危機管理計画において立てられた仮定、また（別

個である場合は）SREPにおいて立てられた仮定間の一貫

性に目を向けるでしょう。この一貫性の実現には、強固な統

制や監督が要求されます。

これは、監督当局によるストレステスト（大抵の場合、銀行

自らが実施するストレステストとは異なるものです）に対して

巧妙なアプローチを用意しても、最終的に持続可能とならな

い（かつ監督当局にも認められない）であろうことを意味しま

す。ストレステストへのアプローチに関する国際的な合意に

ついて語るには時期尚早ですが、特に各当局がその独自

のテストにより満足するようになる中で、整合する分野を識

別する余地があるかもしれません。

最終的に銀行は、監督に対する、将来を考慮した判断主導

のアプローチとの関連において、シナリオ分析およびストレ

ステストが重要な監督ツールであることを認識すべきです。

これらは、将来における資本の周辺的な決定要因となるだ

けでなく、監督上の対話全体の重要な推進力となるでしょ

う。

それぞれの法域の規制当局は、より幅広い交渉の一

部として危機後の規制改革が選ばれていないことの

兆候があるかどうかを不安げに見守っているかもしれ

ません



7．資本市場同盟 

資本市場同盟（Capital Markets Union：CMU）は、急速に

展開するアジェンダを抱え、かつ非常に広範囲を対象とす

る可能性を持つ新体制の欧州委員会にとって、旗艦的な

取組みです。第一のモチベーションは、雇用と経済成長を

促進することであり、より回復力に富む金融システムを育

成することです。銀行同盟とは対照的に、資本市場同盟は

EU全体に適用される予定であり、新たな市場の成長を促

進することを目指しています。これは、特に中小企業

（SME）にとって、市場を基盤とする資金調達の増加、資

本の調達コストの低下、およびクロスボーダーの資金提供

に対する障壁の撤廃によって達成されるでしょう。

鍵と見られているのは、透明性が高くシンプルな証券化市

場の復活およびEUの私募市場の発達です。CMUは、従

来シャドーバンキングのアジェンダの一部として追求され

てきたさまざまな取組みをより広範にその範囲に含めてい

ます。しかしその範囲は潜在的に極めて広く、規制を超え

て財務報告、破産法、税務などの分野へと広がっていま

す。

CMUのアジェンダは、成長の促進を模索する方針と、金

融の安定性および投資家保護を確実なものとする規制と

の間でバランスを維持することが必要となるでしょう。

ESMAの権限に対する影響、ならびにMiFID II／MiFIR等

の主要な資本市場規制のレベル2の策定、また目論見書

指令（Prospectus Directive）、市場濫用指令（Market 
Abuse Directive：MAD） II、透明性指令（Transparency 
Directive）といった既存の規制への影響を含め、CMUに

関する進捗が何を引き起こすかについて重要な問題が残

っています。CMUのアクションプランと現在の取組みを統

合させることが、CMUの発展の成功への一つの鍵となる

でしょう。

ヒル卿は現在のCMUへの障害物に係る注意深い分析が

終わるまで新たな法案は作成されないと自身が見込んで

いることを明確にしているものの、過去の歴史は、新しい

大胆な取組みに関するアイデアは不足しないであろうこと

を示唆しています。実際に、議論の一部は数十年前に行

われた議論の繰り返しです。とは言っても、市場のプレー

ヤーが、今日のEUの資本市場において何が機能し何が

機能しないかについての直接的な経験をもって、このアジ

ェンダを形作るための機会は存在しています。彼らがこれ

をやらないのであれば、他の人々がやることになるでしょ

う。
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8．多数の制約のある世界におけるビジネスモデルの 
組合せ

銀行がバーゼルIIIの要求を満たすための変革を展開する

中で、戦略的な課題は影響の管理へと向かうでしょう。こう

した中で重要なのは、規制の制約が実施され（資本、流動

性およびレバレッジ比率、ストレステスト）、損失吸収要件が

考慮に入れられた後で、銀行がどのようなビジネスモデル、

および活動の組合せを追求するかです。どの事業部門がど

のような組合せにおいて最も収益性が高いかの判断は、ま

すます複雑になっています。

これらの要求の一部は現在規定されていますが、その他に

ついては依然として不確実性が残っています。例えば、総

損失吸収能力（Total Loss-Absorbing Capacity：TLAC）に

関する最近の協議の事例においては、最低水準、第2の柱

の使用、および子会社において保有されるべき追加的な

TLACを現地当局が要求する権限（ならびにEUにおいてこ

の要求がどのように導入されるか）があります。また、「トレ

ーディング勘定の抜本的見直し（Fundamental Review of 
the Trading Book）」に関するBCBSの提案の結果や、信用

リスク、銀行勘定の金利リスク、およびオペレーショナルリス

クの資本要件に係る標準的手法の見直しの結果について

も不確実性があります。

レバレッジ比率の基準は国際的に合意されましたが、その

最低水準はまだ決定していません。

こうした不確実性にもかかわらず、銀行が、この著しく複雑

化した規制環境の中で、自行のバランスシートを管理し、正

しいビジネスモデルの組合せに関する意思決定を行うため

に必要とされる能力の構築を先延ばしにする理由はありま

せん。すべてのメトリクスを同時に、かつ（異なるさまざまな

制約により拘束され得る場合には）経済サイクルの異なるさ

まざまな時点において、考慮した最適な戦略を推測すること

で、重要な課題が見えてくることでしょう。

個々の銀行がこの能力に投資する必要性はそのビジネス

モデルによって大きく異なり、G-SIBは最も大きな影響を受

ける可能性が高いと思われます―これはその活動の性質

のためだけでなく、世界中の多くの監督当局が財源の国内

化を要求するトレンドのためでもあります。これは、財源の

柔軟性および代替性を低下させることにより、資本および流

動性の管理を複雑化させます。
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9．ソルベンシーIIおよび保険資本 

ソルベンシーII導入の準備は2015年にその最後の年に入

り、2015年6月に予想される権限委譲法（Delegated 
Acts）の承認は、同制度の最終決定における重要な日とな

ります。準備期間においても、完全に導入された制度の下

においても、資産データテンプレートの完成は、依然として

保険会社にとっての課題であり続けます。

また、銀行に係る課題ほど緊急にはならないと思われるも

のの、ソルベンシーIIは、ビジネスモデルの組合せに関して

保険会社にいくつかの問題を提起するでしょう。新たな資

本要件は保険会社の最適な資産配分に影響を及ぼすと思

われ、また保険会社は、利用可能なさまざまな移行規定に

関していくつかの重要な選択を行うことになるでしょう。ここ

でも、最初の判断を提供するための綿密なシナリオ分析が

求められ、それに続いて、企業が選択したオプションの制

約内での事業運営を確実なものにするため、慎重なモニタ

リングが行われるでしょう。

私たちは、内部モデルの承認を申請している保険会社、特

に プル ーデン ス規 制機構 （ Prudential Regulations 
Authority：PRA）により規制される保険会社が、承認の申

請の提出により、継続的な精査の対象になると予想してい

ます。英国の銀行監督当局が銀行の内部モデルに対して

示している懐疑的な見方の一部が、保険の内部モデルに

影響を及ぼすことは避けられません。この一環として、非

執行取締役の役割および責任を含むモデルのガバナンス

の取決めがテストされるでしょう。

ソルベンシーIIが最大限に調和的な指令であるものの、EU
の保険会社の公平な競争環境に関する懸念が2015年の

同指令への移行によって対処される可能性は低いと思わ

れます。移行後のルールが国内監督当局によってどのよう

に適用されるかに多くが依存することになると思われ、監

督上のアプローチのコンバージェンスははるかに長いプロ

セスとなるでしょう。

その一方で、国際レベルにおいては、保険資本および破た

ん処理の議論が銀行業界における同様の議論に続く中

で、 G-SII および国際的に活動する保険グループ

（Internationally Active Insurance Group：IAIG）に係る国

際保険資本基準（Insurance Capital Standard：ICS）の策

定が順調に進んでいます。第一のステップとして、保険監

督者国際機構（International Association of Insurance 
Supervisors： IAIS）が基本的資本要件（Basic Capital 
Requirement：BCR）に関する作業を2014年秋に完了して

おり、これはG-SIIに係るより高い損失吸収能力（Higher 
Loss Absorbency：HLA）の計算の基礎として用いられま

す。グローバルな資本基準がG-SIIおよびより幅広い保険

業界にどれだけの影響を及ぼすか、ならびに結果としてG-
SIIがどの程度その事業の組合せを変更したり資本を調達

したりしなければならないかはまだ分かりません。

G-SIIにとって、実際には、G-SIIが引き寄せる監督の強

化、ならびにこれがG-SIIのリスクおよび資本管理のアプロ

ーチを変更するようG-SIIに要求する程度によって、より大

きな影響がもたらされる可能性があります。

どの事業部門がどのような組合せにおいて最も収

益性が高いかの判断は、ますます複雑になって

います



18 



19 

10．異なる国々における市場構造の相互作用 

金融市場の構造は多数の規制上の要求によって抜本

的に変化しつつあり、結果としてそれらの市場の利用

者がそれらの市場と相互作用する方法は変化するでし

ょう。古い治外法権の問題はまだ消え去ってはおら

ず、結果の同等性および国内ルールへの敬意に注目

した国際レベルでの取組みが行われているにもかかわ

らず、こうした問題が近いうちに消え去る可能性も低い

ように思われます。

2015年には、米国のデリバティブのルールに関する

EUの主要な同等性に係る決定が下され、またデリバ

ティブの改革アジェンダの導入におけるクロスボーダー

の問題を解決するための継続的な調整が行われる可

能性が高いと思われ、これらはデリバティブ取引の地

理的分布に影響を及ぼすでしょう。また、どのカテゴリ

ーのデリバティブに中央清算機関での清算が義務付

けられるかに関する重要な決定が下されると思われ、

地域間の不一致がある場合には、事業の各セグメント

をどこでブッキングするかについて再評価するよう銀行

に促す可能性が高いと思われます。遠隔地ブッキング

およびリスク管理を目的とするバック・トゥ・バックのグ

ループ内取引を含むブッキングモデルの監督当局によ

る精査は、継続する予定であるように思われます。全

体として、私たちはブッキング実務のさらなる地域化が

起こると予想しています。

その一方で、MiFID II／MiFIRの導入は、取引前の透

明性から執行、最終的には報告およびその他の取引

後の要求にまで至る取引ライフサイクルのすべての段

階に影響を及ぼすでしょう。私たちは、特に同等性に

係る有利な決定が下された場合におけるホールセー

ル市場へのアクセスが促進されるという見通しに非

EEA投資会社が対面する中で、今後2年間に、MiFID
の枠組みにおける極めて重要な専門的詳細に関する

論争を期待することができます。

これらの規制の変更が意図する効果は、透明性の向上

を通じたものを含む金融の安定性の強化です。清算の

義務付け、非清算デリバティブに係る厳格なリスク管理

基準および取引の場の利用増加は、すべてこれに貢献

するでしょう。しかし、流動性およびエンドユーザーが利

用可能なデリバティブの選択に対する影響はさほど明確

になっておらず、非清算デリバティブのコストは著しく増

加し、かかる商品を幅広く提供する銀行の数は減少する

でしょう。さまざまな新たな規制上の要求がディーラーに

在庫を保有し流動性を提供する自身の能力を再評価さ

せている中で、市場の流動性はより広く圧力を受けてい

ます。加えて、CCPの役割はますます重要になり、規制

当局および破たん処理当局からだけでなく、CCPのメン

バーおよびエンドユーザーからも注目を集めるでしょう。

環大西洋貿易投資協定（Transatlantic Trade and 
Investment Pact：TTIP）の駆け引きは巧妙ですが、

TTIPは依然として注視すべきものであり続けており、EU
当局者が引き続き金融規制を含めることを要求している

一方で、米国当局は抵抗しています。それぞれの法域

の規制当局は、より幅広い交渉の一部として危機後の

規制改革が選ばれていないことの兆候があるかどうかを

不安げに見守っているかもしれません。

私たちは、全面的に進化したグローバルな市場構造が

2015年末までに出現するとは予想していませんが、これ

らの力が市場の結果を形作りつつある方法は、それまで

にはるかに明確になっているでしょう。

遠隔地ブッキングおよびリスク管理を目的とする

バック・トゥ・バックのグループ内取引を含むブッキ

ングモデルの監督当局による精査は、継続する

予定であるように思われます
デロイト英国の許可を得て掲載。 
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グローバル・

ディレクター360 
すべての方向からの成長

ダン・コーニスバーグ 

（Dan Konigsburg） 
マネージングディレクター

グローバル・コーポレート

ガバナンス＆公共政策センター

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

マイケル・ロッセン 

（Michael Rossen） 
ディレクター

グローバル・コーポレート

ガバナンスセンター

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

ケビン・トレーシー

（Kevin Tracey） 
ビジネス・プログラム・スペシャリスト

グローバル・コーポレート

ガバナンスセンター

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

世界中の取締役会が変わりつつあります。コーポ

レートガバナンス上の諸懸念および役員室の諸責

任も同様です。市場の相互接続性がますます高ま

っている中で、取締役会はどのように対応している

のでしょうか？
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デロイトのグローバルなコーポレートガバナンスのベンチ

マーキングサーベイの最新版である「グローバル・ディレ

クター360°：すべての方向からの成長（Global Director 
360°: Growth  from all Directions）」において、私たち

は、今回が初めてとなるルクセンブルクを含め、15の国お

よび地域にわたる上場および非上場企業における317人
の取締役の見方および知見をまとめました。私たちは、

世界中の企業が直面しているタイムリーな「ホットトピッ

ク」であるさまざまなガバナンス、規制およびコンプライア

ンス上の懸念に対して、これらの人々の意見を求めまし

た。

結果としてもたらされたイメージは、変化しつつあるガバ

ナンス、規制およびコンプライアンスの情勢のイメージで

した。結果は、グローバルな金融危機（「危機」）が取締役

の思考および取締役会のアジェンダにおいてさほど重き

を置かれなくなっていることを明らかにしています。サー

ベイへの回答によると、取締役会は市場が危機から脱し

つつあるという確信を強めています。

役員室の最重要問題

過去12ヶ月間に自社の取締役会に影響を及ぼした役員

室の最重要問題として危機を挙げたのは、全世界の回答

者の20％にとどまりました。これは、前回版からの23パ
ーセントポイントの減少―あらゆる最重要問題について、

前年比で最大の減少―に相当します。危機は、私たちの

前回のサーベイにおいて浮彫りになった、単独で最も多く

議論されている役員室の問題でした。

取締役の思考において危機に取って代わりつつある問題

については、パフォーマンスに焦点を合わせている全世

界の回答者が私たちの2012年のサーベイと比べて20％
増加しており、戦略に次いで2番目に多く議論されている

問題となっています。全世界の役員室において注目を集

めているその他のトピックには、成長（13パーセントポイン

トの増加）ならびに株主価値および投資家（11パーセント

ポイントの増加）が含まれていました。

これらの結果は、取締役会が危機の影響からの回復より

も、会社のパフォーマンスおよびオペレーション、ならびに

長期的で持続可能な成長の創出―世界中の投資家に間

違いなく歓迎されるニュース―に焦点を合わせていること

を示しているかもしれません。

ルクセンブルクにおいては、私たちは取締役会の圧倒的

多数（81％）が規制、ガバナンスおよびコンプライアンス

上の懸念について議論していたことを発見しています―
これは、ルクセンブルクの役員室においてそれぞれ2番目

および3番目に多く議論されているトピックであるリスク管

理およびパフォーマンスの割合の2倍近くに当たります。

ルクセンブルクの取締役は、今後12ヶ月から24ヶ月間

に、同様のトピックに焦点を合わせることを見込んでいま

す。
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サイバーリスク

サイバーセキュリティの問題は、依然としてグローバルな

組織から十分な注意を向けられていません―全世界の

取締役の半数近く（49％）（ルクセンブルクにおいては

59％）が、そのテクノロジーのアジェンダの一部として、サ

イバーセキュリティリスクについて現在議論していませ

ん。

加えて、サーベイに参加した全世界の取締役の4分の1
超（27％）が、テクノロジーリスクについて全く議論してい

ません。セキュリティインシデントおよびデータ漏洩を巡る

最近のあらゆるニュースを踏まえると、自社が直面してい

るセキュリティリスクについて議論している取締役会の数

に増加が見られないのは驚くべきことです。セキュリティ

の侵害から身を守るための予防的措置を講じないこと

は、組織に巨大なリスクをもたらします。

かかるリスクは組織を内部統制の不備およびレピュテー

ショナルリスクに潜在的にさらす可能性があり、これらは

最終的に収益の喪失につながり得ます。しかしルクセン

ブルクの取締役会は、その他のテクノロジーリスクについ

て、全世界の取締役会と比べてより高い水準で積極的に

議論しているようです―例を挙げると、データのプライバ

シー（全世界の57％に対して71％）および国際的なデー

タ転送（全世界の21％に対して42％）となっています。 

ソーシャルメディア

サーベイに参加した全世界の取締役全員の3分の2近く

（およびルクセンブルクの取締役の4分の3近く）が、自社

の取締役会はソーシャルメディアを利用していないと述べ

ました。この結果は若干の驚きであり、潜在的な疑問を投

げ掛けます―世界がますますデジタル化された環境へと

向かう中で、取締役会は、自社が直面するかつてないビ

ジネスリスクおよびレピュテーショナルリスクに対処する

準備が完全にできているのでしょうか？取締役会は、自

社の進化する利害関係者を監視しこれと関わり合う態勢

を整えているのでしょうか？

多くのソーシャルメディアのサイトおよびツールは過去十

年以内に初めて出現したものであり、これらのツールに

関する知識および理解は、おそらくまだ役員室に到達し

ていません。
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その一方で、一部の取締役はすでにこの新たなテクノ

ロジーが組織に及ぼす影響を理解し、これを活用して

います。しかし、取締役がソーシャルメディアを通じた

企業のセンシティブな情報の開示に関する規制の遵

守上の懸念に注意を払っていたり、ソーシャルメディア

の利用を自身の責任と関連性のあるものとしてまだ見

ていなかったりすることはありそうに思われます。

株主の関与

私たちのサーベイは、株主の関与が関心を集めるトピ

ックとなっていることを発見しました。この危機後の環

境においては、今後投資家およびその他の利害関係

者が取締役会の活動を注意深く監視するであろうと予

想することができます。

実際に、全世界の回答者の70％近くが、株主と取締

役会の間における交流の水準が今後数年間に高まる

と予想しています。よって、投資家と関わり合うことは

取締役にとって優先事項であろうと仮定することは合

理的であると思われます。しかし、私たちのサーベイ

の結果は、株主による精査の水準の高まりが認識さ

れているにも関わらず、全世界の回答者の61％が株

主の関与に係る方針を策定および導入していないと述

べたことを示しています。

この数字は、ルクセンブルクにおいてはさらに高くなっ

ていました（75％）。精査および行動主義が進化し続

ける中で、取締役会は、その投資家および関連する活

動家とより頻繁かつ密接に関わり合うより体系的で実

務的な方法を発展させる可能性が高いと思われます。

多様性

役員室における多様性のトピックに関しては、一部の

国が女性の割合を高めるための規則または法律を制

定している一方で、その他の国においては組織が独

自の関連する取組みまたは方針を導入しています。私

たちのサーベイでは、全世界の回答者の3分の2近く

が、自社は取締役会の構成の多様性に係る方針を導

入していないと述べました。ルクセンブルクの取締役

が報告した数字はこれより高くなっていました。

過去12ヶ月間に自社の取締

役会に影響を及ぼした役員室

の最重要問題として危機を挙

げたのは、全世界の回答者の

20％にとどまりました 

多様性の向上に対する障害物の一つは、取締役の在

任期間が長いこと、および取締役会における役務に関

する期間制限または年齢制限がないことかもしれませ

ん。私たちの発見事項は、サーベイに参加した全世界

の取締役の62％が、自社の取締役会は期間制限もしく

は年齢制限を導入していないか、またはかかる制限が

あるかどうか分からないと述べたことを示しています。

取締役会は、取締役の役務について、年齢制限

（17％）の約2倍の割合で期間制限（30％）を導入して

いるようです。これらの全世界の結果は、ルクセンブル

クの状況とさほど変わりません。全世界で、役員室にお

ける多様性の向上は順調に進捗しているものの、数の

上で著しい変化が見られるまでの道のりは依然として

長いように思われます。

今後に向けて

危機に関する懸念の水準の低下は、世界中の取締役

が、危機およびその影響に関する困難がついに過ぎ去

ったと見ていることを示しているかもしれません。これは

時間、注意およびその他のリソースを開放し、取締役

会が自社の長期的成長の達成の支援に焦点を合わせ

ることを可能にするでしょう。

企業が過去数年間にわたり自身を取り巻いてきた諸制

約の先に目を向ける中で、取締役が経営者のパフォー

マンスおよび組織の戦略的方向性に貢献しこれらを監

視する能力は、成功への鍵となるでしょう。

デロイト トウシュ トーマツ リミテッドの許可を得て掲載。 
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効果的なガバナンス運営

モデルの策定

金融サービス業界の

取締役会および

経営チームのための

ガイド

スコット・バレット

（Scott Baret） 

パートナー

デロイト米国

グローバル・エンタープライズ・

リスク・サービス・リーダー

ファイナンシャル・サービス

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

エドワード・T・ヒダ2世, CFA 

（Edward T. Hida II） 
パートナー

グローバル・リーダー

― リスク＆資本管理

グローバル・ファイナンシャル・

サービス・インダストリー

デロイト米国

ニコール・サンドフォード

（Nicole Sandford） 
パートナー

ナショナル・プラクティス・リーダー

― ガバナンス・サービス

デロイト米国
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ガバナンス運営モデルは、取締役会および経営者

が、ガバナンスの枠組みおよび方針の各要素を、コー

ポレートガバナンスのインフラ内における実務、手続、

および職責に置き換えるために用いる仕組みです
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はじめに

ここ数年間に、金融サービス業界（ financial services 
industry：FSI）の多くの取締役会が、その組織のガバナン

スモデルに係る実効性の強化に取り組んできています。例

えば取締役会は、そのガバナンスの枠組みおよび方針を

強化ならびにそのガバナンス上の諸役割を再確立したり、

取締役会レベルのリスク委員会を設置したり、その他の取

締役会委員会の責任を明確化したり、最高リスク責任者

（chief risk officer：CRO）を任命または既存のCROの独

立性を強化したりしているようです。同時に、上級経営チー

ムは、ガバナンスの枠組みの強化にリソースを投入してい

ます。

しかし多くのFSI企業は、自身が採用した構造を運用可能

にし、原則を制度化するには、まだ仕事が残っていること

に気付いたかもしれません。さらに、ガバナンスに関する

規制当局、投資家、およびその他の利害関係者の期待は

過去数年間にわたり変化してきています（補足記事「推進

力および期待」を参照）。利害関係者は現在、取締役会が

その全体的なガバナンスのプロセスの実効性に対してより

大きな説明責任を負うものと見るようになっています。この

変化は現実であり、重要であり、そしてガバナンスが組織

化され実行される手段に対する取締役会のより深い関与

への期待、ならびに取締役会およびその委員会によるより

積極的な監視への期待を意味することになる可能性が高

いと思われます。

より深い関与およびより積極的な監視が明らかであるとし

ても、デロイトの経験および調査に反映されている通り、ガ

バナンスは進行中の作業でもあります。デロイトによる銀

行の取締役会のリスク委員会における規約のレビューは、

取締役会のメンバーが、「自身が意思決定の承認に責任

を負っている分野、自身が取締役会のメンバーとして監

視、追加承認、または単に認識しなければならない承認の

意思決定にその他の人々（通常は上級経営幹部）が責任

を負っている分野、およびこれらがどのような責任かを明

確に識別することを望んでいる」ことを発見しました。ガバ

ナンス運営モデルは、取締役会のメンバーが追求し、取締

役会または経営委員会の規約におけるギャップまたは欠

陥を明らかにする可能性のある、この「どのような」1を提供

します。

株主総会招集通知における開示に関するデロイトの調査

により、FSI企業はガバナンスおよび監視を強化しつつあ

るものの、経営者のリスク委員会を設置しているのはサ

ーベイに参加した企業の33％にとどまり、41％がリスク管

理／監視が戦略と整合しているかどうかを開示しており、

19％が企業文化に関する取締役会の監視について言及

していることがわかりました2。ガバナンスおよびリスクの

監視に関する開示の拡充へと向かうトレンドは、ガバナン

スを運用可能にするための信頼できる方法の必要性を暗

示しています。

取締役会がガバナンスのプロセスの監視に対して説明責

任を負う一方で、経営者は組織内におけるガバナンスの

実行に係る方針および手続を導入することに責任を負い

ます。取締役会は、組織内におけるガバナンスの実行に

係るプロセスを理解すること―およびこれに関して経営者

に助言すること―に責任を負い、かつそれらのプロセスの

結果に対して説明責任を負います。経営者は、ガバナン

スのプロセスおよびその仕組み、ならびにそれらの結果

に責任を負います。

ガバナンス運営モデルは、取締役会および経営者がその

ガバナンス上の役割を果たすにあたっての支援をするこ

とができます。かかるモデルにより、取締役会および経営

リーダーは、ガバナンス構造およびガバナンスが導入さ

れる仕組みを組織化することが可能となるでしょう。同様

に、ガバナンス運営モデルの不在は、不完全もしくは欠陥

のあるガバナンス構造、またはガバナンスの各仕組みの

間における不一致、重複、およびギャップにつながる可能

性があります。こうした不備は、取締役会および経営者が

導入したガバナンス方針が実行されない状況につながる

可能性があります。

グローバルな金融機関におけるガバナンスの純粋な複雑

性ならびに大量の関連する手続およびその他の仕組み

は、ガバナンス運営モデルの必要性を示しているかもし

れません。かかるモデルの諸要素は、多くの大手FSI企
業内に存在している可能性があります。しかしそれらの要

素は、経営幹部、リスク管理者、および事業単位のリーダ

ーが要求する一貫した指針およびインセンティブを提供す

るための関連付け、合理化、および組織化がされていな

い可能性があります。ガバナンス運営モデルは、この必

要性に対処し、それによって経営者がガバナンスを導入

する能力および取締役会が適切な監視を実行する能力

を強化する潜在力を持っています。

1 デロイト・ファイナンシャル・サービス・センター「Improving Bank Board Governance: The bank board member’s guide to risk 
management oversight」（2011年：deloitte.com）＜http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/FSI/US_FSI_ImprovingBankBoardGovernance_122911.pdf＞ 

2 デロイト・コーポレートガバナンスセンター「Risk Intelligent proxy disclosures – 2011: Have risk-oversight practices improved?」（2011
年：ハイパーリンク「http://www.deloitte.com」deloitte.com）＜http://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric. 
contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/IreEng/Page%20Copy/Home/Risk%20Intelligent%20Proxy%20 
Disclosures%202011_Deloitte_083011.pdf＞ 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/FSI/
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/FSI/
http://www.deloitte.com/
http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/governance-risk-and-compliance/topics/ireland-center-for-corporate-governance.html
http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/governance-risk-and-compliance/topics/ireland-center-for-corporate-governance.html
http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/governance-risk-and-compliance/topics/ireland-center-for-corporate-governance.html
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推進力および期待

FSIのリーダーにとってなじみのある3つの主要な推

進力、すなわち成長する義務、組織の規模および複

雑性、ならびに規制の変化が、ガバナンスの向上の

必要性を増大させてきたと思われます。

• 成長は継続しなければならない。顧客、投資

家、および一般社会は、健全で強固かつ競争の

ある金融サービスセクターが、健全な経済の重

要な構成要素であると認識している。顧客は商

品およびサービスを望み、投資家はリターンを

望んでいる一方で、規制当局および一般社会は

各機関および金融システムにおける説明義務、

責任、安全性、および健全性を望んでいる。これ

らの要求のバランスを取るためには、健全なガ

バナンスの範囲内で成長できるFSI企業が求め

られる。

• 規模および複雑性は恒久的である。金融機関

が「大き過ぎてつぶせない」かどうかに関する議

論は継続しているものの、多くは2008年より前と

比べて著しく大きくなっている。大手企業にとって

グローバルなリーチは、商品、市場、および規制

の複雑性と同様の現実である。これを踏まえ、

取締役会は、経営幹部および管理者によるガバ

ナンスの導入を可能にするための信頼できる方

法を検討すべきである。

• 規制は急増している。過去数年間の金融の混乱

に対応して、多くの規制当局および諮問グルー

プが取締役会のガバナンスに関連する指針を公

表した。しかし、規制の変化およびガバナンスに

おける過失は継続する可能性が高いと思われ

る。これは、ガバナンスのプロセスを組織のより

深くへと拡大することの潜在的な必要性を示して

いる。

低迷前および低迷以降のガバナンスおよびリスク管

理上の過失と相まって、これらの推進力は、規制当

局およびその他の利害関係者の期待を以下のよう

に形作ってきたと思われます。

• 取締役会のガバナンス上の役割には、企業戦

略のレビュー、文化の形成、トップの姿勢の確

立、ならびに組織のビジョン、価値、および中核

的信念の普及の責任が含まれる。

• 取締役会は、規制の遵守およびリスク管理に係

る上級管理者の集団的な責任および個別の説

明責任を監視することを期待されている。

• 取締役会は、経営者が引き受けているリスクお

よびそれらがどのように管理されているかを理

解するため、ビジネスオペレーション、プロセス、

およびリスクに関する十分な見通しを持つべき

である。

• 取締役会は、以下を含むガバナンスのすべての

側面に対して説明責任を負う。

– 重要な意思決定に誰が責任を負うかを成文

化する意思決定機関

– 業務、統制、および報告プロセスに係る責任

を定義および明確化する組織構造

– 管理者、従業員、および外部の利害関係者

が理解している組織設計

多くのFSI企業はこれらの推進力および期待に（例

えば、委員会構造を策定したり方針を確立したりす

ることにより）対応済かもしれませんが、これらの企

業は依然として、ガバナンスを運用可能にすること

に取り組んでいる可能性があります。ガバナンス運

営モデルは、この課題への対処を潜在的に支援で

きるかもしれません。

本レポートはFSI企業の取締役会のメンバー、取締役

会の委員会のメンバー、上級経営幹部、およびリスク

管理者のために作成されており、取締役会および重要

なガバナンス上の役割を担うその他の人々が強固なガ

バナンス運営モデルを策定するにあたってこれを支援

することを目的としています。また本レポートは、その主

要な焦点ではないものの、導入をどのように開始する

かに関して検討すべき提案を示しています。かかるモ

デルは、取締役会と経営者の両方がそれぞれのガバ

ナンス上の責任を果たすことを可能にするような、情報

のフローおよびプロセスの見通しを促進することができ

ます。ガバナンスの枠組みおよび方針を実施している

FSI企業については、本レポートは次のステップ―ガバ

ナンスを人々の日常的な職責のレベルへと進めること

―の概要を示しています。

本レポートは、最近のFSIに係る規制の動向およびガ

バナンスの重要な諸原則について、デロイトが過去数

年 間 に わ た り 「 Risk Intelligent Governance: A 
Practical Guide for Boards: Improving Bank Board 
Governance 」や 「 The Risk Committee Resource 
Guide for Boards」3などの文書において識別したもの

を含め、読者が概ね理解していることを前提としていま

す。

3 これらの文書はそれぞれ、deloitte.comにおいて閲覧可能です。 
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図表1は、ガバナンス運営モデルの主要な構成要素およ

びそれらの関係を表しています。このハイレベルの図は、

主要な構成要素―構造、監視責任、人材および文化、な

らびにインフラ―とそれらの重要な副構成要素を示してい

ます。モデルの土台（この図における副構成要素の下の

層）には、当該レベルの職責におけるガバナンスを導入す

るプロセスのフロー、手続、および報告の仕組みが含まれ

ます。それぞれの構成要素に関する取締役会および経営

者の選択は、ガバナンス運営モデルが経営者によってど

のように導入されるかを定義するでしょう。

実務において、ガバナンス運営モデルは以下のようなもの

であるべきです。

• 取締役会が優れたガバナンスおよび管理を実行するた

めに必要とする情報を受け取ることができ、また事業単

位が規制を遵守した方法でその活動を実施し、かつ戦

略的目標に貢献することができるよう、業務、財務、リス

ク管理、および報告のプロセスを組織化する

• ガバナンスの枠組み（下記のセクションにおいて議論さ

れている）と業務における現実との間のギャップを埋め

るため、組織のガバナンスの枠組みを役割、責任、報

告ライン、およびコミュニケーションのレベルまで落とし

込む

• 人々が「なぜ私たちはこれをやっているのか？」、「これ

は問題ないのか？」、「これは誰の要求か？」、「私たち

はこれについて誰に伝える必要があるのか？」などの

質問に答え、またかかる質問をいつすべきかを理解す

るための手助けをする

• 取締役会および経営者が新たなビジネス、業務、競争、

および規制上のニーズを識別しこれに対応することの

できるフィードバックのループを作り出すことにより、ガ

バナンスを支える

ガバナンス運営モデルは、ガバナンスにおいて一般的な

「メモによる管理（management by memo）」の問題の解

決に貢献することができます。取締役会または経営者にと

って、単に原則を示し方針を公表することは、それがいか

に明確かつ強力に行われるかに関わらず、十分であること

はまれです。取締役会または経営者は同時に、人々がそ

れらを導入するための理解、意欲、および手段を有し、か

つそれらを導入するよう、取り計らうべきです。

図表1：ガバナンス運営モデルの例 

Copyright © 2013 Deloitte Development LLC.無断転載を禁じます。 
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枠組みから運営モデルへ

多くのFSI企業が取り組んできたと思われる出発点は、デ

ロイトやその他の組織によって開発された枠組みなどの、

ガバナンスの枠組みです。デロイトガバナンスフレームワ

ーク（図表2）は、取締役会および経営幹部による組織のガ

バナンスプログラムの評価を支援するために開発されまし

た。

取締役会および経営者がガバナンスの枠組みを採用

するかまたは開発するかに関わらず、これはガバナン

スプログラムのさまざまな要素を明示し、取締役会およ

び経営者のガバナンス上の役割を明確化し、ガバナン

ス、リスク管理、および組織の文化の間における適切

な関係について説明します。

図表2：デロイトガバナンスフレームワーク 

Copyright © 2013 Deloitte Development LLC.無断転載を禁じます。 
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健全なガバナンス運営モデルの全般

的な恩恵は、取締役会およびその委

員会が自身の責任を適切に遂行し、

かつこれを適切に遂行したという、よ

り大きな保証を得ることを、かかるモ

デルが可能にし得ることです

枠組みのすべての要素を取り巻いているのは、コーポレート

ガバナンスのインフラです。ガバナンスのインフラは、日常的

な組織活動を統治するために経営者が実施しているガバナ

ンス運営モデルの集合体―人、プロセス、およびシステム―

です。またこのインフラには、情報を収集し、これを取締役会

および外部の利害関係者、ならびに経営者に報告するため

に用いられるプロセスも含まれます。

ガバナンスのインフラのさまざまな要素における取締役会の

役割は、監視者から実際のプロセスの積極的な参加者にま

で及びます。上記の枠組みの上半分は、取締役会の責任が

一般に強められている分野を表しています。これらの分野に

おいては、一般に取締役会が企業の運営モデルを理解およ

び監視しているだけでは十分とみなされず、取締役会はこ

れらに加えて構成要素の策定および活動への参加における

役割を果たすことを期待されます。

これらの分野にはガバナンス（ここでは取締役会の構造

および構成を意味する）、戦略、パフォーマンス、完全性、

人材、ならびにリスクガバナンスが含まれます。これらの

分野においては、法務もしくは規制上の要件または利害

関係者の期待により、取締役会は構造およびプロセスに

おいて、ならびに組織により異なる経営者に移譲できない

意思決定および義務において、積極的な当事者となって

います。

枠組みの下半分は、取締役会の責任をむしろ積極的な

監視者と言い表すことのできる分野を表しています。ここ

では、取締役会は運営モデルを理解し、それらが十分に

策定されかつリソースを供給されていることを確実にし、

事業活動の結果およびプロセスにおいて識別された何ら

かの問題を監視します。多くの企業について、このカテゴ

リーの分野は計画、オペレーション、コンプライアンス、報

告、およびリスク管理となっています。

ガバナンス運営モデルは、取締役会および経営者が、ガ

バナンスの枠組みおよび方針の各要素を、コーポレート

ガバナンスのインフラ内における実務、手続、および職責

に置き換えるために用いる仕組みです。ガバナンス運営

モデルの策定において、取締役会は競合する目標（成長

の追求と資産の保全など）のバランスを取り、責任（ビジ

ネスマネジャーの責任やリスク管理者の責任など）を定義

し、ガバナンスの導入にリソースを配分します。（デロイト

ガバナンスフレームワークに関するさらなる情報について

は、「 Framing the future of corporate governance: 
Deloitte Governance Framework」4を参照。） 

本レポートの以下のセクションでは、大手FSI企業にとっ

て適切となり得るエンタープライズ・ガバナンス運営モデ

ルを紹介し、かかるモデルの特徴、含まれ得る要素、潜

在的な恩恵、ならびに策定および導入について議論しま

す。エンタープライズ・ガバナンス運営モデルとして、この

モデルは企業全体のニーズ、または特定の事業単位もし

くは機能分野のニーズに適応させることができます。
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ガバナンス運営モデルの構成要素

ガバナンス運営モデルは、ガバナンスが導入される仕組

みおよび相互作用点を定義します。ガバナンス運営モデ

ルは、取締役会および経営リーダーが―その役割およ

び責任に応じて―これらの仕組みおよび相互作用点を

組織の各ビジネスライン、法人、および法域にわたって

組織化することを可能にします。ここに述べられているよ

うなエンタープライズレベルのモデルは、ガバナンスの

効果的な導入を促進するため、いかなる機能または業

務分野にも適応させることができます。

図表1に示されている通り、ガバナンス運営モデルは以

下の4つの主要な構成要素から成っています。 

• 構造：組織設計および報告構造、委員会構造および

規約、ならびに統制および支援機能の相互依存性が

含まれる

• 監視責任：取締役会の監視責任、委員会および経営

者の責任、説明責任のマトリクス、ならびに経営者の

雇用および解雇権限を定義する

• 人材および文化：報酬方針（特にインセンティブに関す

る）、昇格方針、ビジネスおよび業務の諸原則、パフォ

ーマンス測定および管理、教育研修、ならびにリーダ

ーおよび人材の育成プログラムを確立することによ

り、効果的なガバナンスのために要求される行動およ

び活動を可能にする

• インフラ：ガバナンスおよびリスクの監視に係る方針お

よび手続、報告、指標およびメトリクス、ならびに経営

者の能力、加えてイネーブリングITおよびコミュニケー

ションのサポートで構成される

これらの構成要素内における、対処すべき効果的なガバ

ナンス運営モデルのいくつかの重要な側面には以下が

含まれます。

取締役会の監視および責任

取締役会は、事業およびリスク戦略、組織、財務の健全

性、規制の遵守などの分野において、組織全体にわたり

監視責任を遂行します。この点において、ガバナンス運

営モデルは、取締役会が以下を行うにあたり助けとなる

でしょう。

• 取締役会がその監視責任を効果的に遂行するため、

およびその構成をそれらの必要性に照らして評価す

るために必要とするスキルおよび知識を明示する

• 取締役会がガバナンスおよびリスクの監視を実行す

るために必要とする情報の提供に経営者を関与させ

る

• ガバナンスが実施される方法に最終的に影響を及ぼ

す方針に関して経営者に助言する

• 組織内のさまざまなレベルで行われるガバナンス活

動を理解し、経営者によるプログラムの効率性および

実効性を強化するための取組みを支援する

4 デロイト「Framing the future of corporate governance: Deloitte Governance Framework 」 （ 2012年： deloitte.com）＜
http://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/IreEng/Page%
20Copy/Home/Risk%20Intelligent%20Proxy%20Disclosures%202011_Deloitte_083011.pdf＞ 

http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/governance-risk-and-compliance/topics/ireland-center-for-corporate-governance.html
http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/governance-risk-and-compliance/topics/ireland-center-for-corporate-governance.html
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委員会の権限および責任

効果的な取締役会委員会および経営委員会の構造は、

メンバーの数、任期、および資格、委員会の責任、報告

および上級者への報告の仕組み、ならびに取締役会委

員会と経営委員会がやりとりする方法を定義するのに

役立ちます。

例えば経営委員会のために、ガバナンス運営モデルは

以下を行うことができます。

• 委員会の責任を定義し、委員会、より幅広い経営チ

ーム、および取締役会の間における連携を取り上げ

た、委員会の規約を含める

• 委員会が注目すべき意思決定、投資、事象、リスク、

およびその他の項目の種類（ならびに該当する場

合、閾値または額）を定義する

• 重要な事項を適切な者または委員会に対して上級者

報告および報告する方法を示す

強固なエンタープライズ・

ガバナンス運営モデル

は、すべてのレベルにお

けるガバナンスの諸責任

の遂行を可能にします

組織設計および報告構造

明確かつ包括的な組織構造は通常、意思決定、リスク

管理、財務および規制報告、一般開示、ならびに危機

管理および対応に係る報告ラインを定義しています。

エンタープライズ・ガバナンス運営モデルにおいて、組

織構造は経営者が以下を行うことを可能にするでしょ

う。

• コンプライアンス、リスク、法務、財務、および監査

の統制機能の独立性および権限を確立する

• 戦略リスク、オペレーショナルリスク、市場リスク、

信用リスク、流動性リスク、法務リスク、コンプライア

ンスリスク、プロパティリスク、ITリスク、レピュテー

ショナルリスク、およびその他のリスクを含め、すべ

ての地域および事業にわたるリスクの領域を監視

するプロセスを定義する

• 内部の従業員および外部の利害関係者にとって理

解可能なガバナンス構造を維持する

経営者の説明責任および権限

主要な諸責任に係る権限および説明責任の十分な理

解は、組織のすべてのレベルおよびすべての分野にお

いて必要とされます。健全なガバナンス運営モデル

は、以下を行うことができます。

• 主要な役割に係る権限および説明責任を示し、不

一致を解決または上級者に報告するためのプロセ

スを定めることにより、グローバル戦略と地域戦略

のバランスを取る

• リスク許容度およびエクスポージャー限度が設定お

よび遵守され、かつリスク管理者がリスクを引き受

ける者に異議を唱える権限を持つよう、事業単位の

意思決定権限とリスク管理者の意思決定権限のバ

ランスを取る

• 人々がその職位に関連付けられた権限―および権

限の限度―を理解するよう、明確な意思決定権を

定義する

• 事業がグローバル拠点と地域拠点の両方に係る適

切な限度内で管理されているかを監視者が判断す

る際の支援をするため、統制機能に指示を与える
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パフォーマンス管理およびインセンティブ

目標、パフォーマンス指標、報酬、およびインセンティブ

は、組織の全体的なガバナンスへの取組み、ならびに

資産の保全および報酬のためのリスク負担の諸原則を

反映しているべきです。この分野において、ガバナンス

運営モデルは、取締役会が以下を行う際の助けとなる

でしょう。

• 価値創造の追求における資産の保全とリスク負担の

バランスを取るようなパフォーマンス目標を確立する

• 資産の保全とリスク負担の間のバランスを反映させ

るため、各インセンティブを整合させる

• 求められる企業文化およびトップの姿勢を確立およ

び強化するような資質およびパフォーマンス評価を

明示する

強固なエンタープライズ・ガバナンス運営モデルは、すべ

てのレベルにおけるガバナンスの諸責任の遂行を可能

にします。これは、報告ラインおよび連携の明確化、取

締役会またはその委員会がレビューまたは承認すべき

意思決定、リスク、およびその他の事項の識別、ならび

に管理者の間における役割および責任、権限の限度、

および上級者への報告の手段の理解や、集中化と分散

化、自律性と協力、およびリスクと報酬の間で追求すべ

きバランス（補足記事「繰り返しバランスを取る」を参照）

の理解の促進によって実現されます。

繰り返しバランスを取る 

実務において、ガバナンスは通常、さまざまな分野においてさまざまな理由により生じる、相反するニーズおよび

目標の間におけるバランスを取ることに帰着します。

一般に、役割、責任、および意思決定権は、現地の業務単位、国または地域部門、およびグローバル組織のそれ

ぞれにおけるビジネスのニーズと統制／リスク管理のニーズのバランスを取るように構想され、遂行されるべきで

す。これは、2種類のニーズ―ビジネスおよび統制／リスク管理―を、3つの地理的側面―現地、国／地域、およ

びグローバル―に沿って調整することを意味します。 

例えば、リスクのガバナンスおよび管理に関して、報酬のためのリスク負担を通じた価値創造の目標は、リスクの

軽減および統制を通じた価値保全の目標とバランスが取れているべきです。リスク管理はリスクの回避ではなくリ

スクの管理であることを踏まえると、伝統的な3つの防衛線―ビジネス管理、リスク管理、および内部監査―なら

びにガバナンスモデルがそれぞれの役割および責任をどのように定義することができるかを検討することは有益

です。

力が競合する状況において常にそうであるように、バランスは動的なものです。組織において、それらの力はそ

の意思決定、相互作用、ならびに上向きおよび下向きのコミュニケーションを導く仕組みを持つべきです。効果的

なガバナンス運営モデルは、それらの仕組みを提供する潜在力を持っています。
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ガバナンス運営モデルの力および恩恵

ガバナンス運営モデルの力は、その特定性の中に存在

し得ます。運営モデルにおいて要求される、または望ま

れる特定性の水準は、組織によって異なります。これは

適切なことです。ガバナンスの枠組みは原則を定義し、

通常、責任を定義します。しかしガバナンスの枠組み

は、ガバナンス上の役割がどのように割り当てられる

か、各役割がどのように相互作用するか、および責任が

どのように果たされるかを、大抵は個々の組織に定義さ

せます。

FSI企業は、以下の点において、効果的なガバナンス運

営モデルの恩恵を受けることができます。

• 明確性の向上：取締役会および経営者は、ガバナン

スの諸原則を実務に置き換えるという課題に直面し

ている。ガバナンス運営モデルは、役割、責任、説明

義務、情報のフロー、およびガバナンスの導入のた

めに人々が必要とするガイドラインを明確に定義する

ことにより、取締役会およびその委員会がこの課題に

対処するための手段を提供することができる

• 視界の拡大：そのガバナンス上の責任を果たすた

め、取締役会は、経営者の意思決定およびリスク管

理プロセスに対する明確な視線を持つべきである。ガ

バナンス運営モデルにおいて取締役会は、例えば取

締役会が注目すべき投資および取引の種類および

金額ならびにリスクエクスポージャーを示すことによ

り、それらの視線を確立することができる

• 協調性の向上：グローバルな組織全体にわたる多数

の事業のガバナンスに固有の複雑性に対処すること

は、協調的な行動を要求する。またこれは、集中化と

分散化に関する考慮事項のバランスを取ること、なら

びに現地のビジネス、顧客、コンプライアンス、法務、

およびその他の利害関係者のニーズ―ガバナンス運

営モデルが対処することのできる―を考慮することを

必要とする

• 実効性の向上：取締役会およびその委員会がどのよ

うな情報を―ならびにこれを誰から、どのような頻度

で、およびどのような状況下で受け取ることを―必要

としているかを明示したモデルは、取締役会によるよ

り効果的なガバナンスの実行を支援することができる

ガバナンス運営モデルは、諸責任が信頼できる方法で

遂行されるよう、ガバナンスおよびリスクの監視プロセス

―ならびに関連するインフラおよびITサポート―を準備

するでしょう。健全なガバナンス運営モデルの全般的な

恩恵は、取締役会およびその委員会が自身の責任を適

切に遂行し、かつこれを適切に遂行したという、より大き

な保証を得ることを、かかるモデルが可能にし得ることで

す。
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ガバナンス運営モデルの設計

ガバナンス運営モデルのそれぞれの構成要素は諸

活動で構成される副構成要素から成っており、かか

る諸活動の一部の例は図表3に列挙されています。

ガバナンス運営モデルは、ガバナンスを導入するた

めの諸活動が実施される方法に関するかなりの詳

細を提供することができます。実際に、ガバナンス運

営モデルを作り出す主な理由の一つは、教育研修、
IT、および必要とされるその他のリソースと共にガバ

ナンスを構成するプロセス、手続、および報告の仕

組みを定義し、これらを文書化するためです。

図表3：ガバナンス運営モデルの設計における諸活動の例 

構成要素 副構成要素 内容 

構造 

• 委員会構造および規約

• 組織構造および報告ライン

• 統制および支援機能の役割 

• 取締役会委員会および経営委員会の構造、権能、メンバー、およ

び規約の概要を示す

• ガバナンスの枠組みの設計を確立する

• 組織構造、報告ライン、および諸関係について説明する

• 統制および支援機能の役割およびビジネス責任者からの独立性を

浮彫りにする

監視責任 

• 委員会の権限および責任

• 経営者の説明責任および権限

• 取締役会の監視および責任

• 報告、上級者への報告、および拒否権

• 委員会の種類（取締役会委員会および経営委員会）ならびに関連

付けられた責任の概要を示す

• 企業全体にわたるビジネス実務の日常的な管理に係る機能上の説

明責任を明示する

• 取締役会および経営者が承認した、報告、上級者への報告、およ

び拒否権を含む、権限（意思決定権）の委譲を裏付ける方針につ

いて説明する 

人材および文化 

• ビジネスおよび業務の諸原則

• 中核的信念およびリスク文化

• リーダーの育成および人材プログラム

のパフォーマンス

• 管理およびインセンティブ 

• ガバナンスを業務およびビジネスの諸原則と整合させる

• 中核的信念および文化の基盤を示す

• リスク文化の特徴を浮彫りにする

• リーダーの継承、評価、および育成責任の概要を示す

• パフォーマンスの管理、アプローチ、指標および責任を報酬およびイン

センティブ制度と整合させる 

インフラ 

• 方針および手続

• 報告およびコミュニケーション

• テクノロジー

• 方針マニュアルおよび関連する手続の設計および内容を確立する

• 内部報告およびコミュニケーションの種類および頻度の概要を示す

• パフォーマンスを追跡するためのスコアカード、指標、およびメトリ

クスを定義する

• テクノロジーとガバナンスの要件を整合させる

Copyright © 2013 Deloitte Development LLC.無断転載を禁じます。 
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ガバナンス運営モデルの策定は、組織が人々の意思決

定および行動に情報を提供するのに必要な詳細の水準

で、副構成要素および諸活動を定義および文書化するこ

とを必要とします。目的は命令することではなく、ガバナン

スの立場から見て意味のある方法で意思決定および行

動を定義することです。ガバナンス運営モデルを文書化

するプロセスは、結果としての文書と同じ位多くの価値を

創造することができます。

組織が文書化されていないガバナンスモデルを有してい

る場合、これを文書化することによって意思決定者に、競

合する目標のバランスを取ること、責任を定義すること、

リソースを配分すること、およびソリューションを考案する

こと―ガバナンスの導入に不可欠な諸活動―に焦点を合

わせさせることができます。

自身のガバナンス運営モデルを定義するにあたり、組織

は、その現在の状態を評価すると共にその求められる将

来の状態を定義し、後者を達成するため、すなわち導入

を実行するために要求されるステップを識別することがで

きます。このエクササイズにおいて、組織は以下の考慮

事項および目標に対処することを検討すべきです。

• コンプライアンス上の問題

– 複数の、時に相反する要件の遵守を達成する

– ビジネスの要件と地域および／または親会社の国の

規制を調整する

– 統合されグローバルに協調した方法でニーズに対処

するため、規制の遵守とリスク管理を整合させる

• 文化の変化

– 組織全体にわたる単一の企業文化に移行する

– 現地の慣習、規制、および事業単位のニーズとトップ

の姿勢を示したいという要求の間における緊張関係

を解決する

– リスク方針の集中化とビジネスの意思決定の分散化

の間における緊張関係を解決する

• ガバナンスおよび経営者の意思決定権

– 戦略、予算、資金調達、流動性計画、採用、パフォ

ーマンス管理、報酬、リスク管理、ならびに新たな

事業および商品の承認に係る意思決定の責任を

確立する

– 取締役会の監視の役割および責任、ならびに経営

者の役割および責任と取締役会との関係を明確化

する

– 誰が主導するか、誰が協議するか／拒否権を持つ

か、ならびに対立および不一致がどのように解決さ

れるべきかを定義する

• プロセスおよびシステム上の問題

– 地域および部門のリスク管理を支援するため、ビジ

ネスラインの管理報告およびリスク報告に係るプロ

セスおよびシステムを強化する

– 現地の規制当局が要求するデータおよび報告を生

成するため、プロセスおよびシステムをアップグレ

ードする

– パフォーマンスを強化しコストを削減するため、統

制を合理化し、調和させる

• 規制上の諸関係

– 現地の規制当局からの質問に（これを本社に転送

するのではなく）対応することが必要または有益で

ある場合にこれを行うべき現地の連絡係を指定す

る

– 現地レベルにおける仮想の（または実際の）持株

会社を設置し、複数の現地の事業単位に関する規

制当局の要求に対応することのできる主要な経営

幹部を配置する

– 子会社、関連会社、および提携パートナーに関す

る規制要件に対処する

• 人事

– マトリクス報告構造において要求される職務内容

および役割、ならびに要求されるスキル、経験、お

よび専門知識を識別する

– 取締役会のレベルにおいて、特にガバナンスおよ

びリスクの監視の分野で要求されるスキル、経験、

および専門知識について説明する

ガバナンスを策定し監視を実行する際、取締役会およ

び経営チームは、リスクインテリジェントな文化を生み出

すという目標を念頭に置くのが賢明かもしれません（36
ページの補足記事「リスクインテリジェントな文化」を参

照）。
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ガバナンス運営モデルを作り出す主な理由の一つ

は、教育研修、IT、および必要とされるその他のリソ

ースと共にガバナンスを構成するプロセス、手続、お

よび報告の仕組みを定義し、これらを文書化するた

めです

適時、透明、かつ正直なコミュニケーション 

人々はリスクについて、共通の理解を促す一般的な

リスクの語彙を用いて、率直かつ正直に気兼ねなく

語っている 

効果的なリスク管理の価値の理解 

人々は効果的なリスク管理が組織にもたらす価値を

理解し、これを熱心に打ち出している 

責任―個人的および集団的 

人々はリスクの管理に係る個人的責任を負い、かつ

他の人々を関与させることがより優れたアプローチ

である場合にはこれを積極的に追求している 

異議の予想 

人々は、権限を持つ人物を含む他の人々に気兼ね

なく異議を唱えている。異議を唱えられた人々は前

向きに対応している 

取締役会は、リスク文化に関して経営者に助言し、か

つ適切なリスク文化を維持するための経営者の取組

みを監視する責任を負っています。 

方針、手続、およびルールは有益かつ必要であるもの

の、組織のリスク文化は、組織がリスクを管理する方

法およびガイドラインに対して払われる関心の大部分

を決定します。 

リスクインテリジェントな文化は、以下のような特徴を持

っています。 

目的、価値、および倫理の共有 

人々の個人の関心、価値、および倫理は、組織の

リスク戦略、アペタイト、許容度、およびアプローチ

の関心、価値、および倫理と整合している 

普遍的な採用および適用 

リスクは、戦略計画から日常業務まで、組織のあら

ゆる部分のすべての活動において考慮される 

学習する組織 

組織がリスクをより効果的に管理する集団的能力

は継続的に向上している 
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ガバナンス運営モデルの強化または確立

以下は、ガバナンス運営モデルを強化または確立するた

めの3つのパートから成るアプローチの提案です。取締役

会がこれらのステップのそれぞれにおいて、またはその

権限の範囲内において当該任務を実施することは実務

的でないものの、取締役会は通常、組織内において、ま

たは外部の専門家によってこれらの任務が実施されるよ

う委任する立場にあります。

パート1. ガバナンス運営モデルの要件を定義する 

• 潜在的に有益なガバナンスの枠組みを識別する

• 適用される規制およびガバナンスの要件を識別する

• 国内、グローバル、ビジネスライン、既存および予定さ

れる商品およびプロセスに関わるものなどの、ガバナン

スの範囲およびニーズについて検討する

• ガバナンスの現在の状態、ならびにギャップおよび考

慮事項を定義する

パート1における有益なステップ 
– 同業他社を要約レベルで分析する（例えば、しばしば

公に入手可能となっている同業他社の委員会の規

約を用いる）

– 組織のガバナンスをガバナンス成熟度モデルと比し

て評価する

– ガバナンスのニーズおよび活動を識別し、優先順位

付けする

パート2. ガバナンス運営モデルを設計する 

• 本社地域、グローバルなビジネスオペレーション、およ

びリスク、法務、コンプライアンス、財務、監査、人事な

どの統制機能について求められる将来の状態を定義

する（ガバナンス運営の構成要素および副構成要素の

設計における諸活動の例については、図表3を参照）

• ガバナンス運営モデルの導入のために必要とされる姿

勢および行動の変化を制度化するためのチェンジマネ

ジメント計画を定義する

パート2における有益なステップ 
– ガバナンス運営モデルおよびその構成要素を詳細に

設計する

– 組織全体にわたる重要な説明責任を定義したマトリ

クスを策定する

– 意思決定権および上級者への報告経路を定義した

マトリクスを策定する

パート3. ガバナンス運営モデルを導入する 

• 以下のような導入計画を作成する

– 成功を測定する基準およびメトリクスを定義している

– ガバナンスの要件を組織の機能およびビジネスの要

件にマッピングしている

– 諸要件およびリソースが許す中で、リソースを優先事

項別かつ経時的に、導入に配分している

– レビューのプロセスの予定表および構成要素を定義

している

• 計画を導入し、ガバナンスの実務を維持する

• 計画、導入、および実務を評価する

パート3における有益なステップ 

– チームが行動ステップの進捗を追跡し、リスクおよび

関連する問題の解決の記録を取ることを可能にする

ような、電子的かつ視覚的な形式で導入計画を作成

する

– 実行可能な計画および形式を作成し、必要に応じて

導入を監視するにあたり、外部の支援を得る

ガバナンス運営モデルの要件を定義すること、ガバナン

ス運営モデルを設計すること、ならびに導入を計画および

実施することは、あらゆる金融機関にとって重要な取組

みです。加えて、これは反復的なプロセスとなる可能性が

あり、ガバナンス運営モデルの各側面が導入中または導

入後に、および規制または事業の状況の変化に対応し

て、変更または調整の対象となり得ます。しかし、ここに

概要を示したプロセスはFSI企業におけるガバナンスの

強化へと向かう一つの経路を表しており、これは合理化、

計画、リソースの供給、監視、および評価が可能なもので

す。
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ガバナンスの完遂

一部のFSI企業において、明確に文書化されたガバナ

ンス運営モデルの必要性は緊急のものとなっていま

す。これは当然のことと言えます。困難な事業の状況

および利害関係者における期待の高まりの中で、成

長する複雑かつグローバルな機関の管理を監視し続

ける必要性のために、取締役会の責任は高まってき

ています。取締役会およびその委員会は現在より多く

の監視対象を抱えており、経営者およびその委員会

はより多くの対処すべき規制およびガバナンス上の考

慮事項―ならびに管理すべきより多くのリスク―を抱

えています。

FSI企業の取締役会はガバナンスの枠組みを適用し

てそのリスクガバナンスを強化済かもしれませんが、

大規模かつ複雑な機関における多くのガバナンスの

ニーズが満たされないままだとすれば、まだやるべき

仕事は残っています。十分に文書化されたガバナンス

運営モデルは、取締役会およびその委員会がこれら

のニーズを満たすにあたって支援することができま

す。

求められるガバナンス運営モデル―組織にとって正し

いモデルを意味する―は、取締役会がガバナンスを完

遂させるための助けとなります。正しいモデルは、ガバ

ナンス上の役割および管理上の役割を担う人々がそ

の責任を遂行する方法の明確性および理解を促進す

るでしょう。これは、取締役会および経営者によるガバ

ナンスの導入方法の明示をかかるモデルが支援する

ことによって実現され得ます。ガバナンスの分野は最

近著しく進捗していますが、これは多くのグローバルな

金融サービス企業において明らかに緊急の必要性と

なっています。

デロイト英国の許可を得て掲載。 
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リスクと株主価値の 
追求の整合 

金融機関における 
リスクの変革 
スコット・バレット

（Scott Baret） 
パートナー

デロイト米国

グローバル・エンタープライズ・

リスク・サービス・リーダー

ファイナンシャル・サービス

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

ローラン・ベルリネ

（Laurent Berliner） 
パートナー

デロイト・ルクセンブルク

EMEAエンタープライズ・ 
リスク・サービス・リーダー

ファイナンシャル・サービス

ジュリアン・リーク

（Julian Leake） 
パートナー

コンサルティング

デロイト英国

ピーター・マトゥルーリオ

（Peter Matruglio） 
パートナー

エンタープライズ・リスク・サービス

デロイト・オーストラリア

レオン・ブルーム

（Leon Bloom） 
パートナー

エンタープライズ・リスク・サービス

ファイナンシャル・サービス

デロイト・カナダ 
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あらゆる種類の金融機関が、一方では規制当局か

ら、他方では株主からの継続的な圧力に直面してい

ます。より高い資本水準に対する前者の期待と優れ

たリターンに対する後者の期待のバランスを取ること

に取り組む中で、上級経営幹部および取締役会は

金融規制に対するその場しのぎで寄集めの対応を

展開しつつあり、これは―長期的に見ると―コストを

増やし、リスクを固定化させてしまいます。

これらの課題は、多数のビジネスラインにわたる銀

行、保険会社、ブローカー・ディーラーおよびその他

の金融機関の上級経営幹部および取締役会に影響

を及ぼしています。グローバルなシステム上重要な

金融機関（global systemically important financial 
institution：G-SIFI）およびシステム上重要な金融機

関（SIFI）が最も大きな影響を受け得るものの、実質

的にすべての国内および地域の機関も、規模は違え

ど類似の課題に直面しています。しかし多くの金融

機関は、財務、リスクおよび規制上のデータストリー

ムを統合することによって資本の効率性の要求に総

合的に対処する機会を見過ごしています。

これらの機会に光を当て、金融機関が直面する最も

一般的な問題のうちのいくつかに答えるべく、デロイ

ト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL）は2013年に「リ
スクと株主価値の追求の整合」を公表しました。同レ

ポートは、経営幹部および取締役会がそのリスク管

理戦略とオペレーションを整合させるにあたって考慮

すべき、株主価値に影響を及ぼす力および「変革的

な動き」の分析を示しています。

金融機関による変革の必要性の識別を支援するた

め、同レポートは、リスクと株主価値の追求の整合に

係るビジネス事例、およびリスクの変革に係る4つの

土台の概要を提供しています。

1．資本、流動性および資金の不足 2. 幅広い業界および規制の要件

規制当局が一層厳格な監督要件を導入する中で、金

融機関はますます高まる資本の水準を維持しつつ、競

争力を維持しなければなりません。これらの必要性は、

業界がビジネスモデル、ガバナンスのプロセスおよびリ

スク管理能力を見直し、これらを再構成することを余儀

なくさせています。

多数のビジネスラインを持つグローバルな金融機関

は、無数の法域の規制要件に対応しなければなりま

せん。これらの要件はしばしば、冗長性、重複、なら

びにコンプライアンスのコストおよびリスクの増大を

伴います。これらの要件に対処することは、規制遵

守およびリスク管理のリソースのグローバルな協調

を要求します。

3．コストおよびパフォーマンスの圧力の高まり 4.レガシーインフラ

バーゼルIIIおよびその他の規制による資本要件の著し

い高まりのため、既存のビジネスモデルのコストは高ま

り続け、マージンをむしばむ可能性があります。好調な

利益を維持するため、機関は特定の事業の重視を中

止しつつ、その他の事業を重視し、コストを削減し、場

合によっては新たな戦略を追求しています。しかし、か

かる対応は新しい潜在的に危険なリスクの集中および

組合せをもたらし、かつ新たなコストを追加する可能性

があります。

レガシーシステムおよびハードウェアプラットフォーム

は、効果的なコンプライアンス、リスク管理およびビ

ジネス管理に対する高い障壁となる可能性が高いと

思われます。十分に考えられたエンタープライズ・リ

スク・データ・アーキテクチャは、正しいデータリポジト

リを構築し、固定的な規制のソリューションを回避す

ることを可能にすることにより、これらの障壁を乗り

越える助けとなり得ます。機関固有の統合されたエ

ンタープライズソリューションは、データの質、アクセ

ス性および分析を向上させ、リスク管理およびビジネ

ス管理の向上の準備をする助けとなり得ます。

リスクの変革に係るビジネス事例：4 つの主要な推進力 
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株主価値の推進力に対する影響

株主価値は、主としてリスク調整後資本利益率と資本

コストの間におけるプラスのスプレッドを達成すること、

および営業コストや税金などの要因によって推進され

ます。これらの推進力は、事業に影響を及ぼす特定の

力および市場の状況による影響を受けます。株主価値

の重視は、規制上の期待に応えつつ、同時にオペレー

ション管理およびリスク管理を向上させることの必要性

を浮彫りにします。このアプローチは、資本計画および

管理、ストレステスト、事業の遂行、組織文化、リスクデ

ータの管理、リスク管理などの分野における規制上の

期待に応える必要性を、業務の立場からこれらの能力

を向上させ、さらにリスク管理の実務と事業単位のプロ

セスおよび活動を統合する機会へと転換します。同様

に、リスクベースの資本要件に関する規制上の要求

は、経営者がリスクを資本により戦略的に関連付ける

機会を提供し得ます。これを行うことは、経営者が単に

資本の配分を正当化し事業単位の賛同を得るだけでな

く、投資家へのリターンの向上のために資本をより効果

的に展開することも可能にするでしょう。

アプローチはリスク管理を、事業単位および人々の日

常的な責任のレベルにおける諸機能に組み込みます。

これが実現した場合、リスク管理はもはや単なるリスク

管理機能の責任ではなく、トレーダー、融資担当者、引

受担当者、ポートフォリオマネジャー、請求マネジャー、

人事担当者、IT専門家またはその他の人員の仕事に

おける不可欠な一部とみなされます。

とは言っても、今日の不確実な状況の下で過去のリタ

ーンを維持することは困難です。よって経営者はこれら

の課題に対して総合的なアプローチを取るべきであり、

これは過去との決別を表すものかもしれません。多くの

機関において、規制の変化、経済指標、株主の要求お

よびリスクに対する縦割り型の対応は整合性の不足を

生み出しており、その結果は図表1に表された構造の

各側面に例えられます。かかる組織においては、リスク

に重点が置かれているにも関わらず、ビジネスモデル

と業務モデルは整合しておらず、また事業単位と機能

分野も整合していません。リスク管理は協調を欠き、事

業単位および各機能はリスクを自身の仕事に内在する

責任ではなく、リスク管理機能の責任として見ているか

もしれません。

図表1：金融機関における整合性の不足 

ニーズは組織によって異なっており、具体的な対応は

当該機関に固有のものとなるでしょう。しかし一般に、

特定のアプローチはその他のアプローチと比べて、規

制上の期待への効果的な対応を生み出し、業績の向

上をもたらす可能性がより高いと思われます。これらの
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組織がその事業を多角化し、新たな商品およびサービ

スを導入し、新たな法律および規制に対応する中で、時

間と共に、時には数十年にわたって、不整合およびギャ

ップが拡大します。リスクは実際には各事業の中に存

在するにも関わらず、一部の事業単位はリスク管理機

能を、リスクの管理に責任を負うものとして見るようにな

ります。結果として生じる整合性の不足は、機関を意図

せずにリスクにさらし、規制の変化への対応を効率的に

調整できない状態にする可能性があります。また、整合

性の不足は結果としてテクノロジーシステムおよびデー

タリポジトリの断片化をもたらし、組織が全社的リスクコ

ストを効果的に管理し規制上の要求に対応する能力を

阻害します。

整合した組織（図表2に例示された通り）は、事業戦略と

リスク戦略を統合し、リスク責任者に組織の目標とリス

ク管理の責任の両方を明示的に課すでしょう。リスク責

任者は、自身が直面する幅広いリスクを管理し、また適

切なリスク管理のインフラによって支えられるでしょう。

各事業および各機能―ならびに経営幹部および取締役

会―は、そのリスク関連の責任を、規制上の期待とそ

の他の利害関係者の期待を整合させる方法で果たすで

しょう。この整合した組織は、事業戦略とリスク戦略、ビ

ジネスモデルと業務モデル、および各事業と各機能の

間における縦割りおよび断片化を最小化するでしょう。

これは、共通の業務およびリスク・データ・アーキテクチ

ャによって支えられるでしょう。これは、機関が必要な時

に特定のデータにアクセスすること、ならびにリスク管理

および規制上のITサポートをより幅広い戦略的テクノロ

ジーアーキテクチャに組み込むことによりコスト削減を

可能にするでしょう。

図表2：金融機関における整合性 

整合した組織は、事業

戦略とリスク戦略を統合

し、リスク責任者に組織

の目標とリスク管理の
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課すでしょう 
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この整合性の例はモデルまたは枠組みとして示された

ものではなく、単に事業およびリスク戦略を中心として

整合した組織の統合された状態を描写することを意図

しています。その結果、オペレーションとリスク管理に

おける戦略と実行の間の同期性が向上します。 

かかる統合された状態はどのように達成されるの

か？ 

リスクの変革：整合への道のり 

求められる状態は、リスクの変革のプロセスを通じて

達成される可能性が最も高いと思われます。リスクの

変革はリスク管理を事業の遂行と統合し、組織全体に

わたる実務を推進することによってリスク管理の質を

高めます。これは、事業の遂行およびリスク管理の遂

行を事業戦略と整合させるよう、リスク管理を従業員

の日常的な活動に組み込むことを意味します。 

リスクの変革は、規制の変化に対応する必要性をリス

クの管理およびガバナンスを強化する機会として捉え

るだけでなく、資本およびオペレーションの管理ならび

にこれを支えるITインフラを強化する機会としても捉え

ます。例えば、規制はビジネスモデルに影響を及ぼ

し、どの事業を追求すべきか、どのような規模を達成

すべきか、ならびに各事業におけるリスクおよび資本

をどのように管理すべきかを選択するよう経営者に促

します。これらの選択は、イネーブリングデータおよび

分析的リソースを十分に考慮しつつ総合的な視点から

行うことが、多くの場合において最も適切です。 

整合した組織において、リスクの管理およびガバナン

スは、事業単位および全体のROIの目標、ならびにそ

れらの目標を達成するために要求されるリスク特性を

認識します。これは、業務およびリスクの管理と、リス

クガバナンスの方針、実務、役割および責任を整合さ

せます。その上でリスク管理機能は、それぞれの事業

がリターンの目標を達成するために要求するリスク特

性の中で営まれるにあたってそれぞれの事業を支援

します。 

求められる状態において、リスクはその源泉で識別さ

れ、事業活動の中で管理されます。適切な範囲で、リ

スク管理に係る説明責任は各事業および各機能へと

移転する一方で、リスクに係る責任は各事業、各機能

およびリスク管理の間で共有されます。これは各事業

および各機能のリスクの見通しならびに総リスクポジ

ションの見通しを強化し、各事業および各機能ならび

に組織レベルにおける意思決定を向上させる可能性

があります。 

リスクの変革に係る4つの土台 

ここに述べられている整合を達成するという全体的な

目標を実行可能な重点分野に置き換えるため、リスク

の変革に係る4つの組織の構成要素―または土台（下

記の通り）―が識別されました。これらの土台は、リス

クに対する機関のアプローチの決定に役立つ、機能

横断的なリスク関連の要素および活動を浮彫りにして

います。 

経営者がこれらの土台をしっかりと確立した場合、リス

ク管理および規制の遵守の取組みは、それぞれの事

業内で、および組織全体にわたり、効率的かつ協調的

な方法で導入される潜在性を持ちます。 

その上でリスク管理機能は、それぞれ

の事業がリターンの目標を達成するた

めに要求するリスク特性の中で営まれ

るにあたってそれぞれの事業を支援し

ます 
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戦略 戦略は、組織のビジョンおよびミッションを行動に移します。経営チームは、戦略のリスクおよび戦略

に対するリスク、ならびに戦略が及ぼす規制上の影響を考慮すべきです。取引リスクおよびポートフ

ォリオリスク、ならびに個別および総計のリスクエクスポージャーは、十分に理解されるべきです。エ

ンタープライズリスク管理およびガバナンスのインフラは、ビジネスモデルの実行および資本の配分

を支えるべきです。資本は、戦略的に選択されたリスクと報酬のトレードオフ、リスク負担能力および

アペタイト、ならびに求められるリスク特性に基づいて配分されます。 

ガバナンスお

よび文化 

ビジネスおよ

び業務モデル 

データ、分析、

およびテクノロ

ジー 

ガバナンスは、各戦略が適切に、かつリスクおよび事業戦略と整合して実行されることを確実にする

ことを目的としています。文化は、組織を導く共有された価値、原則および信念を具体化しています。

ガバナンスおよび文化はリスク負担およびリスク管理に関する期待を設定し、方針および手続に明

示的に定められていない場合であっても、人々が許容可能なリスクと許容不可能なリスクを区別する

ことを可能にします。ガバナンスおよび文化を検討するにあたり経営チームは、組織のリスクインテリ

ジェンスの水準、そのリスク管理およびガバナンスの枠組み、ならびにそのリスクガバナンスの業務

モデルを評価することができます。 

ビジネスモデルは、組織とその顧客、サプライヤー、投資家およびその他の利害関係者との間にお

ける経済的関係を定義します。業務モデルは、事業がその利害関係者との活動を遂行する方法を

構造化します。両方のモデルの中で、すべてのレベルにおける明確な説明責任、権限および意思決

定ルール、ならびにビジネスリスクと統制機能の間における十分に定義された引継ぎにより、リスク

は管理されるべきです。両方のモデルは、シェアードサービスおよびアウトソースされたサービス、な

らびに事業単位および支援機能について、標準化された構造、プロセスおよび統制を要求します。 

経営者は、リスク管理上の必要性に対処するために要求される重要なデータを決定し、それらの必

要性に対処するためのデータ管理およびソーシング戦略の策定を監視すべきです。また経営者は、

共通の調整されたリスクおよび規制報告を可能にするため、財務データとリスクデータの統合を促進

すべきです。事業単位は、変動の激しい流動性リスク、市場リスクおよび信用リスクを監視するた

め、総リスクデータのリアルタイムに近い処理および報告を必要としています。エンタープライズ・リス

ク・データおよびアーキテクチャ戦略は、正しいリスク関連データを正しい場所に提供し、機関が新た

なビジネスの機会ならびにリスクおよび規制上の要求に、その場しのぎまたは固定的なソリューショ

ンを通じてではなく、一貫して、かつ効率的に対応することを可能にすることができます。合理化され

た一連のビジネスインテリジェンスのソリューションは、リスクおよび規制上のニーズを支えることが

できる一方で、分析はグローバルなポジションに対するストレスのシナリオ分析を可能にします。 

45 

リスクの変革に係る 4 つの土台 
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ニーズの評価

上記の通り、リスクの変革の道のりはそれぞれの組織に

ついて異なります。組織の将来の状態を定義するにあ

たり、経営幹部は、これらの土台に関する現在の状態を

評価することができます（図表3を参照）。その上で経営

幹部は、戦略、ガバナンスおよび文化、ビジネスモデル

および業務モデル、ならびにデータ、分析およびテクノロ

ジーに関連するどの能力が、どの程度の強化を必要とし

ているかを決定することができます。以下の表に示され

ている通り、リスクの変革は、リーダーが組織全体にわ

たる分析の対象を一連の成熟度に対応して定義する上

で役立ちます。それぞれの土台について5つの異なる成

熟度の状態が定義されており、「最適な状態」は「リスク・

インテリジェント・エンタープライズ（Risk Intelligent 
EnterpriseTM）」の実務に対応しています。 

リスクの変革は、全体の中の一部がさまざまな成熟度

の水準にある場合であっても、リスク管理が組織的に整

合され得ることを認識しています。一連の成熟度は、強

化のための識別、分類および優先順位付けの活動にお

いて、リスクの変革が経営者を支援するツールの一つに

過ぎません。基本的に、土台―およびリスクの変革の概

念―は、リスク管理、リスクガバナンスおよび規制の遵

守に関する上級者レベルの議論を高めることを目指して

います。

変化の性質を踏まえ、以下にリスク管理および規制の

遵守に関する上級者レベルの議論において答えられる

べき質問で表される考慮すべきいくつかのキーポイント

を記します。

図表3：一連の成熟度の例 

現在の状態 目標の状態 

それぞれの土台について5つの異

なる成熟度の状態が定義されて

おり、「最適な状態」は「リスク・イ

ンテリジェント・エンタープライズ」

の実務に対応しています 
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• 戦略

私たちの事業戦略およびリスク戦略は、内部およ

び外部の利害関係者に対してどの程度明確にな

っているか？私たちはかかる明確性をどのように

して高めることができるか？私たちは、どのように

して私たちのリスク戦略を事業戦略にさらに整合さ

せ、お互いを支え合うようにできるか？私たちは、

資本がさらされているリスクを管理しつつ、どのよ

うにして資本をより効率的に配分することができる

か？私たちは新たな事業の取組みにどれだけの

資本を配分すべきか？

• ガバナンスおよび文化

私たちのガバナンスシステムおよび文化は、私た

ちの戦略の導入を支えているか？私たちは、私た

ちのガバナンスの目標および組織文化を、私たち

の価値およびミッションとどのようにして整合させる

ことができるか？私たちが不整合を見出した場

合、その原因は何か？私たちの文化においてどの

ような価値が表現され、どのような価値が表現され

ていないか？私たちは、前向きな価値を私たちの

文化全体にわたりどのようにして推進することがで

きるか？私たちは良いガバナンスを本当に実践し

ているか？

• ビジネスモデルおよび業務モデル

私たちは、組織全体にわたるリスクの認知度および

説明責任をどのようにして最も適切に推進すること

ができるか？私たちはリスク管理および規制の遵守

の仕組みをどの程度合理化、同期化および最適化

したか？私たちはこれらの属性をどのように強化す

ることができたか？私たちは、私たちのオペレーショ

ンを混乱させることなしに、どのようにして規制の遵

守を達成することができるか？ある事業単位が、取

締役会および経営者に知られることなく、リスクの高

い活動に関与することは可能か？

• データ、分析およびテクノロジー

私たちは、リスク管理、内部統制、ならびにデータの

管理および分析に対する私たちの投資をどのように

して活用することができるか？私たちは、これらをど

のようにして私たちの組織全体にわたりより適切に

整合させることができるか？私たちのデータ管理お

よび分析能力は、私たちのリスク管理および規制報

告の取組みをどの程度適切に支えているか？私た

ちは、財務報告、業務報告、規制報告およびリスク

報告を支えるための統合されたデータの保存および

集計のインフラをどのようにして開発することができ

るか？

他にも多くの質問がありますが、上記の選択は良い出

発点となるでしょう。そして、始めるべき時は今です。 

デロイト トウシュ トーマツ リミテッドの許可を得て転載。 
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資金移転価格

業績向上への道
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資金移転価格（Funds Transfer Pricing：FTP）は

規制要件の一つであると同時に、企業のバランス

シート構造を管理するため、ならびに流動性リス

ク、満期の変換および金利リスクを考慮したリスク

調整後の収益性を測定するための重要なツールの

一つです。これは、コストを中央の財務機能からそ

れらのコストおよび関連するリスクを生じさせている

商品およびビジネスラインへと移転させることを可

能にします。
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FTPシステムは以前から多くの金融機関において設計さ

れ、実施されているものの、2007年から2008年の金融

の混乱を受けた銀行におけるリスク、流動性およびパフ

ォーマンス管理に関する監督当局の精査の強化は、これ

らの仕組みおよびその弱点にさらなる光を当てていま

す。

識別された抜け穴に対処し、適切なリスク移転の仕組み

の導入を確実にするため、欧州当局は一連のガイドライ

ン1を公表し、これは後に国内の通達に置き換えられまし

た（例えば、ルクセンブルクにおける改訂されたCSSF通
達第12/552号）。これに関連してリスク移転価格の概念

が生まれましたが、これは、主として流動性コストおよび

ALMリスクを資金の利用者に移転させることに焦点を合

わせてきた伝統的なFTPの概念を超えるものです。リス 

ク移転価格とは、その最も成熟した状態において、組織

のさまざまな部門がさらされているすべてのリスクの価格

を決定するために設けられ、ビジネスラインが市場で取

引する量および条件に影響を及ぼし、かつより回復力に

富む持続可能なビジネスモデルを促進する仕組みです。

本レポートでは、単純化のため、金融機関が引き受ける

すべてのリスクの価格を決定するために設けられる一般

的な仕組みをFTP2の概念と呼ぶこととします。 

本レポートにおいて私たちは、FTPの仕組みを取り巻く基

本的な原則、FTPが取り得るさまざまな形式、およびFTP
が最近の規制の変化とどのように相互作用しているかを

レビューします。 

1 2010年にCEBSは「流動性コスト・ベネフィットの配分に関するガイドライン（Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation）」を公表した 
2   FTPからリスク移転価格への移行は、多数のリスクパラメータ、例えば顧客の信用力、事業の性質（レバレッジドバイアウト、モーゲージローン、消
費者ローンなど）、オペレーションの性質などに関連するリスクプレミアムを含めることを通じて行われる 
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資金移転価格の由来

過去40年間にわたり、大手金融機関の組織構造およびそ

れらが管理される方法は、地理的組織（支店管理者が単一

の差別化されていないビジネスラインを担当する）からビジ

ネスライン構造（地理的地域をまたがる独自の「自律的な」

ビジネスラインの創出）へと進化してきました。この組織の

変革は、この変化と共に具体化した2つの主要な問題（リス

ク管理およびパフォーマンス管理）を乗り越えるための新た

な管理ツールの必要性を生み出しました。

金融機関がリスクおよびパフォーマンスを内部で管理およ

び評価する方法は、業務構造に関して行われる選択と密接

に結び付いています。地理的原則に従って組織された銀行

は、資金のオリジネーションとプレースメントの両方を担当

する個々の子会社で構成されます。したがって、そのリスク

およびパフォーマンスは現地で決定され、現地の金融環境

による影響を強く受けます。別の視点から見ると、超地理的

なビジネスラインを中心として組織された金融機関は、そ

のリスクおよびリターンを、一方ではビジネスラインの活動

を考慮して、他方では中央で調達された資金に対する報酬

を考慮して評価しなければなりません。こうして、この構造

の変革は、個別のレベルでのリスクおよびパフォーマンス

の管理を可能にするような、事業体の間における移転価格

の仕組みの必要性を生み出しました。

管理会計の概念から戦略的管理ツールへ

自身が稼いでいる場所および方法、ならびに関連する潜

在的なリスクを理解するため、業界がより詳細な収益の内

訳の作成を開始する中で、時間と共に、金融機関によって

導入されたFTPシステムは複雑性を増してきました。本セ

クションでは、このトレンドについて説明し、業界において

策定された広く普及しているアプローチをいくつか紹介しま

す。

図表1 

結果として、多くの銀行がFTPシステムの策定および導入

を開始しました。概念的に、資金を生み出す事業は、内部

資本市場において資金を利用する事業に売却される資金

の出し手とみなされました。

かかるシステムの導入にあたっては、銀行の全体的な純

利息マージンを2つのサブマージン（資産のオリジネーショ

ンに係るものと負債のオリジネーションに係るもの）に、そ

れぞれの活動から得られた個別の経済価値に対応して分

割するための移転レートが用いられます。
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• 単一レートのFTPシステム

多くの銀行は、利用可能な資金に係る外部の市場

価格の加重された組合せを表す単一の移転レート

を用いて、そのFTPの道のりを開始しました。この単

純なアプローチでは、FTPの仕組みは傾斜したイー

ルドカーブの存在を考慮することができず、銀行全

体の視点から見て準最適な取引を展開する動機を

潜在的に与えていました。右上がりのイールドカー

ブを前提とすると、単一レートのFTPの仕組みは、

融資に適用される金利と単一の移転レートの間に

おけるスプレッドを最大化するために、銀行がより

長期の融資を行うよう促す可能性がありました。反

対に、資金を調達する事業単位は、資金の実際の

コストと単一の移転レートの間におけるスプレッドを

拡大するために、短期の預金を獲得するよう促され

る可能性がありました。全体として、これは銀行が

大規模な期間のミスマッチの状態に陥ることを意味

しており、FTPの仕組みによって生み出された流動

性リスクを軽減するための中央での対処が必要に

なります3。

単一の移転価格の利用は資金の源泉と利用の間

における期間のミスマッチを考慮しないことから、こ

のアプローチが事業単位をまたがる比較的均質的

な商品の状況においてのみ効果的であり、より複雑

な金融機関のニーズを満たすことはできないであろ

うことは容易に理解できます。

• 期間のマッチした複数レートのFTPシステム

期間のマッチした複数レートのFTPシステムは、より

包括的なアプローチに基づいて、異なる特徴（例え

ば、期間、信用リスクなど）を持つ複数の資金のプ

ールを作り出し、投資された資金の特徴、さらには

個別の取引の特徴をマッチさせており、単一レート

の価格決定システムからの明確な改善を表してい

ます。これらのシステムにおいて、6ヶ月の譲渡性預

金を発行する事業は、オリジネーションの時点で存

在する6ヶ月の移転レートを割り当てられ、期日到来

までこのレートが適用されます。

同じ原則は資産オリジネーション事業にも適用され、

ここでは、大部分の金利リスクがFTPシステムを管理

する中央の財務機能4に移転することから、FTPの仕

組みは個々の事業単位をこれらのリスクから保護し、

資産および負債をその期間に関わりなく管理するイン

センティブを提供しています。

組織は、資金調達と貸出の特徴のマッチングを、資金

調達コストを配分するために用いるだけでなく、それ

らの特徴におけるミスマッチから生じるリスクエクスポ

ージャーを識別するために用いることもできます。例

えば、負債の期間（すなわち、資金の源泉）と資産の

期間（すなわち、資金の利用）をマッチさせることによ

り、資金調達センターはミスマッチに関する情報をプ

ールのレベルで蓄積した上で、これを総計でヘッジす

ることができるようになります。このような情報を入手

し期間のミスマッチを管理できる可能性は、FTPシス

テムを、資産負債管理のための価値あるツールにし

ています。さらにこれらの仕組みは、個々のビジネス

ラインが全面的にヘッジされた状態で業務を行い、そ

の主要なリスクの源泉、例えば資産オリジネーション

事業における信用リスクに集中できることを意味しま

す。この構造的アプローチは、純金利マージンを、そ

れぞれの事業体が持つ特定のリスクの特性に対応し

た3つの内部スプレッドに細分化することを含みます。 

期間のマッチした複数レートのFTPシステムにおける

複雑度の水準はさまざまであり、より高度なモデル

は、投資された資金の価格決定の正確性を向上させ

るため、複数の限界資金コスト曲線を用いています。

図表2 

3 単一の移転レートを自動的に更新することは、単一レートのFTPの仕組みに固有の概念的な弱点を軽減するために決して十分とはならない。 

単一の移転レートは短期負債の回収を促す可能性があり、よって銀行のリファイナンスの必要性を高める 

4 財務機能は、銀行の商業的展開の支援を目的とし、資産負債の問題の管理に責任を負う中央部門とみなされる 

短期の資金調達 長期の投資 期間 

B 

C 

資産のオリジネーショ
ンによるスプレッド 

負債のオリジネーション
によるスプレッド 

A 

ミスマッチによる
スプレッド 

金
利

 

商業的マージン 
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• FTPおよび繰上返済リスク

その古典的な形において、期間のマッチした複数

レートのFTPシステムは、事業単位を繰上返済リス

クから保護していません。多くの融資は借手により

任意に繰上返済できるため、これは古典的な期間

のマッチした複数レートのFTPシステムの下におけ

る一部のオペレーションに悪影響を及ぼす可能性

があります。早期返済が行われた場合、当該事業

の資産側が影響を受ける一方で、関連する負債は

当初のコストで維持されるでしょう。銀行が返済さ

れた融資と同じ期間を有する新たな資産に投資す

る場合であっても、この新たな資産は残存期間に

関連付けられた金利を有しているため、これは同じ

報酬をもたらさないでしょう。さらに、当初の融資の

開始後に金利が低下した場合には、事業単位への

影響はより悪化するでしょう。

この状況を乗り越えるため、銀行は、事業単位が

発行した融資に付随する組込コールオプションの

価格決定を開始しました。かかる特徴をFTPシステ

ムに統合することにより、銀行の財務は、銀行が負

担する繰上返済リスクに係る適切なプレミアムを顧

客に課すよう事業単位に促します。さらに、財務機

能はこのリスクに総計レベルで対処することができ

ます。

今日、十分に定義されたFTPシステムは、単一ま

たは複数レートの資金構造を超えたものとなってい

ます。当該アプローチは、異なるさまざまなリスクの

構成要素を名目金利曲線に統合することを可能に

します。かかる構成要素には、信用スプレッド、銀

行全体の通貨調整、偶発的流動性の追加、その他

の金融リスクの潜在的な影響などの当該金融機関

の特徴が含まれ得ると同時に、期間、組込オプショ

ン、偶発的流動性コストなどの特定取引の特徴が

反映され得ます。



53 

組織の複雑性および経済環境に合わせた移転価

格システムの調整

前セクションにおける議論の通り、組織の目標に対処

するにあたってのFTPシステムのパフォーマンスは、

組織およびその商品の関連する特定の特性および複

雑性を考慮することができるような設計および能力に

直接的に依存します。FTPシステムの確立において

求められる複雑性の程度は、その設計の主要な要素

に関する以下のような選択を行うことを通じて達成さ

れ得ます。

• モデルの詳細度

移転価格は、銀行全体のレベルにおける特徴およ

びリスク度を反映させるか、または商品の特定の

リスクを捕捉するためより詳細なものとすることが

できる

• 現在のレートと過去のレート

単純な移転価格算定方法は現行の金利に全面的

に依拠している一方で、より包括的なアプローチで

は、投資が行われた時点の適用可能な過去のレ

ートを活用することができる

• 特定の商品の特性に係る経済コストの組込み

移転価格システムの成熟度によっては、キャップ、

転換または繰上返済のオプションなどの流動性プ

レースメントの特性を組み込むことができる（また

はできない）

• 限界資金コスト

システムは、金利曲線を銀行の信用能力に合わ

せて調整し、その限界資金コストを反映させるか、

または部門が利用する資金の量に関わらず単一

の金利を用いることができる

FTPの手法の複雑性とそれが組織に及ぼす影響の間

における関連性の例として、単一の資金調達プールの

事例を検討してみましょう。この場合には、貸出部門は

単一の平均資金コストとの比較においてその活動の収

益性を高めるであろうより長期の投資を選好し、これは

貸出ポートフォリオの構成に直接的な影響を及ぼすで

しょう。

組込オプションなどのその他の商品の特性は、移転価

格を通じた資金調達がより高コストである場合を除き、

これらを貸出部門にとってより魅力的なものとする可能

性があります。この事例において、資金調達センター

は追加的な報酬なしに関連するリスクのコストを最終

的に負担することになるため、期間、オプション、繰上

返済リスクなどの特性を移転価格に反映させないこと

は、組織の収益性に直接的な影響を及ぼす可能性が

あります。

したがって、戦略的意思決定の組織内における実施お

よび組織における財務の安定性の確保を含め、FTPシ
ステムがそのすべての目標の達成に成功するために

は、組織の複雑性およびその環境の潜在的な変化を

反映していなければならないことになります。モデルや

手法においてしばしばそうであるように、モデルの複雑

性と得られる正確性の間における正しいバランスを見

付けるのは組織次第です。

移転価格の設定において行われる意思決定が組織の

活動に直接的な影響を及ぼすことは、容易に理解でき

ます。 

図表3

より複雑 

複数の資金調達プール 
商品リスクの会計処理 
過去のレートの使用 
オプションコストの会計処理 

  FTPシステム より複雑でない 

単一の資金調達プール 
総計的リスクモデル 

単一の資金調達曲線の使用 

商品の特性の無視 
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さまざまな部門のリスク調整後パフォーマンスの定義に

及ぼす影響を通じて、FTPシステムは戦略的意思決定の

ための価値あるツールとなっています。FTPの仕組み

は、リスク調整後の収益性の最も高い活動、および機関

の戦略的方向性と整合した動機を与えるような活動を識

別することができます。 

経営者は、移転価格の一貫した設計および適用を、以

下のために用いることができます。 

• リスク調整後の視点から見て収益性の高い（低い）部

門を識別することにより、全体的な事業の組合せに影

響を及ぼす

• 商品の要求度に従って異なる移転価格のスプレッドを

追加することにより、商品の組合せに影響を及ぼす

• 価格および取引量を組織の目標に整合させるため、

これらに関する意思決定に影響を及ぼす

• 適切な基礎となる曲線を選択することにより、関連す

るパフォーマンスのベンチマークを作成する

図表4 

バーゼルIIのバランスシート バーゼルIIIのバランスシート 

FTPと規制要件の関連付け 

バーゼルIII／CRD IVなどの規制要件の出現に対応して、

FTPの概念に対する関心は高まってきています。金融機関

がそのリスクをカバーするためにより多くの資本を保有し、

かつ潜在的な市場の混乱から身を守るためにより多くの流

動性を保有することを求める圧力に直面する中で、規制お

よびリスク管理上の考慮事項を組織の戦略的な意思決定

プロセスに組み込む必要性は、ますます重要になっていま

す。

バーゼルIII／CRD IVによって導入された流動性要件は、

より高いイールドを生み出す資産を犠牲にして極めて質の

高い流動性のクッションを保有することを強制する、金融機

関にとっての機会費用として見ることができます。

その一方で、このクッションは、銀行が通常の資金源を通

じてその活動の資金を調達できなくなる潜在的な内部およ

び外部の流動性ショックからの回復力を提供します。した

がって、追加的な流動性を保有することは、組織の全体的

なリスク度を軽減し、より低コストの資金調達を促進するこ

とにより、組織に経済的恩恵をもたらすものとみなすことが

できます。

これらの要因の間における相互作用は、全面的に理解さ

れ、FTPの仕組みに組み込まれなければなりません。この

状況において、FTPはそれらの目標を達成するための当

然のツールとなり、ビジネスラインをまたがるコストおよび

ベネフィットの配分を促すと共に、これらの要件がすべての

ビジネスの意思決定に組み込まれることを確実にします。

流動性バッファ

ー要件および投

資に利用可能な

資金額の減少

によるコストの

増加

  レバレッジ要件

の厳格化によ

るコストの増加 

資産 負債 資産 

現金および

同等物 

負債 

資本 

投資 

債務 

現金および
同等物 資本 

追加的資本 
流動性バッ
ファー 

投資 
債務 
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この概念は、単純な例を用いて説明することができま

す。顧客にコミット済与信枠を発行している貸出部門を

考えてみましょう。流動性カバレッジ比率（Liquidity 
Coverage Ratio：LCR）の要件を踏まえ、このエクスポ

ージャーは質の高い流動性資産によってカバーされな

ければならないでしょう。よって、資産は銀行の収益性に

マイナスの影響を及ぼす可能性があり、既定の利益は、

特定の商品の特性を反映した流動性マークアップを通じ

て資金の移転価格に組み込まれ得ます。

同時に、銀行は現在より多くの質の高い資産を保有して

いるため、課される基準金利はある程度引き下げられる

可能性があり、これは移転価格を引き下げます。これら

の2つの影響を組み合わせ、かつ貸出部門に透明性の

高い移転価格を提供することにより、銀行は、組織全体

の最善の利益に貢献する、情報に基づく意思決定プロ

セスを促進することができます。

類似の仕組みに従って、銀行は規制資本要件に影響を

及ぼす追加的な構成要素も移転価格に含めることがで

き、これには例えば特定のエクスポージャーに起因する

より高い信用リスクに係る報酬、さらには商品、活動ま

たは顧客の種類に関連付けられた特定のオペレーショ

ナルリスクに係る報酬が挙げられます。

移転価格の仕組みは事業単位のパフォーマンスを評価

していたため、また移転価格の仕組みは銀行のリスク特

性に直接的な影響を及ぼすことを踏まえ、銀行の各部

門の間における利益マージンの配分に及ぼすその影響

を通じて、移転価格の仕組みは慎重に扱うべきトピック

となっています。金融危機の影響により、規制当局はそ

の関心をFTPシステムのガバナンスに向け、健全かつ

賢明なビジネス管理の原則と整合したインセンティブを

作り出すことを確実にするよう金融機関に要求しました。

十分に策定されたFTPシ

ステムは価値ある戦略的

管理ツールの役割を果た

すことができ、適切なFTP
の仕組みを通じた商業的

展開を支えます

例えば最近の規制は、流動性コストの影響を含む透明性

の高い一貫した移転価格の仕組み、ならびに強固な承認

および監視の手続の確立を要求しています。

ルクセンブルクにおいては、CSSFがその要件の範囲を拡

大し、流動性、ALMリスク、およびその他の種類のリスク

（例えば、信用リスク、為替リスク、オペレーショナルリスク

など）に関するFTPの実務の確立を対象に含めています。 

この状況において、FTPシステムのガバナンスは、規制の

遵守に関してのみならず、組織内における健全な管理およ

び戦略的な整合性を確実にするためにも、その設計の極

めて重要な構成要素となっています。

結論

FTP は、それが商品の価格決定、流動性管理、パフォーマンス測定、バランスシートの舵取りおよび規制の遵

守に関して果たす複数の役割を前提として、現代の銀行における重要性を増してきました。FTP の枠組みは銀

行の活動および規模と釣り合い、その複雑性および手法はさまざまであるべきであり、したがってそのプロセス

も同様です。

銀行の異なるさまざまな単位の間における関係の中心にあって、FTP の枠組みは、銀行の全体的な組織モデル

と全面的に統合されるべきです。FTP の仕組みが組織の特定の特徴を効果的に捕捉し、かつ進化し続ける監督

上の期待と適切に整合している場合、これは金融機関の上級管理者にとって価値ある戦略的管理ツールである

ことを証明することができます。
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グローバル化した

危機後の世界における

中小企業

キャッシュプーリングの

ソリューションによる新たな

財務リスクおよび課題への対応

ペトラ・ハーゼンベルク

（Petra Hazenberg） 
パートナー

戦略、規制＆

コーポレート・ファイナンス

デロイト・ルクセンブルク

エドゥアール・アンスル

（Edouard Hansoulle） 
シニアコンサルタント

戦略、規制＆

コーポレート・ファイナンス

デロイト・ルクセンブルク

エステル・バウアー

（Esther Bauer） 
アナリスト

戦略、規制＆

コーポレート・ファイナンス

デロイト・ルクセンブルク
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かなり前から、企業は異なるさまざまなキャッシュプーリン

グのソリューションおよびツールを利用可能となっていま

す。しかし、変化しつつあるますますグローバル化した環

境において企業が行動する中で、キャッシュプーリングの

戦略的な重要性は、日常的な課題に立ち向かうにあたり

これまでになく重要になっています。

成熟した多国籍企業（Multinational Corporation：MNC）

の大部分が専門的なキャッシュ管理のソリューションをすで

に有しているのに対し、多くの中小企業（Small and 
Medium-sized Enterprise：SME）は十分な態勢を整えて

いません。

国際市場への参入を通じて市場リスク、資金調達リスクおよ

びオペレーショナルリスクに直面しつつ、SMEはキャッシュ

プーリングなどのより専門化したキャッシュ管理のソリューシ

ョンを必要としています。これらは、SMEがその市場リスク、

資金調達リスクおよびオペレーショナルリスクへのエクスポ

ージャーを制限するにあたってSMEを支援することができま

す。しかし、すべてのキャッシュプーリングのツールは同等

ではなく、リスクへのエクスポージャーを最適に制限するた

めに、SMEはキャッシュプーリングのソリューションを注意深

く選択することが必要となるでしょう。銀行は、SMEのニーズ

および特殊性に適応させることのできる柔軟かつ統合され

たソリューションを提供することが必要となるでしょう。

ここで生じる疑問は次のようなものです― 

「今日の金融機関は、SMEにこれらのソリューションを提供

するための十分な態勢を整えているのか？」

はじめに

グローバル経済および欧州経済に対するSMEの重要性は

しばしば見過ごされていますが、SMEは欧州連合における

すべての事業者の99％を占めており、かつ雇用の65％お

よび3,666兆ユーロ1の付加価値を生み出しています。環境

の変化に対応する中で、SMEはますます国際的になりつ

つあり、その経済に対する貢献は高い水準を維持する可能

性が高いと思われます。危機後の世界において、ますます

国際的になったSMEは、新たな市場リスク、資金調達リス

ク、流動性リスクおよびオペレーショナルリスクを管理する

にあたって役立ち得る新たなキャッシュ管理のソリューショ

ンを必要としています。 

1    欧州委員会「Annual Report on European SMEs 2013／2014」 
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SMEに係る環境の変化 

国外からのさらなる競争と共に、グローバル化はますます重要

な現実となりつつありますが、新たな市場に係る膨大な機会も

同様に現実となりつつあり、SMEは徐々にバンドワゴンに乗り

込み、国際的になりつつあります。欧州委員会が2009年に実施

したサーベイは、欧州のSMEの42％が国際的な事業活動に現

在従事しており、また欧州のSMEの25％が商品を外国市場に

輸出していることを示しました2。 

世界貿易機関（World Trade Organisation：WTO）が国際貿易

フローは2014年に3.5％および2015年に4.0％増加すると予想

している3ように、SMEのさらなる国際化へと向かう動向は継続

し、ますます多くのSMEがますます管理の複雑な構造を持つよ

うになる可能性が高いと思われます。

図表1：キャッシュプーリングは、SMEが直面する財務リスクのいくつかに対処するにあたって助けとなり得る 

2   欧州委員会「Annual Report on European SMEs 2013/2014」 
3   www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr722_e.html 

キャッシュプーリングを通じて対処可能 

市場リスク 

金利リスク 

為替リスク 

株式リスク 

商品リスク 

資金調達リスク
および流動性リ
スク 

資金調達リスク 
流動性リスク 

キャッシュプーリングを通じて対処可能 

キャッシュプーリングを通じて対処可能 

オペレーショ
ナルリスク 

不正リスク 

プロセスまたはシ

ステム障害リスク 

環境リスク 

キャッシュプーリングの重視

• キャッシュプーリングとは何か？

キャッシュプーリングとは、企業がその貸方およ

び借方のポジションを複数の口座にわたって統

合するために用いるキャッシュ管理の手法であ

る。異なるさまざまなキャッシュプーリングのソリ

ューション、特に物理的キャッシュプーリングお

よび名目的キャッシュプーリングが存在する

• 物理的キャッシュプーリングと名目的キャッシ

ュプーリングの間の違いは何か？

物理的キャッシュプーリングと名目的キャッシュ

プーリングの間の主な違いは、名目的プーリン

グにおいてはバランスさせるべき口座間の資金

の物理的移動がない一方で、物理的プーリング

は口座間の現金の物理的移動を伴うことである

http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr722_e.html
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環境の変化に対する適応の結果として、SMEは
市場リスクにますますさらされるようになり、その

キャッシュ管理戦略を適応させることが必要とな

る

SMEは伝統的に国内市場における一行または限られた

数のメインバンクと密接に取引してきましたが、国際化へ

の転換は、SMEをより複雑な複数銀行かつ複数通貨の

環境へとますます押しやっています。SMEは環境の変化

に適応するにあたり、その財務およびキャッシュ管理戦略

を適応させる必要があります。国際化を通じて、SMEは

一般に子会社の数およびクロスボーダーの活動の数を

増やし、これは市場リスクへのエクスポージャーの増大に

つながるでしょう。

SMEが主としてさらされている市場リスクは、金利リスク

および為替リスクです。海外子会社の展開に際し、SME
はその参入しようとする国において追加的な銀行口座を

開設することが必要となるでしょう。SMEが所有する銀行

口座の数が増加するにつれて、異なるさまざまな口座に

おけるキャッシュ残高の余剰または不足の可能性は高ま

ります。これは結果として金利の変動による損失に対す

る重要なエクスポージャーをもたらし、かかるエクスポー

ジャーは余剰または不足の額と共に増大します。

クロスボーダーの活動が増加するにつれて、企業が用い

る通貨の数も増加する可能性が高いと思われます。そう

した場合、取引関連のリスク（企業のキャッシュ・フローお

よび利益が外国為替市場の変動による影響を受けるリス

ク）は高まるでしょう。このリスクは、国際市場、特に魅力

的な新興市場における地政学的な動向によって高まりま

す。

バランシング活動はキャッシュポジションを統合すること

によって、余剰、遊休キャッシュおよび異なるさまざまな口

座における借方のポジションを縮小し、かつ金利リスクを

軽減するため、この状況においてキャッシュプーリングの

ツールはSMEを支援することができます。ただし、SME
はMNCと異なる特殊性を持っており、SMEに提供される

ツールはそれらの違いを考慮していなければなりませ

ん。

例えば、業界において 見られる現在の価格決定モデル

は、取引フィーが一般に スイープの金額に関わらずス

イープ取引1件ごとに課 されていることを示しています。

SMEにおいては、移動 の頻度および規則性は通常

MNCより低く、かつビ
 
 ジネスモデルに強く依存してお

り、よってこれは不必要な 移動を避けられるような柔軟

なソリューションを  銀行が提供することを要求していま

す。特に、スイープ  の頻度の柔軟な選択（事象／トリガ

ーに基づくスイープを含む）および柔軟なバランシング

のオプションを認め、  不必要なフィーを課すことなしに

SMEがその金利リスク に対するエクスポージャーを軽

減することを可能に  するようなツールを提供すること

が、銀行にとって重要  になるでしょう。

為替リスクへの対処に おいては、ツールの柔軟性、お

よび地域的統合または グローバルな統合が鍵となるで

しょう。キャッシュプーリ ングは、SMEが為替リスクを軽

減することを可能にするでしょう。この事例においては、

異なるさまざまな可能 性が存在します。考えられるソリ

ューションには、単一  通貨の物理的プールに対する名

目的な通貨横断的プ  ールの上乗せ、または会社間の

融資に基づく物理的キャッシュプールが含まれます。し

かし、どのオプションを 選ぶかに関わらず、銀行はSME
のビジネスモデルおよ びSMEが用いる通貨が極めて

多様であることを考慮す ることが必要になるでしょう。例

えば、特定のSMEはキ ャッシュの大幅な地理的および

季節的変動にさらされ、したがって国内のキャッシュ不

足を回避するために物 理的スイープを選好する可能性

がある一方で、他のS MEはかかる変動にさほどさらさ

れていないかもしれま  せん。
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したがって、プールまたはマスター口座において提供さ

れる通貨に関する柔軟性、および異なるさまざまなソリ

ューションを提案することは、SMEによる為替リスクの軽

減を支援するにあたって不可欠です。SMEによるリスク 

評価プロセスを支援するにあたっては、ツールは通貨を

またがる異なるさまざまなキャッシュポジションの統合さ

れた視点を提供する必要があります。かかる統合された

視点を提供することは、中央の財務が為替リスクを識別

し、これを評価するにあたって役立つでしょう。

図表2：単一通貨の物理的プールおよび名目的な上乗せプールは、為替リスクの軽減を可能にする 

 

危機を受け、資金調達リスクおよび流動性リスクは

SMEにとってより重要になっており、効率的なキャッ

シュ管理はこれらのリスクの軽減に役立ち得る

グローバル化が欧州および世界中のSMEに著しい影響

を及ぼしている一方で、金融および経済の危機も無視で

きない要因です。金融危機の間、SMEは大手MNCと比

べて金融危機の影響に対し、さほど脆弱でないように見

えました4。しかし危機後の時期において、環境はSME
にとってますます困難になってきており、SMEは短期お

よび長期の資金へのアクセスに困難を見出しています。

2013年／2014年版の欧州のSMEに関する年次報告書

が明らかにした通り、資金へのアクセスは欧州のSME
にとって2番目に重要な問題となっています5。したがっ

て、SMEは資金調達リスクおよび流動性リスクの高まり

に直面しています。

資金調達リスク（すなわち、企業が自身で資金を調達

できないか、もしくは資金調達のコストが過大であるリ

スク）、または流動性リスク（すなわち、保有する流動

性がキャッシュ・フローおよび運転資本の要求の日常

的な変動に対応するために不十分であるリスク）を軽

減するため、SMEは資本の配分の最適化を必要とし

ています。キャッシュプーリングのソリューションは、こ

の文脈においてSMEを大いに支援することができま

す。

第一に、統合されたキャッシュポジションのリアルタイ

ムの見通しを持つ十分に統合された柔軟なツールを

通じて、組織はより機動的に、かつ短期の流動性の問

題に対応可能になります。統合されたキャッシュポジ

ションの見通しは、短期のキャッシュ不足を埋めるた

め、財務が従来は未利用のままであった可能性のあ

る遊休キャッシュのリソースを利用することを可能にし

ます。

4   欧州委員会「Annual Report on European SMEs 2013/2014」 
5   欧州委員会「Annual Report on European SMEs 2013/2014」 

グローバル／地域的な

名目的プールの上乗せ $ 

名目的 

物理的通貨プール 

$ € 

物理的 

プール参加者 

$ $ € € 

子会社 1  子会社 2 子会社 3  子会社 4 子会社 5  子会社 6 
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遊休キャッシュのリソースの識別は長期資本に対する財

務の余剰の再配分をも可能にすることがあり、これは長期

の資金調達に利用可能なリソースを増加させます。第2
に、最新のキャッシュプーリングのツールにおける自動化

されたスイープ機能は、キャッシュポジションを最適化する

ことにより、SMEがその支払利息を削減することを可能に

するでしょう。

これは、銀行が潜在的な融資を評価する際の指標として

ますます用いるようになっているインタレスト・カバレッジ・

レシオの改善に役立つでしょう。このようにして、効率的な

キャッシュプーリングのソリューションは、企業が資金調達

をより容易に利用可能なものにするために役立ち得ます。

国際的になることにより、SMEは複数銀行かつ複数国

の環境に足を踏み入れ、財務機能に関連するオペレ

ーショナルリスクは高まる

SMEの国際的展開がより顕著になるにつれて、異なるさ

まざまな国際的展開のガバナンスはますます複雑かつ統

制困難になり、またSMEが取引する銀行の数は増加しま

す。不正リスク、およびプロセスまたはシステムに障害が

発生するリスクは高まります。

不正リスクなどの統制の縮小に起因するオペレーショナル

リスクは、キャッシュプーリングのソリューションを通じて軽

減することができます。高度なキャッシュプーリングのツー

ルは、すべてのキャッシュポジションおよびキャッシュの移

動に係るリアルタイムの見通しを提供し、すべての活動

を、中央の財務による取引の統制および検証を可能にす

る中央のツールに統合します。最適なのは、常時アクセス

可能な単一の柔軟なオンラインツールにおけるすべての

口座の統合された視点を可能にするようなツールを、銀行

がSMEに提供することです。またこれは、第三者の銀行

および国際口座の概要もこの単一のツールに統合すべき

です。

これは、一般に一行または2行のメインバンクと強いつな

がりを持っているSMEにとって特に役立つでしょう。国際

市場への進出によってSMEが取引を必要とする銀行の数

は増加すると予想され、新たなプロセスおよびシステムが

要求されます。

新たなシステムおよびプロセスは体系的に試行およびテ

ストされないと考えられるため、これらに障害が発生するリ

スクは高まります。したがって、異なる銀行のすべての口

座を表示する統合されたツールを既存のメインバンクが提

供できる場合、これはSMEによる複数銀行の環境への移

行を著しく促進し、当該リスクを軽減することができます。

さらにこの追加的なサービスは、銀行と顧客の間における

関係のさらなる強化に貢献することができます。

結論 

• グローバル化を背景として、また金融危機の影響

により、SME は新たな競争環境の中で行動し、新

たな財務リスクに直面している

• この新たな財務リスク、特に市場財務リスク、資金

調達財務リスクおよびオペレーショナル財務リスク

に対するそのエクスポージャーを軽減するため、

SME は新しい強固なキャッシュ管理のツールを必

要としている

• 革新的なキャッシュプーリングのツールは、かかる

リスクエクスポージャーを軽減するために特に役

立ち得る

• 今日の経済において SME が持つ著しい経済的重

要性を考慮すると、銀行は特定のキャッシュ管理

のツールを SME に提供することによって多大な恩

恵を受ける可能性がある

• ただし、SME のキャッシュのニーズに応えることに

関連付けられた多大な恩恵を得るために、銀行は

SME の特定のニーズを理解し、既存の顧客基盤

を活用すべく自身の提供サービスを適応させるこ

とが必要になると思われる
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預託機関の価格決定

および資本必要額に対する

リスクインテリジェントな

アプローチの適用
1

サイモン・ラモス 

（Simon Ramos） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス

デロイト・ルクセンブルク

ジャン＝フェリペ・ぺティ 

（Jean-Philippe Peters） 
パートナー

ガバナンス、リスク＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

アレック・クワピアン 

（Arek Kwapien） 
マネジャー

戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス

デロイト・ルクセンブルク
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なぜ預託機関のリスクおよびコスト

の特性は変化しつつあるのか？

概要

オルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）制度は、預託機関の義務をEU全

体にわたって調和させるため、さまざまな新しいより規範的な要求を導入しました。

2014年7月に、ルクセンブルクの規制当局である金融監督委員会（Commission 
de Surveillance du Secteur Financier：CSSF）はUCITS預託機関に焦点を合わ

せた通達第14／587号を公表しましたが、これは主としてAIFMDの規定に由来して

おり、かつUCITS Vの義務を先取りしたものでした。 

これらの規制の主要な要求には、すべてのキャッシュ・フローの日常的なモニタリン

グ、より頻繁な照合および検証、より強固なデューデリジェンスおよびリスク評価、

より強力な分別要求ならびにより詳細なサブカストディの監視が含まれます。これら

の要求の基礎となっているのは法的責任の基準の変化であり、これは預託機関に

立証責任を厳格に課し、預託機関は資産の喪失に係る法的責任を第一に負うもの

としています。

1  本レポートの大部分は、白書「 AIFMD depositary pricing and capital: Taking a risk intelligent approach 」
（http://www2.deloitte.com/lu/en.htmlよりダウンロード可能）に基づいている 

http://www2.deloitte.com/lu/en.html
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預託機関の「やること」リスト 

 新たなキャッシュ・フロー監視要求を導入する

 販売／買戻しの勘定に新たな監視統制を導入する

 新たなプライムブローカーのサブカストディに係る報告の取決めを導入する

 新たな資産の分別および照合要求がサブカストディのレベルで満たされていることを確実にする

 新たな所有権検証および記録管理要求を導入し、OTC ポジションに係るリアルタイムの一覧の作成を可能

にする 

 サブカストディアンのデューデリジェンスおよびコンプライアンスの監視を増やす

 利益分配の監視を増やす

 決済の適時性を監視する

 バリュエーションの検証の頻度を増やす

 AIF 戦略および AIFM 組織のリスク評価を実施する

 保管金融商品の保管に関するルックスルーを導入する

 法的責任リスクを軽減するための行動を取る

預託機関が独自の内部の業務監視およびデューデリジェ

ンス基準を有しているのに対し、オルタナティブファンドお

よびUCITSファンドを対象とする新たな規制の枠組みは、

すべての預託機関がさまざまな程度の業務の再編に投資

することを要求しています。預託事業を最新の規制要件に

整合させるために要求される一回限りの投資に加えて、さ

らなる義務および法的責任が発生しています。

預託のコストベースおよび価格決定に最大限の影響を及

ぼす可能性が高いのは、この新たな義務および新たな法

的責任に関連したリスク特性の変化です。預託機関はこの

リスクを軽減または移転2させるためにプライムブローカー

と新たな契約上の取決めを結ぶことを目指してきました

が、主要な義務を果たすため、依然として他の当事者に依

存するでしょう。

オペレーショナルリスクは、統制の枠組みの強化または

自動化の推進を通じて対処することができます。しかし、

法的責任の増加および定義された新たな預託義務によ

り、預託機関にとっての追加的な「残存」リスクが残される

でしょう。したがって、預託機関が決定する顧客の固有の

リスク特性に基づく個別のリスクプレミアムが、コストおよ

び預託価格引上げの主要なドライバーとなる可能性が高

いと思われます。

市場では進化しつつあるさまざまな慣行が見られるもの

の、私たちは預託価格決定が主要なリスク要因をますま

す重視するようになると予想しており、かかる要因には例

えば契約上の取決め、他の当事者からの自動化された

報告、プライムブローカーとのネットワークの重複、資産

の所在地、取決めの複雑性／関与する当事者の数など

が挙げられます。

2    AIFMDの下においてのみ適用される 
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預託機関の法的責任

新たな規制の下で、預託機関はカストディ保管された金

融商品に係る準保険業者的役割を果たします。かかる資

産が喪失された場合、預託機関は「不当な遅延」なく資

金の全額を回復することが必要になります。その性質上

保管ができない「その他の資産」については、預託機関

は最善の努力の「過失」基準の対象となります。厳格責

任とは別に、預託機関は、自身が果たさなければな

らないさまざまな新しいより規範的な義務に関連する

誤謬または違反のリスクによる法的責任の増加に直

面しています。加えて、これらの保管されない資産に

ついても、記録保持および所有権検証に関連する新

たな義務の強制を通じて、そのハードルは上がって

います。

図表1：新たな法的責任の対象となる金融商品 

 
 

預託機関は、関連と非関連の両方のサブカストディアン

によって保有される金融商品の喪失に法的責任を負い

ます。AIFMDの下で厳格な条件に基づく法的責任の免

除が存在する場合、CSSF 第14／587号およびUCITS 
Vはいかなる例外も認めていません。不正、会計上の誤

謬、業務上の障害および資産の分別要求の不適用はす

べて、厳格責任に該当する「内部事象」とみなされます。

預 託 機 関 は 、 オ ル タ ナ テ ィ ブ 投 資 フ ァ ン ド

（Alternative Investment Fund：AIF）またはUCITS
からプライムブローカーに引き渡される保管金融商

品について、プライムブローカーのサブカストディの

ネットワークを見通すことが業務上できないとしても、

引き続き法的責任を負います。これらすべての変化

は重要な業務の監視上の課題をもたらし、リスクの

力学における変化、およびその結果としての預託機

関のコスト特性における変化を暗示しています。

その他の資産 

• OTC デリバティブ 
• ファンドユニット（登録機関により

AIF の名義で保有されている場合） 
• 現金預金 
• プライベートエクイティの直接投資 
• SPV に対する持分 
• 発行体／登録機関／TA に直接登

録された証券 

保管金融商品 

• 譲渡可能証券 
• マネーマーケット商品

• ファンドユニット（預託機関の名義で

登録されている場合） 
• 預託機関の名義の勘定において直

接的または間接的に登録または保

有される金融商品 

過失基準 

新たな法的
責任基準 
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リスク要因の識別および

正しい対応の適用

AIFMD、CSSF第 14／587号およびUCITS Vの下に

おける預託要件の増大は、預託機関が直面するさま

ざまな種類のリスク（オペレーショナルリスク、規制リス

ク、財務リスク、カウンターパーティリスクおよびレピュ

テーショナルリスク）を適切に識別、評価、管理、監視

および報告するための健全なリスク管理のアプローチ

を要求しています。

リスク特性の変化は、以下のようなさまざまな形を取

ることがあります。

• 新たな規制要件から生じる新たなリスクおよび結果

としての業務上の変化（例えば、新たな現金監視

義務）

• 既存のリスクに対するエクスポージャーの増大（例

えば、保管金融商品の喪失に係る法的責任の増

大）

• 既存のリスクが具体化し得る方法の変更（すなわ

ち、リスクの発生につながる事象は修正後の業務

モデルにより異なる。例えば預託機関は、プライベ

ートエクイティまたは不動産ファンドについて、現金

の移動に関する監視プロセスを適応させなければ

ならない可能性がある）

リスクへの対応と事業戦略の整合

それぞれの預託機関は、AIFMDを遵守したモデルの

策定に異なる方法で対処すると予想されます。対応は

さまざまな形を取る可能性がありますが、これらは

ISO310003、COSO-ERM4、デロイトのリスクインテリ

ジェンス（Risk Intelligence™）5などの主要なエンター

プライズ・リスク・マネジメント（Enterprise Risk 
Management：ERM）の枠組みに従い、4つの種類―
許容、軽減、移転または回避―に分類することができ

ます。

図表2：リスクへの対応 

対応 定義 例 
リスクの許容 当該リスクエクスポージャーは会社のリスク許容度の範囲内にある

とみなされるため、現在の状況を変更せずにこれを許容する旨の意
思決定を行う。許容は具体的な行動を必要としないが、同時にリスク
エクスポージャーの変更も認めない

• 通常通りの業務 

リスクの軽減 リスクの発生の可能性もしくは影響（または両方）を許容可能な閾値
未満まで軽減する。これは一般に、既存の統制の改善または新たな
統制の追加を通じて達成される。軽減には、リスクが依然として生じ
る場合のコンティンジェンシーも含まれ得る（例えば、事業継続計画）

• 統制環境の強化 
• 資本バッファーの強化 
• 内部預託ネットワークの利
用の増加 

• 価格決定戦略 

リスクの移転 一般に保険契約もしくは補償またはリスク移転価格を通じて、2者の
当事者間における契約上の合意により、影響の脅威および対応の
責任を第三者に移転させる 

• 契約上の取決め
• 保険契約の延長 
• 価格決定戦略 

リスクの回避 リスクを排除するか、またはその影響から事業活動を保護する（例え
ば、商品または活動の制限を通じて）

• 市場からの全面的な撤退 
• 高リスクのセクター／市場
からの撤退 

• 特定の顧客の回避 
• 特定の第三者との取引の
回避 

3 www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.html 
4 www.coso.org/-erm.html 
5 www2.deloitte.com/global/en/services/risk.html 

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.html
http://www.coso.org/-erm.html
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「万能型」のソリューションはありません。対応は、預託

機関に固有の状況（例えば、選択した業務モデル）なら

びに戦略的影響（例えば、UCITSおよびオルタナティブ

投資業界における望ましい市場ポジショニング）によっ

て異なります。重要な諸問題は、結果として生じるリスク

特性が組織にとって許容可能なリスク許容度の範囲内

にとどまるよう、取締役会レベルで対処される必要があ

ります。実務においては、顧客に固有の状況に関する

商業的な考慮によって要求される場合、特定の預託機

関がこれらの目標パラメータの範囲外で業務を行おうと

する可能性があります。

取締役会は、リスク対応戦略を決定するにあたり、規制

の新たな波が決定付ける変化によって生じる幅広い要

因を考慮することが必要になります。AIFおよび／もしく

はUCITSへのエクスポージャーが限定的な預託機関、

または比較的低リスクの証券のポジションを持つ預託

機関は、リスクが重要でないとしてこれを許容すること

ができます。またリスクの許容は、より大きなリスク負担

能力またはより高い水準のリスク許容度を持つ組織に

とって特に望ましいものとなり得ます。ファンド市場にお

いて重要な存在感を維持または構築することを目指す

預託機関は、リスクの軽減およびリスクの移転の対応

を検討する必要があります。これらの手段には、統制環

境の強化および／またはさらなる資本バッファーの追

加（軽減）、ならびに保険の対象範囲の拡充、契約上の

構造化および／または価格決定戦略の調整（移転）が

含まれ得ます。

かかる対応は、事業が資本の最適な水準および競争

力のある価格決定を維持できるよう、効率性を最大化し

リスクを効果的に管理するような方法で、業務を再編す

ることを必要とするでしょう。最適な目標業務モデルの

策定は困難な課題であり、これは最初に事業構造の安

定化、次にその最適化、最後にその変革を含む多数の

段階を通じて一般に達成されます。

預託機関に係る主要なリスク要因

預託機関は、AIFMD、CSSF第  14／587号および

UCITS Vの下で起こりつつある変化により生じる、その

事業と関連性のあるすべてのリスク要因を描き出す必要

があります。

上記の規制の諸要件は密接に整合しており、関連するリ

スクも同様です。2014年に、デロイトは14社の主要な欧

州の預託機関に対し、AIFMDが価格決定および資本に

及ぼす影響に関するサーベイを実施しました6。その結果

は、預託機関の約半分がそのプライムブローカーとのや

りとりを主要な懸念事項として挙げており、契約上の取決

め、他の当事者への依存およびシステム報告がこれに

続いていることを示しました。

図表3：主要なAIFMDの預託機関の懸念事項 

 

6 「 AIFMD depositary pricing and capital: Taking a risk intelligent approach 」
（www2.deloitte.com/lu/en.htmlよりダウンロード可能）を参照 
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図表4：プライムブローカーとのやりとりに関してどのような変更を行いましたか、 
または行う計画ですか？

情報のフローの増加

預託ネットワークへの資産の移転

追加的なデューデリジェンス

プライムブローカーおよび第三者のカストディアンの監視

には、預託の手続の大幅な強化およびリソースの配分が

必要となります。プライムブローカーのネットワーク内、お

よびより一般的に保管チェーン全体にわたって識別でき

ない資産に係る潜在的な法的責任のリスクは、軽視して

はなりません。

したがって、預託機関はプライムブローカーに対する追加

的なデューデリジェンスを実施しており、これは最悪のシ

ナリオにおいてプライムブローカーのオンボーディングの

拒否につながる可能性があります。

また、監視および報告要求の増大は、プライムブローカー

およびその他の当事者（例えば、担保代理人、清算ブロ

ーカー、事務代理人）からの情報に対する預託機関の要

求を高めています。

情報に係る他の当事者への依存は、特に他の事業体が

重要なデータを提供できない場合において、預託機関に

とっての重大な課題をもたらします。キャッシュ・フロー情

報は、情報を特定の形式、特定の頻度で特定の期限まで

に受け取るにあたってのオペレーショナルリスクおよび課

題が、相当な程度のリスクを課している例の一つです。

グループ内の管理者への依存がもたらし得る困難は比較

的少数です。したがって、これらのリスクの軽減を可能にす

るため、適切な契約上の枠組みおよび業務フローを適用

し、上級者への報告プロセスを定義することが鍵となりま

す。システム報告も、関連する業務の再編、およびより頻

繁にエラーが生じやすい手作業のプロセスの蔓延を含む、

自動化された報告の欠如によってもたらされるリスクのた

めに、預託機関の懸念事項となっています。

私たちのサーベイにおいて識別された、預託機関の懸念

の原因となっているその他の問題には、分別の取決めの

適用、フロンティア市場（分別が比較的発達していない可

能性がある）における業務、関与するプライムブローカー

の数（特定のプライムブローカーのオンボーディングのリス

ク増倍率およびコスト／ベネフィット比率）ならびにネットワ

ークの重複がない範囲が含まれます。最後の理由により、

預託機関はなじみのある当事者またはグループ内の事業

体と取引することを選好します。預託機関は、リスクを効果

的に管理するため、かかる懸念事項をそのリスク特性、価

格決定および資本モデルに組み込むことが必要となるでし

ょう。

8% 

15% 

77% 
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価格決定戦略

価格要因

カストディおよび預託フィーはしばしば数量に基づいて

設定され、低いマージンを提供しています。これは、最

近および今後の規制によってもたらされる法的責任お

よび業務の監視の増大を通じて預託機関に移転される

財務リスクエクスポージャーの水準と釣り合っていない

可能性があります。リスクエクスポージャーと商業的イ

ンセンティブの潜在的な不整合は、見込顧客が最も競

争力のある提供サービスを探し求める中で時間と共に

顧客基盤のリスクが高まり得る預託機関に対し、深刻

な影響を及ぼす可能性があります。その一方で、よりリ

スクの低い資産および保管の取決めを持つ顧客は、公

正な価格および（該当する場合）価格の引上げの正当

化を期待するでしょう。

前へ進む道は、保険契約に対して支払われる保険料と

類似した、さまざまな所定のリスク要因に関する個別化

されたスコアに基づくリスク調整後価格決定の道です。

銀行の信用業務および保険契約においてリスクベース

の価格決定が広く普及しているのに対し、預託サービ

スなどのフィー・ベースのビジネスにおいては、この種

のアプローチはさほど一般的ではありません。しかし規

制当局は、リスク許容度および健全かつ慎重なビジネ

ス管理の原則に従って財務リソースを効果的に配分す

るためのインセンティブの役割を果たす、リスク感応型

の価格決定の仕組みを機関が適用することをますます

期待するようになっています。預託機関が利害関係者

に対し諸要求の変化がコストに及ぼす影響について警

告しようとしてきた中で、AIFMDの導入はリスクベース

の価格決定へと向かうトレンドを示しています。しかし、

これらの主張に定量化可能な証拠が含まれていること

はまれでした。

預託機関の価格決定は、以下の3つの異なるドライ

バーの影響を受け得る

1. 業務コスト：ほぼすべての預託機関が、新たな要

求に対応するため、程度はさまざまであるものの、

その既存の能力の向上を必要としていました。業

務および統制の一定程度の再編には、顧客から回

収できない一回限りの投資コストが含まれると思わ

れます。これには、ITシステムの開発またはプロセ

スのリエンジニアリングが含まれる可能性がありま

す。事業コストが増加していることを踏まえ、人員

数の増加や新しい活動などのAIFMDおよび／また

はUCITS Vに関連するその他の経常的コストを、

将来の価格決定において考慮することが必要にな

る可能性が高いと思われます。私たちの2014年の

サーベイは、預託機関の85%がAIFMDの結果とし

てその人員数を増やした（または増やす計画であ

る）ことを示しています。

2. リスクプレミアム：預託機関は、より高いリスクの負担が

伴う場合、それがどのような性質であるかに関わらず、

追加的なリターンを期待すべきです。古典的なリスクモ

デル（信用リスクに適用されるモデルなど）においては、

この追加的なリスクは「予想損失」の概念を通じて捕捉さ

れます。預託機関は、リスクプレミアムを適切に捕捉する

ため、さまざまな要因をその価格決定に組み込むことが

必要になる可能性があります。私たちのサーベイに参加

した預託機関の62%がAIFMD後の法的責任およびリス

クに対処するための新たな価格決定マトリクスを策定中

であることから、この分野においてさらなる作業が必要と

される可能性があります。

3. 資本コスト：預託機関の法的責任の増大を通じて負担さ

れるリスク（信用リスクモデルにおける非予想損失の概

念と同等）をカバーするために配分される追加的資本

は、預託機関が同等のリスクを持つ他の投資を選択した

場合に稼得され得たであろう利益率（すなわち、機会費

用）と同等の目標利益率を暗示しています。場合によっ

ては、預託機関は追加的な水準のリスクをカバーするた

めにその資本準備金を増やすことが必要になる可能性

があります。私たちの2014年のサーベイは、預託機関

の60%超が、AIFMDの要求はその所要自己資本に影

響を及ぼすと考えていることを示しています。

図表5： 
AIFMDの結果として、人員数を増やすことを計画していますか？ 

預託機関の法的責任の新たな基準を考慮するための価格決定

マトリクスを策定しましたか？

AIFMDの預託要件は、リスクをカバーするための貴社の所要

自己資本に影響を及ぼすと考えていますか？

はい いいえ 

はい いいえ 

はい いいえ 
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低リスク特性 
（例えば、バニラ欧州
株式、単一 PB また
は PB なし） 

AIFMD 前 

高リスク特性 
（例えば、複数プライ
ム、複雑な戦略、フロ
ンティア市場、自動化
された報告なし） 

商業的現実

3つの要素すべて（業務、リスクおよび資本）を預託機関

の価格決定に全面的に組み込むことは、リスクプレミアム

および追加的なリスクをカバーするために確保すべき資

本の水準を実際に測定する作業の複雑さおよび困難さと

相まって、商業的な理由から、完全に実行可能とはならな

い可能性があります。

実際に、過去の経験および市場の定量化基準の欠如

は、このリスクの計算および価格決定を困難な作業にし

ています。現在、リスク特性の増大、資本必要額および価

格に対する影響のモデル化は極めて主観的なものにとど

まっており、依然として実験的な段階にあります。

預託業界全体にわたって、さまざまな価格決定の慣行お

よび手法が見られます。サーベイ回答者は、リスク調整後

価格決定モデルを最初に策定した場合に価格決定にお

いて考慮する要因として、契約上の合意、自動化された

報告、ネットワークの重複およびプライムブローカーの数

を最も多く挙げました。挙げられたその他の価格決定要

因には、資産の管轄、資産の種類、信用リスクおよび当

該事業体が関連会社であるかどうかが含まれます。

要因の多くは、プライムブローカーとのやりとりに関して、リ

スク感応型の価格決定の必要性を明確に示しています。し

かし、預託機関はAIFMDなどの規制がプライムブローカー

のモデルについて生み出す業務上の課題を意識していま

す。よって、商業的な視点から、預託機関は一般に、価格

決定を通じた業務の変化ではなく、継続的な対話を通じた

業務の変化を推進しようとしています。

結果として、預託機関によって適用される新たな価格決定

戦略が、3つの価格ドライバーすべてを含んでいる可能性

は低いと思われます。特に、多くの資産運用会社および管

理会社が、いわゆる預託リスクは実際に存在するリスクで

あり、これは法的責任と共に増大しているものの、既存の

統制環境によってすでに補われているはずと考えているこ

とから、上記の傾向は強まっています。私たちの2014年の

サーベイにおいて挙げられた、預託フィーの調整に飛び抜

けて大きな影響を及ぼす要因は追加的リスクプレミアム

（55%）であり、業務コスト（36%）がこれに続いた一方で、

資本コストの増加をAIFMDの価格決定に含めることを計

画しているのは9%にとどまっています。 

図表6：リスク調整後価格決定（例） 

追加的資本コスト

リスクプレミアム

追加的業務コスト

AIFMD 後 
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リスクインテリジェントな価格決定

業界では異なるさまざまな慣行および手法が見られる

ものの、私たちは、異なるファンドに適用される価格を

差別化する一連の重要なリスク要因に基づいてリスク

プレミアムを導き出す、リスクインテリジェントなアプロー

チの適用を提唱します。

このアプローチは、図「リスクプレミアムの計算」におい

て説明されています。関連する要因が識別されると（ス

テップ1）、顧客の設定が預託機関をエラーまたは損失

にさらしている程度、および結果としての財務エクスポ

ージャーを反映させるため、リスク要因に特定のリスク

加重（低、中、高など）が与えられます（ステップ2）。そ
の上で、それぞれの顧客に係る個別の「リスクスコア」

を得るため、リスク要因の評価が集計されます（ステッ

プ3）。最後に、このリスクスコアは、当該業務設定によ

り暗示される特定のリスクエクスポージャーを反映する

価格を適用するよう、許容可能な最大のリスクプレミア

ムの水準に対応してマッピングされます（ステップ4）。 

図に示された事例では、自動化された報告の欠如が日

次または週次のエラーの可能性を高めているため、こ

れは預託機関に対する明確な脅威とみなされ得ます。

したがって、自動化された報告の欠如は、この特定のリ

スク要因に係る「高リスク」の評価のトリガーとなるでし

ょう。

健全なリスク管理とは別に、預託機関の価格決定に対

するこのアプローチは、営業機能の間において預託機

関が対処する必要のある重要なリスク要因への意識を

高めるのに役立ち、かつ業務上の取決めによって必要

とされる場合に、より高い価格を正当化するための裏

付けとなる証拠を提供するでしょう。

示された手法は意図的に「許容可能な最大のリスクプ

レミアム」の概念を用いていますが、これは預託フィー

の設定において競争および市場の圧力が中心的な役

割を果たすことが明らかであるためです。

図表7：預託機関の主要なリスク価格決定要因 

契約上の合意 15% 

自動化された報告 15% 

ネットワークの重複 13% 

プライムブローカーの数 10% 

資産の管轄 10% 

資産の種類 8% 

信用リスク 8% 

分別の取決め   6% 

非関連事業体   6% 

その他 8% 

0% 1% 2% 3%  4%  5%  6%  7%  8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%  15%

出典：デロイトAIFMD預託機関サーベイ（回答者の割合に基づく） 
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図表8：リスクプレミアムの計算：デロイトの見方 

業務上のシナジー

サブカストディおよび預託サービス、関連のプライムブローカー、ファンド管理、証券代行サービス、キャッシュ管理ならびに

法人管理を含む統合されたソリューションを提供する大規模な多国籍機関は、グループ全体にわたる業務上のシナジーに

よってより低い価格を提供することのできる、最も有利な立場にあります。またその対極において、不動産やプライベートエ

クイティなどのセクターにおけるニッチプレーヤーも、非保管資産のみを扱うことから起こるより低い資本および業務コストに

よる積極的な価格決定を通じて、市場シェアを拡大することができます。修正後のリスク特性が営業費用および資本ベース

に及ぼす影響を反映させるために価格の引上げを計画している預託機関は、商業的現実も反映させる必要があり、またこ

の意思決定を競争および観察された市場慣行に対してベンチマークする必要があります。

代表的なリスク要因（非網

羅的） 

プライムブローカーの数 

契約上の取決め 

資産の管轄 

資産の種類 

信用リスク 

分別の取決め 

非関連事業体 

ネットワークの重複 

自動化された報告 

2 1 ある顧客の評価 

（例） 

適切に設計されている

いくつかのフロンティア市場

中程度の複雑性

高い質

全面的な分別

自動化されていない

3 

4 

全体的リスクスコア 

（単純または加重平均） 

適用すべき許容可能な最大の 

リスクプレミアムの比率 
20% 40% 60% 80% 100% 
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所要自己資本内における

AIFMDの捕捉 

概要

資本は、機関の継続中の活動に資金を提供するのみ

ならず、予想を上回る（または予期せぬ）損失に係る損

失吸収バッファーの役割を果たします。資本の水準は

潜在的な投資家にとって、ならびに格付機関およびそ

の他の利害関係者（一般大衆を含む）にとって、極めて

重要な市場の指標です。結果として、多くの金融機関

は最低額の資本を保有するよう規制当局から要求され

ています。特に銀行および投資会社は、資本要求指令

（Capital Requirements Directive：CRD）を通じてEU
の法律の枠組みに置き換えられたバーゼルの枠組み

の対象となります。

バーゼル／CRDの枠組みは、機関が以下の3種類のリ

スクをカバーするための法定最低額の資本を保有する

ことを要求しています。

• 信用リスク

• 市場リスク

• オペレーショナルリスク

規制当局によって課される最低所要自己資本（「第Iの
柱」とも呼ばれる）とは別に、機関は自身が直面してい

る、または直面する可能性のあるすべてのリスクをカバ

ーするために保有する必要のある資本額の定期的な内

部評価を実施することも要求されています。

したがって、評価は上記の3種類のリスクにとどまりませ

ん。自己資本充実度評価プロセス（ Internal Capital 
Adequacy Assessment Process：ICAAP）と呼ばれるこ

のプロセスはフォワードルッキングなものであり、事業計

画のサイクル全体にわたる予想される活動の進化およ

び関連するリスクを網羅しなければなりません。ICAAP
は、金融機関のリスク特性の全体像を描き出すことを期

待されています。上級管理者はこの特性を少なくとも年1
回レビューし、取締役会はICAAP報告書を、監督当局に

よるレビューのための提出に先立って承認します。
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預託リスクおよびバーゼル／CRDの枠組み 

新たな枠組みに固有の幅広い監視責任を踏まえ、預託機

関の法的責任はオペレーショナルリスクの文脈において最

も適切に考察することができるという市場のコンセンサスが

存在します。保管、監視またはキャッシュ・モニタリングのい

ずれかに関連する重要な新しい要求の一つに関する失敗

は、業務上の性質のもの、すなわちこれらの義務が果たさ

れていることを確実にするための十分なプロセスの欠如で

しょう。

したがって、預託機関の法的責任はCRD制度の下におけ

るオペレーショナルリスクに関する資本賦課によってカバー

され、第Iの柱の最低所要自己資本の対象となるでしょう。こ

れらの規制上の最低所要自己資本を計算するために利用

可能な3つのアプローチの中で、2つの比較的単純な手法

（基礎的手法（Basic Indicator Approach）および標準的手

法（Standardised Approach））は機関の総利益のみによっ

て導かれ、結果として機関の固有のオペレーショナルリスク

の特性を反映しません。内部開発モデルに基づく先進的計

測手法（Advanced Measurement Approach：AMA）のみ

が、新たな規制がオペレーショナルリスクをカバーするため

の規制上の所要自己資本に対して及ぼす影響を反映させ

るための十分な粒度を提供すると予想されます。

しかし、これはAMAを用いる機関のみがAIFMDの資本へ

の影響について懸念すべきであるということを意味するもの

ではありません。上記の通り、規制要求の変化により生じる

新たなリスクはICAAPの計算に反映されるべきであり、これ

によりCRDの対象となるすべての預託機関に影響を及ぼし

ます。

AIFMDによって生じるオペレーショナルリスクのエクスポー

ジャーの増加をカバーするために必要とされる自己資本の

評価には、現在のオペレーショナルリスクおよび統制のマッ

ピングならびに実施されているストレステストのシナリオ分

析のアップデートおよびレビューが要求されます。
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デルタ法：AIFMD前およびAIFMD後の評価 

預託機能に関連するオペレーショナルリスクは、明らか

に何ら新しいものではありません。新たなAIFMDおよび

／またはUCITS Vの影響を評価するための直感的なア

プローチは、新たなルールの適用前および適用後にオ

ペレーショナルリスク特性を評価する（例えば統制の強

化などの追加的な軽減手法を考慮して）ことにより機能

し得ます。重要である場合、差異は専用の追加的な資

本必要額に置き換えられます。このアプローチは、

AIFMD／UCITS Vの下における責任の増加を考慮す

るにあたってのオペレーショナルリスク特性の変動また

は「デルタ」に焦点を合わせているため、デルタ法と呼ば

れます。

デルタ法は以下の3つのステップに分けられます（以下

の図も参照）。

• AIFMD／UCITS Vの観点から関連性があるとみなさ

れ得るオペレーショナルリスク事象の種類を識別する

• 新たな要求が、あるシナリオが実現する可能性と、か

かる実現の場合における潜在的な経済的影響の両方

に及ぼす影響を評価する

• 結果を集計し、新たな規制の前と後における所要自己

資本の見積りを比較する

このアプローチは、出発点の役割を果たす識別された

（かつ、理想的には定量化された）既存のオペレーショナ

ルリスクのシナリオを預託機関が持つことを要求していま

す。

図表9：「デルタ法」の概要 

規制要求の変化により生じる新たなリスクはICAAP
の計算に反映されるべきであり、これによりCRDの

対象となるすべての預託機関に影響を及ぼします

関連するリスクの種類の識別 AIFMD がリスクエクスポージャーに
及ぼす影響のシミュレーション 
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る資本の追加 

オペレーショナ
ルリスクに係
る資本必要額 

資本賦課の
追 加 （ デ ル
タ） 

オペレーショナ
ルリスクに係る
資本必要額 

AIMFD に
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オペレーショ
ナルリスクに
関する資本
賦課合計 

オペレーショ
ナルリスク事
象の種類に
よる 資本賦
課の分割（バ
ーゼル II） 

AIFMD に関
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事象の種類
の選択（例え
ば、不正） 

AIFMD 前と AIFMD 後における
資本必要額の見積りの比較 
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ステップ1：識別 
最初のステップは、バーゼル委員会により定義された7つ
のオペレーショナルリスク事象の種類のうちどれが新たな

要求による影響を受ける可能性があるかを識別することで

す。例えば、外部の不正は預託機関の法的責任の観点か

ら明らかに考慮されるべき要因であるのに対し、雇用慣行

および職場の安全性は、AIFMDまたはUCITS Vの下にお

ける新たなルールによる影響を受けないでしょう。

これらのシナリオの多くは、実際には「新たな」リスクエクス

ポージャーではなく「増大した」リスクエクスポージャーに関

連しています。例えばサブカストディアンによる不履行は、

預託機関が直面する新たなリスクではありませんが、資産

を「不当な遅延なく」顧客に返還する義務および問題が生じ

た際の立証責任の逆転は、発生し得る損失、ペナルティお

よび費用に対するエクスポージャーの全体的な増加につな

がります。結果として、事前ペイアウトの可能性、および係

争コスト、インフレ、市場価格の変動などによりインシデント

がより大きな経済的影響を及ぼす可能性が高まります。

また、脆弱な内部統制も資本

必要額の増加につながると思

われますが、その程度は業務

モデルよりはるかに低くなって

います

ステップ2：評価 

2番目のステップは関連するリスクシナリオの評価の実施を

伴っており、新たな要求に対処するために導入される新た

な統制または修正された統制などの、経営者のアクション

および新たな軽減手法を説明しなければなりません。これ

は、追加的な統制が追加的なリスクエクスポージャーを中

立化する場合に純リスク特性が変化しない状況を含め、さ

まざまな最終結果が考えられることを意味します。

上記の「サブカストディアンによる不履行」の場合において、

モデルのパラメータに対する影響は、以下の通り考慮され

得ます。

• サブカストディアンによる不履行が、結果として顧客の請

求を支払う義務をもたらす可能性が高まる

• 事前ペイアウトおよび係争コスト、インフレ、市場価格の

変動などによる影響の拡大を含め、シナリオの経済的影

響の合計が従来と比べて増大したとみなされる

その上で、金融セクターにおいて広く用いられている古典的

な頻度／重大度モデルを適用することにより、選択された

シナリオの定量化が実施されなければなりません。比較的

小規模または複雑でない組織においては、それらのシナリ

オを適切に定量化するためのモデリング技法が利用可能

でないことがあります。私たちは、より単純なアプローチに

よっても、この作業は依然としてリスク管理プロセスの改善

への価値ある貢献になると考えています。実際に、主要な

目標は、結果が方向的に正確であり、すべての利害関係者

にとって透明性が高く、かつ規制上の要求と一致しているこ

とです。

ステップ3：比較 
どのモデルを展開するかに関わらず、プロセスの最後のス

テップは、「AIFMD／UCITS V前」の評価の結果を「AIFMD
／UCITS V後」の状況と比較することから成ります。双方の

場合の間における差異は、新たな規制が資本の十分性に

及ぼす影響を評価するための基礎を成すでしょう。
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強化された内部統制（軽減） 

内部統制の変更なし（許容） 

82% 

74% 

14% 
10% 

デロイトの調査7は、このAIFMDに係る概念を、典型的

なEUの預託銀行の架空事例により、バーゼル委員会、

ORXコンソーシアム、第IIIの柱の開示および内部の経

験によって収集されたオペレーショナルリスクのデータ

に基づいて説明しました。この架空の預託機関の主要

なメトリクスは、市場参加者の間で観察された現実的な

規模を反映していました。

この当初の設定に基づき、AIFMDに「関連性がある」も

のとして識別された損失事象の種類が分析され、頻度

と重大度の両方に対する影響が見積もられます。この

影響は、少なくとも2つの主要な側面― (i) サブカストデ

ィアンのネットワークに係る統合の程度、および (ii) 内
部統制の枠組みの強化―に依存します。 

シミュレーションは、中程度に統合された預託銀行

に係る所要自己資本の潜在的な30%から38%の

増大を示しています。オペレーショナルリスクに係

る自己資本必要額のかかる増加は、特に資本剰

余金の限られた機関において問題となる可能性が

あります。

このことはサブカストディアンのネットワークの統合

が限定的な預託機関に特に当てはまりますが、こ

れは私たちの結果が、資本必要額の潜在的な増

加が70%を上回るという、業務モデルに対する高

い感応度を示しているためです。また、脆弱な内部

統制も資本必要額の増加につながると思われます

が、その程度は業務モデルよりはるかに低く、資本

必要額の増加は場合によって4%から9%と見積も

られています。

図表10：AIFMD前の状況と比較しての、AIFMDにより課される新たな法的責任制度が所要自己資本に及ぼす影響 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

高い 低い

サブカストディアンのネットワークに係る統合の程度

7 「AIFMD depositary pricing and capital: taking a risk intelligent approach」（www.deloitte.luよりダウンロード可能） 

http://www2.deloitte.com/lu/en.html
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結論

AIFMD、UCITS V、およびルクセンブルクのレベルではCSSF第 14／587号の結果として、欧州の預託機関はコ

ストおよびリスク特性の高まりに直面しています。必然的に、これらのコストの一部は価格決定を通じて顧客に転

嫁されるでしょう。リスクは価格決定における最大の要因となり、業務コストがこれに続く一方で、資本が価格に及

ぼす影響は極めて限定的になる可能性があります。

価格の引上げの規模はさまざまなリスク要因に依存すべきであり、預託機関はこの動向に対処するため、よりリス

ク感応型の価格決定の仕組みを策定する必要があります。

価格決定は、預託機関を財務的損失にさらす可能性のあるさまざまなリスク要因を考慮していなければなりませ

ん。これらのリスク要因は、組織のリスクアペタイト／方針と整合する形で、重要性で加重される必要があります。

正確なリスクスコアおよび価格を得るため、価格決定モデルを通じてそれぞれの顧客を評価する必要があります。

かかる価格決定モデルを導入しない場合、重大な将来の損失、およびより長期的にはよりリスクの高い顧客基盤

へのエクスポージャーにつながる可能性があります。

また継続的な業務コストも、達成されている自動化の水準および人件費などの間接費の増加に応じて、預託機関

の価格決定モデルにある程度反映される可能性が高いと思われます。預託機関は、単にそのグループ内のファン

ド管理者と協力しようとすることもあれば、キャッシュ・モニタリングなどの義務を遂行するためによりリスク感応型

の価格決定を必要とすることもあるでしょう。

預託機関の関心の中心となっている諸問題は、情報に係る他の当事者への依存、資産の分別および資産の保管

と関連付けられています。これらの事業体の監視は、当初のデューデリジェンスおよび反復的なデューデリジェン

ス、それぞれの当事者の役割および責任について述べた専用の合意の締結、適切な監視を可能にするKPI／
KRIの実施ならびにファンド管理会社を含めた上級者への報告プロセスの定義（UCITS Vの必須要件）を通じて実

施されるべきです。

しかし、預託機関の主要な懸念は、プライムブローカーまたは第三者のカストディアンにおいて保有されている保

管中の金融資産に係る義務をどのように果たすか、および関連する法的責任のオペレーションです。UCITS Vは
この法的責任の免除を見越しておらず、したがって多くの預託機関は、より長期にわたるさらなるネットワークの統

合に基づく業務上のソリューションを実現しようと努めるでしょう。

カストディ／預託サービス、清算、決済および報告に焦点を合わせたその他の規制の取組み（UCITS VI、EMIR、

ターゲット2証券、CSDR、MiFID II）と相まって、データのフローを強化しリスクを軽減するさらなる業務上のソリュ

ーションが時間と共に発達するでしょう。業務の統合およびデータのソリューションの提供がビジネス上の課題であ

ることは疑う余地がありませんが、これは同時に将来の機会でもあります。
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預託機関は、さまざまな所定のリスク要因に関する

個別化されたスコアに基づくリスク調整後価格決定

により焦点を合わせる必要があります
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オペレーショナルリスク

投資運用会社に

係る新たな焦点

エドワード・T・ヒダ2世 
（Edward T. Hida II、CFA） 
パートナー

グローバル・リーダー―リスク＆資本管理 
グローバル・ファイナンシャル・サービス・インダストリー
デロイト米国

投資運用会社を含む金融サービス業界におけるリ

スク管理の状態を評価したデロイト トウシュ トーマ

ツ リミテッド（DTTL）のグローバルリスクマネジメント
サーベイ第8版の結果によると、投資運用会社はそ

のリスク管理の焦点を再びオペレーショナルリスク

へと、およびその他いくつかの新たな分野へと移し

始めている可能性があります。



82 

「より進化したリスク管理者は、その組

織全体にわたるリスク負担を測定する

ための新たな改善された方法を考案す

ることにより、自社のリスク文化のニュ

アンスを検証しています」 

ケーリー・シュティーア

（Cary Stier） 
パートナー

デロイト米国

グローバル・インベストメント・

マネジメント・リーダー

デロイト トウシュ トーマツ リミ
テッド

サーベイの結果によると、多くの企業が自社は流動性リスクの管理を効果的に行っている

（85%）、信用リスクの管理を効果的に行っている（83%）、ならびに規制およびコンプライ

アンスリスクの管理を効果的に行っている（74%）と述べました。しかし、自社のオペレーシ

ョナルリスクの管理に高い評価を与えたのは45%にとどまり、2010年に実施された前回の

サーベイにおいて記録された47%からわずかに減少しました。同サーベイには金融サー

ビスのさまざまなセクターを代表する世界中の86の金融機関が参加しており、その資産総

計は18兆米ドルを超えます。86の回答者の半数は、自社を独立系の投資運用会社、また

は大手の総合金融機関（主として銀行および保険会社）の投資運用会社のいずれかと称

していました。

「これらの結果はオペレーショナルリスクの測定および管理に固有の複雑性を浮彫りに

し、この分野においてやるべき仕事がまだ残っていることを示しています」と、デロイト米国

のバイスチェアマン兼グローバル・インベストメント・マネジメント・リーダーであるケーリー・

シュティーアは述べています。「より進化したリスク管理者は、その組織全体にわたるリス

ク負担を測定するための新たな改善された方法を考案することにより、自社のリスク文化

のニュアンスを検証しています」とシュティーアは付け加えています。

実際に、「リスク管理の戦略的重要性および評判の失墜の可能性は、回答者の94%が、

自社の取締役会および／または経営チームは過去数年間と比べてより多くの時間をリス

クの監視に費やしていると述べたことに見て取れます」と、デロイト米国のプリンシパルで

あるギャレット・オブライエンは述べています。

新たなリスク

投資運用会社は、3つの分野の新たなリスク―モデルリスク、ITセキュリティおよびサイバ

ーリスク、ならびに事業の継続性―に直面しています。モデルリスクはモデル主導の取引

戦略にとどまらず、バリュエーション、取引の配分およびリスク管理の目的で用いられる定

量的モデルにも及びます。モデルリスクは自社の全社的リスク・マネジメント（enterprise 
risk management：ERM）プログラムの対象に含まれていると述べた61%のサーベイ回答

者のうち、これを効果的に管理していると考えているのは50%にとどまっています。この種

類のリスクに対処するため、一部の投資運用会社は、その注目の焦点をモデルのガバナ

ンス、モデルの検証、展開および維持に合わせつつあります。
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「サイバー教育は、誰があなたの情報

を欲しがっているか、なぜ彼らはそれ

を欲しがっているのかなどの単純な質

問から始めることができます」 

侵害の40%1が第三者のシステムを通じたハッカーの侵入の結果として生じている中

で、サービスプロバイダーに顧客および取引データならびに知的財産を守らせる自社

の拡大企業体(extended enterprise)および統制の枠組みを投資運用会社が理解する

ことは、ますます重要になっています。一部の投資運用会社は、その潜在的なエクス

ポージャーをより深く理解するため、サイバーの脅威の評価を実施しています。

「サイバー教育は、誰があなたの情報を欲しがっているか、なぜ彼らはそれを欲しがっ

ているのかなどの単純な質問から始めることができます」と、デロイト米国のサイバー・

リスク・サービスのディレクターであり、元FBI特別捜査官（サイバーおよび特殊作戦担

当）であるメアリー・ギャリガンは述べています。「投資運用会社は、リスクの管理およ

び軽減をより情報に基づいたものにするため、自身の脆弱性を明確に理解することか

ら始めることが重要です」。

事業の継続性および障害回復は、引き続き米国証券取引委員会にとっての優先事項

およびリスク委員会にとってのホットトピックとなっており、場合によっては取締役会レ

ベルに引き上げられています。最近の自然災害が既存の計画に係る実際の有効性を

評価するための多数のデータ点を提供したことから、多くの企業は長時間の混乱に対

処するための自身の戦略を再評価または調整しています。

主要なリスク管理上の課題

ポネモン・インスティテュートのサーベイによると、効果的なリスク管理の阻害要因の多

くは投資運用会社に固有のものであり、これにはデータおよびテクノロジー、リソース

の供給ならびにサービスプロバイダーの監視が含まれます。

データおよびテクノロジー

投資運用会社はシステム、インフラおよびデータ上の重要な課題に直面しており、これ

らは投資運用会社のファンドおよびアカウント構造、ならびにテクノロジーおよびデータ

に係る投資運用会社のサービスプロバイダーへの依存によって増幅されています。

「ごみを入れればごみしか出てこない」という古いことわざは依然として当てはまります

―データの質は、組織がリスクを評価、監視および軽減する能力に明確な影響を及ぼ

しています。

メアリー・ギャリガン

（Mary Galligan） 
ディレクター

サイバー・リスク・サービス

デロイト米国

1   シマンテックがスポンサーとなり、ポネモン・インスティテュートLLCが独立して実施したベンチマーク調査である
「2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis」（2013年5月）。 
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「リスク一般の管理を巡り浮上しつつ

ある重要な問題の一つは、特にリソー

スが限られている場合に、その時間お

よび労力の焦点をリスクに合わせるた

めの最も効率的かつ効果的な方法は

何か？ということです」 
ギャレット・オブライエン

（Garrett O'Brien） 
パートナー
キャピタル・マーケッツ

デロイト米国

リソースの供給

少ない労力でより多くの成果をあげることは、日常的なリスクを管理しつつ、成長するリ

スク分野および新たなリスク分野に対応するための正しいスキルを有するリソースを重

視することです。「投資運用会社にとって、リスク一般の管理を巡り浮上しつつある重要

な問題の一つは、特にリソースが限られている場合に、その時間および労力の焦点を

リスクに合わせるための最も効率的かつ効果的な方法は何か？ということです」と、ギ

ャレット・オブライエンは述べています。戦略的なリスク評価の結果として、主要な重点

分野に対するリソースの配分への移行がますます起こっています。正式なリスク評価

の利用は、組織が伝統的に縦割りで管理されていた各分野をまたがってリスクエクス

ポージャーを比較し、対比することを可能にします。

サービスプロバイダーの監視

金融会社は、盗難、不注意による顧客識別データの公開または戦略もしくは取引関連

などの知的財産の公表、および規制への違反を含め、そのサービスプロバイダーへの

依存に関連するさまざまなリスクに直面しています。一部の投資運用会社は、それぞ

れのサービスプロバイダーのリスク特性を評価することにより、その拡大企業体に関す

るより総合的な視点を獲得することに取り組んでいます。またこれらの会社は、その全

体的なリスク特性と整合したサービスプロバイダーの監視の枠組みを確立しつつありま

す。

リスク評価の3つの視点 

投資運用会社は、そのリスクを、取締役会、経営者およびリスク委員会における優先度

および重視の水準と直接的に相関する以下の3つの視点で特徴付けるアプローチをま

すます取るようになっています。

• フランチャイズへの脅威

企業の評判および業務能力への脅威となる可能性のある10から15の主要なリスク

分野

• 規制上の義務

受託者責任、規制上の責任、および法律上の責任の遂行

• 統制環境

残余リスクが理解され、限度および許容可能な損失に比して定期的にレビューされ

る場合における、その他のすべてのリスク

加えて、より進化したリスク管理者は、その組織全体にわたるリスク負担を測定するた

め、かつ組織の認知度の向上ならびにリスク、IT、オペレーション、コンプライアンス、内

部監査および法務機能にまたがる統合の強化の必要性を強調するための新たな改善

された方法を考案することにより、自社のリスク文化のニュアンスを検証することに時

間を割いています。
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正式なリスク評価の利用は、組織が伝統的に縦

割りで管理されていた各分野をまたがってリスク

エクスポージャーを比較し、対比することを可能に

します

デロイト グローバル サービス リミテッドの許可を得て転載。 
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グローバル・サイバー・

エグゼクティブ・

ブリーフィング

最前線からの教訓

ステファン・ユールト

（Stéphane Hurtaud） 
パートナー

ガバナンス、リスク＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

デジタルのテクノロジーおよび情報にますます

主導されつつある世界において、サイバー脅威

の管理は単なる戦略的インペラティブを超えたも

のとなっています。これはビジネスの遂行の根

本的部分です。しかし、多くの上級経営幹部およ

び取締役会メンバーにとって、サイバーセキュリ

ティの概念は依然として曖昧かつ複雑です。
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しかし、多くの上級経営幹部および取締役会メンバーにと

って、サイバーセキュリティの概念は依然として曖昧かつ

複雑です。これは貴社の戦略的アジェンダに載っている

かもしれませんが、本当は何を意味しているのでしょう

か？そして、防御を強化しサイバー脅威から身を守るた

めに、貴社の組織には何ができるのでしょうか？

影響を受けない業界や組織はない

一般的な通説の一つは、サイバー攻撃は知名度の高い

テクノロジービジネスなどの特定の種類の組織に対して

のみ行われるというものです。しかしながら、失い得る価

値あるデータはあらゆる組織が持っているというのが、冷

たく厳しい真実です。実際に、最も頻繁に行われている攻

撃は完全に無差別なものであり、偶然発見したあらゆる

脆弱性を識別し利用するスクリプト化された自動ツールを

用いています。サイバー攻撃は極めて有害なものとなり

得ます。目に見えるコストは、資金の盗難やシステムの損

害から、規制上の罰金、損害賠償、および障害を被った

当事者に対する金銭的補償にまで及びます。しかし、さらに

有害となる可能性があるのは目に見えないコスト―知的財

産の盗難による競争優位の喪失、顧客またはビジネスパー

トナーの信頼の喪失、デジタル資産の侵害による完全性の

喪失、組織の評判およびブランドに対する全体的な損害な

ど―であり、これらはすべて、組織の株価を暴落させたり、

さらに極端な場合には企業を破たんに追いやったりする可

能性があります。

貴社のビジネスにどのよう

な潜在的な影響があるで

しょうか？
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サイバーリスクに対するレジリエンス（回復力）を備えるこ

とは、取締役会および経営幹部のレベルにおける意識、

すなわち貴社の組織がいずれ攻撃されるであろうという

認識から始まります。貴社は、最大の脅威、およびどの

資産が最大のリスクにさらされているか―貴社の組織に

おけるミッションの中心にある資産―を理解する必要が

あります。

誰が潜在的に貴社の組織を標的にする可能性があるで

しょうか、そしてその理由は何でしょうか？攻撃者はどの

資産を最も価値があるとみなしそうでしょうか？どのよう

な攻撃のシナリオが考えられるでしょうか（図表1を参

照）、そして貴社のビジネスにどのような潜在的な影響が

あるでしょうか？

こうした質問は、貴社のビジネスに対するサイバーの脅威

がどの程度高度かつ持続的となりそうであるかを判断する

ために役立ち得ます。この洞察は、皆様が上級経営幹部

または取締役会メンバーとして、貴社の組織のリスクアペ

タイトを決定し、十分にバランスの取れたサイバー防御を

通じて内部および外部のセキュリティ専門家が貴社のリス

クエクスポージャーを許容可能な水準に抑えるために役立

つ指針を提供することを可能にします。

誰が潜在的に貴社の組織

を標的にする可能性がある

でしょうか、そしてその理由

は何でしょうか？

   図表1：2013年中の1367件の侵害における 
インシデント分類パターンの頻度

出典：ベライゾン「2014 Data Breach Investigations Report」1 

1   www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/ 

35% ウェブアプリケーション

への攻撃

サイバースパイ行為

販売時点情報管理

システムへの侵入

カードのスキミング

内部者による不正使用

その他すべて

クライムウェア

各種エラー

物理的盗難／損害

サービス妨害攻撃

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/
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貴社の業界セクターの主要なサイバー脅威を理解

することの重要性

デロイトの「グローバル・サイバー・エグゼクティブ・ブリ

ーフィング」レポート2は、組織がその最も重要なサイバ

ー脅威を理解するための出発点です。同レポートは、7
つの主要な業界セクター―小売、製造、電子商取引お

よびオンライン決済、オンラインメディア、ハイテク、通

信、ならびに保険―に係る最大の脅威を浮彫りにし、

貴社の組織がその脅威の特性の評価を開始し常にサ

イバー犯罪者の一歩先を行くために役立つ現実世界

のストーリーおよび実務的な知見を提供しています。続

編のレポートは、同様に極めて脆弱なその他の主要な

セクターにおける最大のサイバー脅威を浮彫りにしま

す。

ハイテクセクターは、(i) 盗まれ得る極めて価値ある情報を持っていること、および (ii) ハイテク組織自身の性質から、しばしばサイバー攻撃に係るゼロ

地点となっています。ハイテク企業―およびその従業員―は一般に、他のセクターの企業およびその従業員と比べてより高いリスクアペタイトを持って

います。また、彼らはまだ成熟中の新たなテクノロジーの早期導入者となる傾向にあり、したがって攻撃および悪用に対して特に脆弱です。加えて多く

のハイテク組織は、創造性および協力を奨励することを目的としているが防御のより困難なオープンな環境および企業文化を持っています。結果とし

て、ハイテク組織は一般に、保護すべき極めて大きな攻撃対象領域を持っています。

オンラインメディア

オンラインメディアセクターは、サイバー脅威に対する最大のエクスポージャーを持っている可能性があります。その組織はオンラインで業務を行ってい

るため、保護すべき巨大な攻撃対象領域を持っています。また、その商品は需要が高くかつ完全にデジタルであるため、個人と組織化された犯罪グル

ープの両方による価値あるコンテンツへの侵入およびこれの強奪の高いリスクが存在します。

長期間にわたる密かな監視を確立するための持続的標的型攻撃（Advanced Persistent Threat：APT）を用いた政府機関によるものを含む、洗練され

た攻撃の増加に直面しています。通信セクター特有のもう一つの極めて重要な脅威は、インターネット・サービス・プロバイダー（Internet Service 
Provider：ISP）からリースされたホームルーターなどのリースされたインフラ設備に対する攻撃です。 

電子商取引およびオンライン決済

データベースの侵害（すなわち、名前、実際の住所、電話番号を含む顧客データの喪失）およびオンライン決済システムは、しばしば攻撃される脆弱な

分野です。また、特に極めて目立つ方法で組織を混乱させようとする政治的ハッカーによる、サービス妨害攻撃も上位を占めています。

このセクターは一般に、保護すべき多くの機密データを持っています。高度なマルウェアとソーシャルエンジニアリングなどのその他の手法を組み合わ

せた洗練された攻撃により、保険会社がデジタルのチャネルに移行する中でサイバー攻撃は飛躍的に増加しています。現在の攻撃は短期的に見える

ものの、レポートは長期的な攻撃の件数が静かに増加している可能性があると予測しています。

ハッカーおよびサイバー犯罪者による攻撃、ならびに企業スパイ行為を通じた攻撃の量が増加しています。製造におけるサイバー攻撃の種類は、ITだ
けでなく接続された産業用制御システムも標的として、フィッシングから高度なマルウェアまで多岐にわたります。

クレジットカードのデータは、ハッカーおよび犯罪者にとっての新たな貨幣です。小売における内部者の脅威は高まっており、情報―特に消費者と小売

業者の間を流れる価値あるカード保有者のデータ―を盗むことに焦点を合わせた新たな種類の犯罪者を生み出しています。 

2 レポート全文は、www2.deloitte.com/content/www/global/en/pages/risk/articles/Global-Cyber-Briefing.htmlにおいて閲覧可能 

これらの主要な業界セクターについて、レポートの主なハイライトには以下が含まれる 

ハイテク 

通信 

保険 

製造 

小売 
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侵害はすべての組織において起こります―これは管理が

悪いためではなく、ハッカーおよびサイバー犯罪者が日ごと

に賢くなっているためです。侵害に関する情報を共有するこ

とにより、私たちはより適切に身を守る方法を学ぶことがで

きます―これは、世界経済フォーラムの「サイバーレジリエ

ンスのための連携（Partnering for Cyber-Resilience）」3の

取組みにより推進されているインペラティブです。

これらのストーリーは、侵害が不可避であり、貴社の組織が

いずれハッキングされるであろうことを明確に示しています。

またこれらは、私たち皆が回復力に富むサイバー空間に関

して相互に依存し合っていることを示しています。例えば、オ

ンラインメディアはマルウェアを拡散させるために用いられ

ることがあり、ハイテクセクターにおける脆弱性はデジタルテ

クノロジーを用いるその他の業界に影響を及ぼし、オンライ

ン決済における混乱は電子商取引に影響を及ぼします。

これらの事例を共有し理解すること、ならびに経営幹部およ

び取締役会のレベルにおいて責任を負うことにより、私たち

皆が、より安全なサイバー空間を目指して協力することがで

きます。

効果的かつ十分にバランスの取れたサイバー防御の必

要性

悪いニュースは、本レポートにおいて説明してきた通り、サ

イバー攻撃が結果として重要な目に見えるコストおよび目に

見えないコストをもたらす可能性があることです。良いニュー

スは、サイバー脅威が管理可能な問題であることです。サイ

バー防御が効果的かつ十分にバランスの取れたものとなる

ためには、3つの重要な特徴を備えていなければなりません

―すなわち、安全で、警戒を怠らず、かつ回復力に富んでい

なければなりません。

• 安全：安全であるということは、貴社の組織におけるミッ

ションの中心にあるリスク感応型の資産―貴社と貴社の

敵の両方が最も価値があると同意する可能性が高いと

思われる資産―に保護の焦点を合わせることを意味しま

す。

• 警戒を怠らない：警戒を怠らないということは、組織全体

にわたり脅威の認識を確立すること、および重要な資産

の侵害を示唆し得る、さらには予測し得る行動のパター

ンを発見する能力を開発することを意味します。

• 回復力に富む：回復力に富むということは、損害を迅速

に食い止め、かつ影響―直接的なコストおよびビジネス

の混乱、ならびに評判およびブランドに対する損害を含

む―を最小化するために必要とされる多様なリソースを

結集することのできる能力を持つことを意味します。

いかなる組織も100%安全であることはできませんが、これ

らの3つの重要な属性に焦点を合わせることによって、サイ

バー脅威を、その影響を軽減しビジネスの混乱の可能性を

最小化するような方法で管理し、軽減することが可能です。

3 www.weforum.org/issues/partnering-cyber-resilience-pcr 

http://www.weforum.org/issues/partnering-cyber-resilience-pcr
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要約すると、サイバーセキュリティに対する安全で、警戒を怠らず、かつ回復力に富んだアプローチのレンズを

通して検討すべき、重要なポイントとなる5つの質問は以下の通りです。 

私たちは正しい事柄に焦点を合わせているか？

しばしば問われますが、達成することが困難です。貴社の組織において価値がどのように生み出されてい

るか、貴社の重要な資産がどこにあるか、それらが主要な脅威に対してどの程度脆弱であるかを理解しま

しょう。徹底的な防御を実践しましょう。

私たちは正しい人材を有しているか？

量より質が大切です。すべてを社内で行うための十分な人材がいない可能性があるため、ソーシングの意

思決定に対する戦略的なアプローチを取りましょう。セキュリティチームは現実のビジネスの各分野に焦点

を合わせていますか？

私たちは能動的か受動的か？

セキュリティのための改造には高い費用がかかります。貴社の管理プロセス、アプリケーション、およびイン

フラにおいて、あらかじめこれを構築しましょう。

私たちはオープンさおよび協力を奨励しているか？

パートナー、法執行機関、規制当局、およびベンダーとの強力な関係を構築しましょう。グループおよび機

能をまたがる内部の協力を培い、人々が自分自身を守るためにリスクを隠していないことを確実にしましょ

う。

私たちは変化に適応しているか？

脅威およびリスクの情勢に対する恒久的な適応の文化を確立するため、方針のレビュー、評価、および危

機対応プロセスの演習を定例化すべきです。

攻撃者はどの資産を最も価値があるとみなし

そうでしょうか？どのような攻撃のシナリオが考

えられるでしょうか？

1
  2
3
4

5
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サイバーリスク管理戦略の

一要素としての

サイバー保険

ステファン・ユールト

（Stéphane Hurtaud） 
パートナー

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

ティエリー・フラマン

（Thierry Flamand） 
パートナー

保険リーダー

デロイト・ルクセンブルク

ローラン・デ・ラ・ヴェシエール

（Laurent de la Vaissière） 
ディレクター

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

アファフ・ハウンカ

（Afaf Hounka） 
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サイバー犯罪の着実な増加と共に、さまざまな業界に

わたる多くの組織がサイバー攻撃を受けやすくなって

います。最近のサイバー攻撃は、侵害が不可避であ

り、かつ極めて有害であり得ることを示しています。サ

イバー侵害は、目に見えるコスト、ブランドの失墜およ

び消費者行動の変化につながる可能性があります。

この文脈において、多くの組織がサイバー攻撃は不可

避であると理解するに至っています―これはサイバー

攻撃が「起こるかどうか」の問題ではなく、「いつ起こる

か」の問題です。100%安全であることは不可能です

が、組織は健全なサイバーリスク管理のアプローチを

策定することにより、サイバーリスクを許容可能な水準

に抑えるための防止、発見および対応活動に係る多

数のリスク対応手段を導入することができます。さら

に、進化し続けるサイバーリスクの情勢は、サイバーリ

スク管理のアプローチに係る補完的要素の一つとして

のサイバー保険への関心を促していますが、これは組

織がサイバーインシデントに関連するリスクの一部を

その保険プロバイダーに移転させることを可能にしま

す。

サイバー犯罪のコスト

過去十年間における最大のデータ漏洩は、影響を受け

たそれぞれの企業に何億ドルものコストをもたらしまし

た。

• 2014年におけるデータ漏洩1件当たりのコストは、

（国によって）1.37百万米ドルから5.85百万米ドルで

あった（図表1） 

• 複数のアナリストのレポートによると、漏洩した記録1
件当たりの平均コストは78米ドルから277米ドルであ

る

当該コストは、侵害の調査、復旧活動、顧客への通

知、信用の監視、評判の管理、法務費用および和解、

ならびに規制上の罰金によるものです。

図表1：データ漏洩の平均合計組織コスト（単位：百万米ドル） 

0 1 2 3 4 5 6 7 

出典：ポネモン・インスティテュート「2014 Cost of Data Breach Study: Global Analysis」 
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今日のサイバー保険市場

サイバー保険は、以下の3つの幅広い分野における

保険の補償を提供することにより、組織の積極的なセ

キュリティ対策を補完することができる

• データの漏洩または喪失に係る賠償責任

• 復旧コスト（例えば、侵害の調査、影響を受けた当事

者への通知などに係るコスト）

• 規制上の罰金／ペナルティおよび和解コスト

テクノロジーの利用がこれほどまでに普及してきた中で、

サイバー保険の需要は、保険プロバイダーの数と共に増

加しています。

米国のサイバー保険市場はグローバル市場の約90%を

占めており1、当該地域で見積もられる2014年の年間総

計上収入保険料は20億米ドルと、2013年の13億米ドル

から増加しています2。早期導入者の多くが、大量の個人

情報（personally identifiable information：PII）を持つ金

融サービス企業、小売業者および医療機関であったこと

にハイライトを当てることは重要です。

米国の強制的なデータ漏洩通知法のため、米国のサイ

バーセキュリティ保険市場はEUと比べてはるかに急速に

発展してきました。しかし、来たるEUの一般データ保護規

則（General Data Protection Regulation：GDPR）が個

人データの漏洩について監督当局に迅速に通知すること

を要求する可能性が高いと思われることから、欧州市場

は中長期的に追い付くと予想することができます。

サイバー保険はリスク管理の

一要素に過ぎず、サイバーリ

スクを全面的に取り除くことは

決してできません

サイバーインシデントの増加にも関わらず、組織の間にお

けるサイバー保険の適用は依然として低い水準にとどまっ

ており、「Chubb 2012 Public Company Risk Survey」に
よると、意思決定者の63%がサイバーリスクについて懸念

しているにも関わらず、サーベイに参加した上場企業の

65%がサイバー保険を購入していません。これは主として

以下によるものです。

• 認識不足―多くの経営幹部は、サイバーインシデントに

関連するコストを過小評価している、および／または自

社の一般賠償責任契約の下ですでに付保されていると

誤って理解している

• 引受けの複雑性―データ漏洩の件数の増加によってい

くつかの保険会社はより慎重になっており、サイバー保

険の潜在的な買手は、引受プロセスに関連する複雑性

（例えば、リスク調査の詳細さ、第三者のリスク評価の

潜在的な利用など）に尻込みしてしまう可能性がある

• 保険の補償とリスクエクスポージャーを整合させるとい

う課題―サイバーリスクが組織にもたらす合計コストを

適切に理解し、提案された条件および契約が組織のニ

ーズを満たすかどうかを判断するためには、ITおよびリ

スク管理の幅広い専門知識が要求される

全体として、サイバー保険市場は依然として未成熟で

あり、以下の通り改善の余地がある

• さまざまな補償が提供されており、契約はプロバイダー

によって大幅に異なる

• どのセキュリティ統制および商品が最も効果的であるか

に基づいて保険料を調整するために保険会社が利用可

能な保険数理データが限られている

• 一部の分野における補償が不十分である（例えば、サイ

バー保険は知的財産の盗難または評判に対する損害、

および結果として生じ得るビジネスの低迷を補償するこ

とには向いていない）

1  Gartner Inc. 
2  Betterley Risk Consultants「The Betterley Report: Cyber/Privacy Insurance Market Survey 2014」 
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サイバー保険によって提供される補償

伝統的な保険契約はサイバーリスクに関連するいくつかの特定の分野を補償するためのオプションを提供している

ことがありますが、これらはすべての潜在的なコストおよび損失を全面的に補償するよう設計されていません。

図表2：伝統的な保険とサイバー契約の比較 

ネットワークのセキュリティ

プライバシーの侵害

メディアの賠償責任

専門的サービス

ウイルスへの感染

データへの損害

侵害の通知

規制上の調査

恐喝

ウイルス／ハッカー攻撃

サービス妨害攻撃

ビジネスの中断による損失

サイバー保険契約には、購入の際に検討する必要

のある以下のようなさまざまな補償オプションおよび

前提条件がある

• ファースト・パーティ・カバーはサイバーインシデントに

対応して企業で直接発生した損失（直接費用）を補償

し、一般に盗難および不正、フォレンジック調査、ビジ

ネスの中断、恐喝、ならびにコンピュータデータの喪

失および復元が含まれる

• サード・パーティ・カバーはサイバーインシデントに対

応して第三者で発生した損失を補償し、一般に訴訟、

規制当局への対処、通知コスト、危機管理および信

用の監視が含まれる

サイバー保険は、個々の顧客に合わせて引受けおよび

価格決定が行われます。よってサイバー保険契約は、

保険会社をより高いリスクから保護するために適用除

外を定めたり、制限を課したり、条項を追加したりするこ

とがあります

（例えば、クラウドコンピューティングプロバイダーによる不

履行、暗号化されていない機器における個人データまたは

その他の機密データの保存、プログラミングのエラーによる

コンピュータソフトウェアの不具合）。

一般に、サイバー保険は以下を提供することができな

い

• レピュテーショナルリスクからの保護―情報セキュリティ

の侵害に係る金銭的請求を行うことはできるものの、組

織のブランドに対して加えられた損害は、容易に修復し

たり保険会社に移転させたりすることができない

• リスクの除去―サイバー保険であるかその他の保険で

あるかに関わらず、保険が組織に提供するのはリスクを

移転させる機会であり、リスクを取り除く機会ではない

• 情報セキュリティプログラムの代替―強力なセキュリティ

統制および包括的な情報セキュリティプログラムは、サ

イバー保険を購入するための必須条件である

可能

補償
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図表3：サイバー保険の一般的な保険料 

企業の規模
（収益に基づく）

小規模企業
（1億ドル未満）

中規模企業
（1億ドル～10億ドル）

大規模企業
（10億ドル超）

補償 1百万ドル～5百万ドル 5百万ドル～20百万ドル 15百万ドル～25百万ドル超

年間保険料
（補償のコスト）

補償百万ドル当たり

7,000ドル～15,000ドル
補償百万ドル当たり

10,000ドル～30,000ドル
補償百万ドル当たり

20,000ドル～50,000ドル

一般的な補償のサブリミット（支払いの制限）

サブリミットは、補償の一つの側面に対する支払いを補償合計の10%～50%に制限する可能性がある

通知コスト 100,000ドル～500,000ドルの限度 500,000ドル～2百万ドルの限度 1.5百万ドル～2.5百万ドルの限度

危機管理コスト 250,000ドル～1.25百万ドルの限度 1.25百万ドル～5百万ドルの限度 3.75百万ドル～6.25百万ドルの限度

法務および規制防御費用 500,000ドル～2.5百万ドルの限度 2.5百万ドル～10百万ドルの限度 7.5百万ドル～12.5百万ドル超の限度

出典：保険プロバイダーのウェブサイトに対するデロイトの調査 

例として、サイバーインシデントに対して3,000万米ドル

を補償するサイバー保険契約を購入した大手クレジット

カード処理会社を考えてみましょう。不幸なことに、数百

万枚のクレジットカードに関わるデータ漏洩により、この

企業は不正な支払いに係る補償として1億4,500万米ド

ル超を支払うこととなりました。この状況において、この

被保険者は1億1,500万米ドルを支出しなければなら

ず、十分な補償を受けられませんでした。

組織が必要とするサイバー補償をより効果的に評価す

るため、保険会社はサイバー保険契約の引受けに係る

より厳密な手続を導入し始めています。

この手続には、以下のような十分に定義された多数の

ステップが含まれる

• 開始―サイバー保険ブローカー／プロバイダーは顧客

に対し、その情報技術（information technology：IT）お
よびセキュリティ環境に関する自己評価用紙に記入する

よう求める

• 評価―サイバー保険プロバイダーは、当該自己評価を

レビューした上で顧客の現地評価を手配する。リスクの

高い顧客については、サイバー保険プロバイダーは、当

該顧客に関する第三者のリスク評価を当該顧客のコスト

負担により実施するよう求める

• レビュー―第三者のリスク評価パートナーは、ITの基本

的な実務およびセキュリティのリーディングプラクティス

に基づき、結果をサイバー保険プロバイダーに提供する

• 報告―サイバー保険プロバイダーは、第三者のリスクパ

ートナーの提言を用いて自身の評価報告書を作成する

• 引受け―サイバー保険プロバイダーは補償および免責

（該当する場合）を最終決定し、自身の評価報告書に基

づいて保険料を計算する
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サイバー保険の選択に係る主要な考慮事項

サイバー保険契約を選択する際は、以下の考慮事項

に注意を払うことを推奨します。

貴社の組織のリスクエクスポージャーを理解する

• 要求されるサイバー保険の補償の種類および金額を

理解するため、貴社の現在のサイバー・リスクエクス

ポージャーを評価する

• 統制が十分に確立され、定期的にテストされている分

野においては、補償が要求されない可能性がある

契約の複雑性を理解する

• さまざまな保険契約が利用可能であり、これらはしば

しば厳格な引受プロセスを要求する―保険に加入す

るために満たす必要のある前提条件の理解にあらか

じめ時間を費やす

• また、貴社がその対価を支払うことになる補償を利用

できることを確実にするため、契約の免責事項（該当

する場合）を理解することも重要である

保険料のコストと統制の導入コストのバランスを取

る

• 保険契約はリスクの移転に役立ち得るものの、組織

は、サイバー保険の補償に投資することの妥当性を

判断するための費用対効果分析を実施すべきである

• 社内で対処できないリスクをカバーするために、サイ

バー保険を購入するようにする

請求プロセスを理解する

• すべてのサイバーの請求が等しく取り扱われるわけ

ではない―保険の購入に先立って、請求を提出する

ために何が必要とされるかを知り、貴社がそれらの

要件を満たせることを確実にする

• インシデントが発生した場合、保険会社はしばしば、

組織が正式なインシデント対応プロセス―ログ、電子

メール、フォレンジックスキャンおよびその他の証拠

の保存を含む―を、当該証拠の完全性を維持するよ

うな手法を用いて実行することを要求する

サイバー保険商品は、強固な情報セキュリティプログラ

ムの代替にはなりません。

サイバー保険はリスク管理の一要素（すなわち、リスク

の移転）に過ぎず、サイバーリスクを全面的に取り除く

ことは決してできません。組織は、サイバー保険を真剣

に検討する前に、まず成熟した情報セキュリティプログ

ラムを策定し、自身のサイバーリスクの合計コストにつ

いての理解を深めるべきです。
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「受動的に能動的」になる

今日の環境における

コンプライアンスリスク

管理の見直し
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はじめに

グローバルな金融市場における最近の変化および継続中の変

化を踏まえ、金融サービス業界の監督および規制への注目が

著しく高まっています。既存の法律、ルールおよび規則の変更

は、新たな要件および規制上の見込みと相まって、金融機関の

業務モデルに重要な影響を及ぼす可能性が高いと思われま

す。

規制改革の結果として、グローバルな規制環境は流動的かつ

ますます複雑になってきており、これは現在も継続しています。

金融機関は、多数の新たな規制上の義務、リスク負担の制限

の厳格化、規制当局による日常的な指示の増加、第三者への

依拠に係る厳格な検査の増加およびコンプライアンスのコスト

の増加に直面しています。
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規制の変化は、主に以下の要因の結果である

• 監督：新たな環境はより規範的であり、より柔

軟性が低く、より予測しにくい

• 法律および規則：規制当局は、健全性基準の

強化、秩序ある破たん処理スキームおよび消

費者保護の強化を通じたリスクの軽減に焦点

を合わせている

• 規制リスクを生じさせる業務プロセスの重視：

規制当局は、特に業務の失敗がコンプライア

ンスリスクを高め消費者に影響を及ぼす場合

において、オペレーショナルリスクの監視の強

化に関する見込みを明確に示している

• 執行：金融危機の結果として、消費者および

取引関連の活動にまつわる執行を含め、規制

文化はより執行主導になってきている

• グローバルな規制の協調：規制当局は、包括

的な監督戦略を持つことを確実にするため、

国境を超えて協力を強化している

この環境は、コンプライアンスの新たな現実を受

け入れなければならない金融機関の経営者およ

び取締役会にとっての新たな課題を生み出してい

ます。コンプライアンスを維持するため―かつ執

行に伴って生じる多額の罰金およびレピュテーシ

ョナルリスクを回避するため―に準備する必要の

あるコンプライアンスのインフラ（例えば、人員、プ

ロセス、およびテクノロジー）の規模および全体像

はどのようなものでしょうか？

コンプライアンスに関して、組織全体が一貫した力

強い方法で行動しているでしょうか？これらは、多

くの金融機関が最近取り組んでいるいくつかの種

類の質問です。結果として、新たなコンプライアン

スの枠組みの輪郭が明らかになり、具体化し始め

ています。本レポートにおいて私たちは、業界のリ

ーダーたちが規制上の検査の厳格化および強制

化に対応する中で用いている、多くの重要なツー

ルおよび考慮事項のいくつかについて説明しま

す。
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自社のベースラインを見付ける：戦略的自己評価

金融機関がすべての法律、ルール、規則および規制上の

指針を自社が遵守していることを判断するための出発点

は、新しいグローバルな規制環境を踏まえ、全体的なコン

プライアンスリスクの管理プログラムの戦略的自己評価を

実施することです。多くの組織にとってこれは今日一般的

に用いられる手法ですが、「知ること」は必要不可欠ではな

いという主な理由から、規制上の指針に係る自社の遵守の

水準を能動的に評価するために要求される取組みを実際

に行っている組織はほとんどありません。今日、貴社の知

らないことが貴社の組織に損害を与える可能性があり、多

くの金融機関は、自身が規制当局の先を行くために受動的

に能動的になりつつあることに気付いています。

「コンプライアンスおよび銀行のコンプライアンス機能

（Compliance and the Compliance Function in Banks：
BCBS 113、2005年4月）」、「健全なオペレーショナル・リス

ク 管 理 の た め の 諸 原 則 （ Principles for Sound 
Management of Operational Risk：BCBS 195、2011年6
月）」ならびに「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関

す る 諸 原 則 （ Principles for Effective Risk Data 
Aggregation and Risk Reporting：BCBS 239、2013年1
月）」を含むバーゼル銀行監督委員会（Basel Committee 
on Banking Supervision：BCBS）のいくつかの白書、なら

びにその結果として作成されたさまざまな国内の規制当局

による指針は、特定の規制上の諸原則を全面的な要件へ

と進化させたと言えるでしょう。結果として、多くの金融機関

がそれらに対処するためのコンプライアンスリスク管理の

枠組みを導入しています。しかし、多くの金融機関によるこ

れらの枠組みの実行は、引き上げられた規制基準を満た

すのに不十分であると規制当局はみています。

この不足はしばしば、コンプライアンスの管理者およびスタ

ッフに係る独立性の確立の不十分さ、ならびにコンプライア

ンスの予算、人員への報酬、パフォーマンスの評価、コンプ

ライアンスのテスト、教育研修、方針、手続およびコンプラ

イアンス上の問題の効果的な上級者への報告の十分性に

まつわる意思決定を含んでいます。これらは、金融機関が

企業全体にわたるコンプライアンス上の問題を効果的に集

計し、分析し、報告し、これに総合的に対処する能力に影

響を及ぼす可能性があります。

戦略的自己評価は、コンプライアンスリスクがビジネスライ

ンと全社の両方のレベルにおいてどのように監視されてい

るかを識別し評価するための重要なツールとなり得ます。

加えて、戦略的自己評価は、問題および不遵守を能動的

に識別し、検査の開始日に先立ってかかる問題に対処す

るための時間を確保する助けとなることにより、組織が内

部監査および規制上の検査に備えるにあたってこれを助

ける極めて重要なものとなり得ます。自己評価を実施する

際は、規制上の指針をビジネス／全社の統制およびプロ

セスと結び付けることが賢明であり、これは組織内のどこ

で要件が満たされているか（またはどこで要件が欠けてい

るか）についての追加的な知見および透明性を提供するた

めに役立ちます。

自己評価は、コンプライアンスプログラムの枠組みの主要

な構成要素（図表1を参照）である特定の側面を分析する

ための基礎として用いることができます。これらの主要な

構成要素には、ガバナンス、リスク評価プログラムならび

に統制、方針および基準、コンプライアンスの監視および

テスト、報告およびコミュニケーション、コンプライアンスの

教育研修、コンプライアンスのテクノロジー、ならびに規制

上のやりとりおよび調整が含まれます。これらの構成要素

に関しては、新たに浮上したものであり、効果的なコンプラ

イアンスプログラムの設計および実行に対する業界の共

通課題であるように思われます。

これらの課題は、BCBSによる113のコンプライアンス

の諸原則における焦点を浮彫りにしており、とりわけ以

下が含まれる

• 固定的な報告だけでなく有意義なコンプライアンスリス

ク情報および分析能力を生み出すコンプライアンスリス

ク管理への全社的なアプローチ

• 独立したコンプライアンスの監視を支える正式かつ体系

的なプロセスならびに明確な責任および説明義務

• 統制の有効性および法令の遵守を評価する、リスクに

焦点を合わせた包括的なコンプライアンスの監視およ

びテスト

• 取締役会および上級管理者による効果的な監視を促

進するための分析および報告ツール
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図表1：強固な規制遵守リスク管理プログラムの重要な構成要素 

• リスクに焦点を合わせたコンプライアンスの教育研修に

係る必要性の評価を実施する

• 全社とビジネスライン／シェアードサービスの両方のレ

ベルにおける教育研修計画を策定する

• 必要に応じて、役割に基づく教育研修プログラムを策

定する

• 教育研修セッションを実施する

• 教育研修の内容を規制要件および指針と結び付け、ア

ップデートおよび維持する

• 報告要件を識別し、ダッシュボードおよび重要な主要リス

ク指標を策定する

• 上級管理者および取締役会、規制当局、ならびに内部監

査に対し、継続的かつ定期的な報告を提供する

• コンプライアンスのコミュニケーション計画および重要なメ

ッセージングの頻度を確立する

• 識別された規制遵守上の問題を責任者に上申するため

の正式なコミュニケーションの手順を確立する 

取締役会および上級管理者による監視を含む「コンプ

ライアンスの文化」を設定および維持する 

明確な役割および責任を確立する（例えば、第 1、第

2、および第 3 の防衛線における役割および責任、な

らびにこれらの間の役割および責任の説明） 

定義されたガバナンスおよび経営者のコンプライア

ンスリスク委員会を決定する 

ガバナンスおよび経営者のコンプライアンスに係

る適用される規制要件および／または指針のラ

イブラリ（例えば、法律の一覧）を確立および維

持する

定義された法令を、適用されるビジネスラインおよ

びシェアードサービス機能にマッピングする 

共通のリスク言語、定義、および許容水準を確立

する 

リスクの高いコンプライアンスの重点分野を優先

順位付けおよび識別するための手法を策定する 

リスク評価プログラムとコンプライアンスプログラ

ムのその他の構成要素を整合させる 

最近および計画の検査活動および発見
事項に係る全社的な視点を維持する 
規制当局とのコミュニケーションの手順

を決定する 

規制上の質問を受け取り、これに対応す

るための標準的なプロセスを確立する

規制上の議論に関与すべき、第 1 およ

び第 2 の防衛線内の重要な利害関係者

を識別する 

ガバナンス 
リスク評価 
プログラム 

規制上のやりと
りおよび調整 

強固な規制遵守リスク
管理プログラムの重要

な構成要素 

方針、手続、
および関連
する統制 

正式な規制遵守リスクの方針、手続、およ
び関連する統制の文書化を策定および維
持する 
ビジネス運営の諸原則を確立し、環境に適

合させる 

必要に応じて、方針、手続、および関連す

る統制の文書化を規制上の指針に結び付

ける 

詳細なビジネスの要件を策定する 
コンプライアンスにより活用される重要な

テクノロジーのプラットフォームを識別およ

び文書化する 

テクノロジーのプラットフォームを評価し、

可能な場合は既存のインフラを活用する 

可能な場合、リスク評価、テスト、報

告、および問題の管理に係る自動化を

追求および利用する 

コンプライアンス

のテクノロジー 

コンプライアン
スの監視および

テスト 

コンプライアンス
の教育研修 

報告およびコミ
ュニケーション 

コンプライアンスリスクの評価の結果に基
づき、監視およびテストの範囲および頻度
を確立する 
コンプライアンスのテストおよび監視のスケ

ジュールを策定する 

コンプライアンスの統制の定期的なテスト

および監視を実施する 

是正措置または改善計画（例えば、強制

的行動計画および規制上の発見事項）を

測定および監視する 
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地図を作る：戦略計画

組織がそのベースラインを決定し、コンプライアンスプログ

ラムのギャップ（該当する場合）を識別すると、次のステッ

プは戦略計画を構築することです。銀行は実施中の戦略

計画には事欠きませんが、コンプライアンスに関してはし

ばしばかなりの沈黙期間があります。多くの人々にとっ

て、これは主として、コンプライアンス機能は成長志向か

つ利益主導のビジネスラインと比べて重要でないものとし

て見られているという事実によるものです。米国連邦準備

制度理事会の元理事で、現在は米国の一流金融機関の

取締役会メンバーであるスーザン・バイス（Susan Bies）
氏の言葉を借りれば、「コンプライアンスの文化は、事業

の遂行を統治する適切な倫理的姿勢を―組織のトップか

ら―確立すべきです。多くの場合において、上級管理者

は、コンプライアンスを主にコストセンターとしての考える

ことから、純利益に影響を及ぼす可能性のある法務リスク

およびレピュテーショナルリスクから身を守るにあたっての

コンプライアンスの恩恵を考慮することへと移行しなけれ

ばなりません」1。 

現実においては、コンプライアンスが中核的な事業戦略に

ますます組み込まれるようになっている中で、コンプライア

ンスをコストセンターとする視点は急速に時代遅れになり

つつあります。規制の遵守を組み込むことなく戦略的目標

を達成するところを想像することは困難です。実際に、強

力なコンプライアンス機能は、組織が効率的かつ効果的な

リスク管理を通じて法務リスクおよびレピュテーショナルリ

スクを軽減し、さらに価値を解き放つことによって、競争優

位を獲得するための助けとなることができます。よって、自

己評価という重要なステップを踏んだ上で、もう一つの答

えるべき基本的な質問があります―私たちはどのようにし

て私たちのコンプライアンスの現在の状態に係る評価を受

け、この情報を私たちの将来のビジョンおよび目標を構築

するために活用するのでしょうか？詳細な戦略計画を構

築することが、次の極めて重要なステップです。

コンプライアンスに係る戦略計画とは、コンプライアン

ス機能に係る正式なビジョンおよび戦略―以下のよう

ななじみのある戦略レベルの質問に答えるもの―であ

る

• 私たちのコンプライアンス機能は何を達成しようとして

いるのか？

• コンプライアンスの使命およびビジョンは何か？

• コンプライアンスは中核的な事業目標をどのように支え

るのか？

• テクノロジーおよびツールの利用を通じてさらなるコスト

効率を推進する機会があるか？

また、これはコンプライアンスリスクのみに係る戦略計画で

あり、リスク管理全体に係る戦略計画ではないことを念頭

に置くことも重要です。組織は、リスク管理に係る戦略的ビ

ジョンをすでに持っているかもしれません。しかし、コンプラ

イアンスリスクは今日極めて重要であるため、コンプライア

ンス固有の策定の必要性に照らして組織の全体的なビジ

ョンを考慮した、独自のコンプライアンス固有の戦略計画

を必要としています。

コンプライアンス機能に求められる役割に関する明確性の

大幅な向上を組織に提供することに加えて、かかる計画

は、規制当局とのコミュニケーションにおける有益なツー

ルとなり得ます。規制当局は、急激に変化する環境におい

てコンプライアンスを維持または達成することが、おなじみ

の魔法の杖の一振りで一夜にして実現することのないで

あろう困難な命題であることを認識しています。基本的、

中核的かつ日常的なコンプライアンス活動とは別に、規制

当局は、組織が―取締役会および経営チームと共に―そ

こに到達するための計画を持っていることを知ることも望

んでいます。戦略計画は、確実に助けとなり得ます。

1    スーザン・シュミット・バイス（Bies, Susan Schmidt）「Enterprise-Wide Compliance Programs」（債券市場協会の法務・コンプライアン
ス会議における発言：ニューヨーク州ニューヨーク市、2004年2月4日）。
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040204/default.htm 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040204/default.htm
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実行がすべて：行動計画

戦略計画を構築した上で、詳細な行動計画を通じ、当

該計画を実行するための詳細な行動およびマイルスト

ーンを定義および文書化すべきです。行動計画は、自

己評価のプロセスにおいて識別されたギャップ、戦略

計画の導入のために要求される行動、および当該金

融機関のコンプライアンスの管理に関する保留中の規

制上の発見事項（該当する場合）に対処すべきです。

それぞれの行動について、関連する目標完了日を識

別すべきです。特にいずれかの行動に関連する保留

中の規制上の発見事項がある場合、行動計画は内部

監査および規制当局と共有され、かつ日付は環境に

適合させられる可能性が高いと思われることから、こ

れらの日付は文書化に先立って厳重に検討および議

論されるべきです。

加えて、特定の経営幹部にそれぞれの行動に対する

説明責任を負わせるべきです。経営幹部の説明責任

およびトップの姿勢を示すことは、規制上の期待に応

えるにあたって、かつおそらくさらに重要なことに、金

融機関のアソシエイトの支持を得るための組織の変革

が進行中の場合において、鍵となります。金融機関の

戦略計画および目標業務モデルを運用可能にするに

あたってアソシエイトが不可欠な役割を果たそうとする

意欲は、将来ビジョンの達成に欠かせないため、彼ら

が変化への取組みを経験することは極めて重要です。

行動計画の効果的な実行は一般に、ガバナンス、コン

プライアンスリスク管理委員会、グローバルなコンプラ

イアンスの方針および手続、リスク評価プロセスおよび

監視、テストの手法および計画などの企業のコンプライ

アンスプログラムにおけるさまざまな要素の修正につ

ながります。

これは一夜にして実現しない

金融機関が今日直面しているような新たな環境におい

て、コンプライアンスに変化をもたらすには時間がかか

ります。策定および導入すべき新たな方針および手

続、ならびに組織全体にわたって対処すべきプロセス

およびテクノロジーの影響があります。しかしながら、

活性化させるための唯一の方法は、どんなに小さなも

のであろうとも、何らかの行動を起こすことです。この

事例において、出発点は自己評価です。評価は、対処

すべき重要なギャップを疑う余地なく明らかにする重要

な取組みであることを念頭に置くべきです。

多くの人々は、この作業は単に慎重に扱うべきもので

はないと言うかもしれません。コンプライアンスリスク管

理への新たなアプローチは不可欠であり、今や成長計

画のこれまでになく重要な構成要素となっています。

Deloitte Development LLCの許可を得て転載。 
デロイト規制戦略センター。 

一般的な戦略計画とはどのようなものであるべきか 

戦略計画とはどのようなものであるべきかについての公式な見解はありませんが、以下に列挙した内容は、どのよ

うな主要な構成要素を考慮すべきかについての良い指針を提供しています。ここから分かるように、計画の目的

は、ギャップ分析をはるかに超えることです。これは、コンプライアンスリスク管理のための実務的かつ戦略的な指

針となるでしょう。 

• エグゼクティブ・サマリー

• ミッションステートメント

• ビジョンステートメント

• グローバルな規制環境

• 現在の状態の所見

• 将来のビジョン
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FATFガイダンス 
透明性および

受益所有権

マイケル・JJ・マーティン

（Michael JJ Martin） 
パートナー

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

エリック・コラード

（Eric Collard） 
パートナー

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

イレーヌ・サンナ

（Irène Sanna） 
アナリスト

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク
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国内法に信託に関する規定が含まれていないか、

または国内法が信託もしくは類似の法的取決めを

認識していない国は、信託の受益所有権に関する

情報の入手を免除されません

はじめに

2014年10月27日に、金融活動作業部会（Financial 
Action Task Force：FATF）は「透明性および受益所

有 権 に 関 す る ガ イ ダ ン ス （ Guidance on 
Transparency and Beneficial Ownership）」を承認

しました。FATFガイダンスは、マネーローンダリング

（money laundering ： ML ）およびテロ資金供与

（terrorism financing：TF）に対抗する国際基準を定

めたFATF勧告の解釈を支援するものです。同ガイダ

ンスは、FATF勧告24（法人の透明性および受益所

有権（Transparency and Beneficial Ownership of 
Legal Persons））ならびに25（法的取決めの透明性

および受益所有権（Transparency and Beneficial 
Ownership of Legal Arrangements））の導入におい

て、国内当局における政策立案者および実務家を支

援することを目的としています。企業ビークルは事業

活動を遂行および促進するために用いられますが、

これらは違法な活動の利益を洗浄するために不正使

用される可能性があります。当該事業を遂行している

基礎となる者に関する情報が権限ある当局によって

容易にアクセス可能である場合、違法な活動を目的

とした企業ビークルの不正使用を減少および防止す

ることができます。

法人および法的取決めの不正使用、ならびに受

益所有者の定義

関連する調査は、ペーパーカンパニー、複雑な所有

および支配構造、無記名株式などの手段を通じて、

犯罪者の身元、企業ビークルが保有する資産の目的

および資金の源泉または使途を隠蔽することを目的

とする法人および法的取決めの不正使用を明らかに

しています。さらに、複雑な法的構造が複数の法域を

伴っている場合、国際的な協力の遅さが当該情報の

回復を妨げる可能性があります。受益所有者に関す

る情報を提供することに対する企業および信託の法

的義務の不足は、ML／TFを目的として法人および

法的取決めが用いられるリスクの上昇の一因となり

ます。

法人との関連では、FATF勧告により提供された受益

所有権の定義は、当該法的事業体を最終的に所有

する者と当該法的事業体内の関連する意思決定を行

うことのできる者の両方に言及しています。当該概念

は主として、当該法人により保有される資産を実際に

所有および利用する自然人を識別することに焦点を

合わせており、代理人として取引を実施する自然人も

含まれます。法的取決めとの関連では、FATF勧告

は、かかる法的取決めを最終的に所有または支配

し、かかる法的取決めに対して支配力を行使する自

然人としての受益所有者を識別しています。

法人および法的取決めの不正使用に対抗するた

めの実効的な仕組み

2013年2月にFATFは、金融システムおよび経済が

ML／TFリスクからどの程度保護されているかを11の
直接的効果（Immediate Outcome）を用いて評価す

るためのシステムを策定しました。金融システムが勧

告24および25を遵守している場合、当該国のAML／
CFTシステムは効果的であり、したがって「マネーロ

ーンダリングまたはテロ資金供与に係る法人および

法的取決めの不正使用は防止されており、その受益

所有権に関する情報は権限ある当局によって妨げな

しに利用可能」（直接的効果5）です。 
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法人の透明性の強化―勧告24 

勧告24は、会社、基金、パートナーシップ、組合、

および財産を所有し金融機関と顧客関係を結ぶこ

とのできるあらゆる種類の事業体を含む、すべて

の法人に適用されます。

1. 当初の義務

法人の透明性を強化するため、各国はリスクベースのア

プローチに基づいてそれぞれの種類の法的事業体に適

切な措置を適用すべきであり、さらに各国は権限ある当

局が適時に情報にアクセスできることを確実にすべきで

す。法人の透明性を強化するための適切な措置の例に

は、事業体の種類およびその基本的な特徴の識別、事

業体の創設プロセスの識別ならびに法的事業体の受益

所有者に関するデータの識別および登録、識別された情

報の一般の入手可能性、対応する関連のML／TFリスク

（特定の法域および提供される特定の種類のサービスに

関連するリスクを含む）の評価があります。

2. 透明性の強化

義務を設定した後、各国は法的事業体の透明性を強化

するための措置を導入すべきです。このプロセスは、2つ
の重要な特徴―法的事業体に関する基本的な情報の入

手、および事業体の受益所有者に関する情報の入手―
を伴います。

• 基本的な情報

法的事業体に関する基本的な情報の入手は、2つの

ステップから成ります。

まず、それぞれの国は、企業に関する一般に入手可

能な基本的情報（例えば、名称、設立の証明、法的形

態および区分、登記された所在地など）を収めた会社

登録簿を持っているはずです。2番目に、法的事業体

は、当該事業体自身に関する基本的情報（例えば、名

称、設立の証明、法的形態および区分、登記された所

在地など）を収集および記録し、株主名簿ならびにそ

れぞれの株主が保有する株式数および株式の種類を

収めた十分に最新の登録簿を維持すべきです。
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• 受益所有権

法的事業体の受益所有権に関する情報収集のプロ

セスはより複雑です。法的事業体の受益所有権は、

3つの重要な規準を通じて識別されます。一番目の

規準によると、会社の受益所有者とは、単独または

他の株主と共同で（過半数持分アプローチ）、特定の

比率の所有持分の保有（閾値アプローチ）または当

該事業体に対する事実上の支配力の行使のいずれ

かを通じ、所有持分を通じて当該法人を支配するこ

とのできる自然人です。

2番目の規準は、その他の手段を通じて当該法的事

業体を支配している自然人における受益所有権を識

別します。その他の手段には、当該法的事業体の所

有権に対する支配力を実際に有している他の自然

人との個人的なつながりを持つ自然人が含まれ、ま

た自然人は、当該事業体に資金を供給することまた

は他の支配者との家族関係を有することにより当該

事業体を支配している可能性があります。

3番目の規準は、その他の2つの規準に従って識別

された自然人がいない場合に用いられる残余規準で

す。3番目の規準は、当該法的事業体内の地位に就

くことを通じて当該事業体に対する支配力を行使して

いる自然人に関連性を与えます。識別される自然人

は、上級管理者の地位に就くことを通じて、ビジネス

の実務に根本的な影響を及ぼす戦略的意思決定に

責任を負っているか、または日常的な事柄に対する

支配力を行使しています。

受益所有権に関する情報は記録され、参照のため

に利用可能であるべきです。勧告24は、当該情報が

収集され利用可能であることを確実にするための3
つの仕組みを確立しています。

1番目の仕組みを適用することにより、各国は、会社

登録簿がこの情報を取得し、最新の状態に維持する

ことを要求します。受益所有権情報を収めた効率的

透明性の向上は、間違いなく

今後の一般的なトレンドとなり

ます

な会社登録簿に含まれ得るのは、企業に関する基本的

情報および受益所有権情報、かかる情報の年次の更

新、所有構造に関する申告、受益所有者の身元の検証

などです。

2番目の仕組みによると、企業は受益所有権に関する

情報を入手し、保有すべきです。この側面に関して、株

主名簿は法的所有権に関する情報を含んでいますが、

受益所有権に関する情報は必ずしも含んでおらず、した

がってこの義務を遵守するために十分でない可能性が

あります。2番目の仕組みは、企業が受益所有権に関す

る情報を入手するための合理的な手段を講じることを要

求しています。

当該情報を入手するための合理的な手段の例には、受

益所有権情報を提供していない株主に対する制限、虚

偽の受益所有権情報を提供した株主に対する制裁など

があります。

3番目の仕組みは、既存の情報源―会社登録簿、金融

機関および指定された非金融事業者または専門家（顧

客のデューデリジェンス情報を含む）、その他の企業な

らびに権限ある当局―に含まれる既存の情報に依拠し

ています。

その他の情報源の例には、税務当局、AML／CFTの義

務の対象となっている金融機関、資産登録簿（土地、財

産、株式）などがあります。

選択された仕組みに関わらず、各国は当局との協力の

義務を負い、当該法的事業体を代表して当局と協力す

るために指定された国において一人以上の者を任命し

なければなりません。加えて、企業は情報を少なくとも5
年間保持しなければなりません。
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信託はルクセンブルクにおいて、信

託およびその認識に適用される法律

に関連する1985年7月1日のハーグ

条約を批准した2003年7月27日法に

より規制されています

法的取決めの透明性の強化―勧告25 

法的取決めは、fiducial、freehandおよびfideicomisoを含

む「信託（trust）またはその他の類似の法的取決め」と定

義されています。信託は通常創設が容易であり、登録要件

があることはまれです。各国は、法域または当該法的取決

めが提供する特定のサービスに関連するリスクを含め、信

託および類似の事業体に関連するML／TFリスクを識別

すべきです。

国内法が信託を認め、これを認識している国は、受託者が

信託の受益所有権に関する情報を入手し、この情報を最

新の状態に維持するよう要求すべきです。信託における受

益所有権情報には、委託者、受託者のプロテクター（該当

する場合）、受益者もしくは受益者群、または当該信託に

対する最終的な支配権を行使している自然人の身元に関

する情報、および当該信託の規制代理人またはサービス

プロバイダー（例えば、アドバイザー、管理人、会計士な

ど）に関する情報が含まれます。

国内法に信託に関する規定が含まれていないか、または

国内法が信託もしくは類似の法的取決めを認識していな

い国は、信託の受益所有権に関する情報の入手を免除さ

れません。

信託は、ある国の法律の下で創設されこれによって規制さ

れ得ますが、別の国において管理することができます。した

がって、すべての国が、受託者にその区分を金融機関また

は指定された非金融事業者もしくは専門家に対して開示さ

せるような措置を適用すべきです。加えて、専門受託者は

情報をその当該信託への関与から少なくとも5年間記録す

べきです。またすべての国が、信託の受益所有権に関する

情報へのアクセスを促進するための追加的な措置を手配

すべきです。いくつかの措置が上記の機能を果たし得ま

す。信託の登録簿は、権限ある当局に対して、および国際

的な協力のために適時に利用可能となるであろう、受益所

有権に関する情報を収集することができます。

権限ある当局、特に税務当局は、もう一つの重要な受益所

有権に関する情報源となる可能性があります。当局間の自

動的な情報交換は、外国の権限ある当局に対するこの情

報の引渡しを促進するでしょう。勧告22によると、指定され

た非金融事業者および専門家も、法的取決めと取引する

場合に、記録保持義務の対象となります。特に信託および

会社のサービスプロバイダーは、明示信託の受託者の役

割（または類似の法的取決めに係る同等の機能）を果たす

場合、および他の者に係る名義株主の役割を果たす場合

に、記録保持義務の対象となります。

ルクセンブルクに対する影響

FATF勧告の導入に係る最初の対象は、立法者です。国が

法人と法的取決めの両方について同勧告を遵守することを

可能にする国内規定を立法者が定めるべきである旨が、

明示的に期待されています。

同勧告の2番目の対象群は、会社および法的事業体一般

から成っています。これらは、立法者によって国レベルで定

められた規定を遵守する義務を負います。
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法的事業体は、当該会社の受益所有権に関する情報を

収集し、その記録の中で最新の状態に維持することを期

待されます。さらに、それぞれの法的事業体は、要求に

応じて当局と協力するよう指定された者をルクセンブルク

において一人任命しなければなりません。

同勧告の3番目の対象群には、指定された非金融事業

者および専門家、ならびに信託または会社のサービスプ

ロバイダーが含まれており、これらの役割は、法的取決

めに関する情報、特に信託に関する情報の識別および

入手において特に重要です。信託はルクセンブルクにお

いて、信託およびその認識に適用される法律に関連する

1985年7月1日のハーグ条約を批准した2003年7月27日
法により規制されています。

ルクセンブルク大公国は信託を認め、これを認識してお

り、信託は委託者が選択した法律に従って規制されま

す。委託者が選択した法律に関わらず、信託がルクセン

ブルクにおいて管理される場合、受益所有権情報はルク

センブルクにおいても利用可能であるべきです。勧告22
によると、指定された非金融事業者および専門家は記録

保持義務の対象となるべきです。後者の規定は、弁護士

業に関する1991年8月10日法および刑法により保護さ

れる、法律専門家の秘匿特権および法律専門家の守秘

義務と並行して考慮される必要があります。

透明性は一般的なトレンドです。今年前半、ルクセンブル

クは無記名株式およびユニットの固定化に関する2014
年7月28日法を通過させました。従来、無記名株式の保

有者は、会社の株主登録簿において識別されることを要

求されていませんでした。OECDの「税の透明性と情報

交換に関するグローバル・フォーラム（Global Forum on 
Transparency and Exchange of information for tax 
purposes）」は、すべての状況におけるこの種類の株式

の保有者に関連する情報の利用可能性を確実にするた

めの適切な行動をルクセンブルクが取るべきであると勧

告しました。当該法律の結果として、預託人は、信用機

関、金融セクターの専門家、資格を持つ弁護士、公認会

計士などのルクセンブルクの専門家でなければなりませ

ん。

デロイト・ルクセンブルクは法務アドバイスの提供に従事しておら
ず、かかるアドバイスを必要とするあらゆる事項は専門の法務ア
ドバイザーに照会されるべきであることにご注意ください。 
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金融犯罪防止の成果を

どのようにして上げるか

総合的モデルの恩恵を

受けるための導入戦略

ピエロ・モリナリオ

（Piero Molinario） 
パートナー

フォレンジック＆係争

デロイト・イタリア
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金融犯罪のコストを定量化

することは困難です―これ

が組織にとって重要な問題

となったこと、およびこの問

題が日ごとにより困難にな

りつつあることは疑う余地

がありません

はじめに

200年以上の間、学問の世界は、経済の景気循環と

犯罪の増加の間における関係を研究してきました。

犯罪活動の増加に寄与する可能性のあるその他の

側面に関わらず、直近の景気後退は、メディアで報

道される強制措置の数によって判断されるように、不

正や汚職からマネーローンダリングや脱税まで、犯

罪活動を発見しようとする探求を疑う余地なく加速さ

せました。

この点において、最近の経済危機は、世界中の金

融犯罪に対する規制上の対応におけるちょっとし

たターニングポイントとなりました。民間セクターと

規制当局の両方による軽い規制およびリスク評価

の失敗は、期待に関する情勢ならびに期待に対処

する方法および手段を著しく変化させました。

本レポートにおいて私たちは、得られた教訓に基づ

いてホワイトカラー犯罪の防止に対するこれまでに

なく普及した統合されたアプローチによって約束さ

れる恩恵を組織が受けることを可能にした導入戦

略について議論します。
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金融犯罪への対処という避けられない圧力

立法者、規制当局および執行当局は、金融犯罪とのグロ

ーバルな闘いにおいて、長い間民間セクターの代理を務

めてきたと言えます。これは特にマネーローンダリングお

よびテロ資金供与に関し金融サービス業界に当てはまり

ますが、汚職、贈収賄、不正、脱税、インサイダー取引な

どに関しその他の業界にも当てはまります。長年にわた

り、超国家的な基準設定機関および米国、英国、オースト

ラリアなどの国の特に厳格な立法者の作業は、世界的に

「高い基準を設定した」国際基準、域外に効力の及ぶ法律

および厳しい国内の規制の枠組みという目の細かい網

（例えば、FATF勧告、米国愛国者法、海外腐敗行為防止

法、英国贈収賄法など）を生み出してきました。

金融犯罪と闘う義務、および世界中の政府の強制措置に

よりもたらされる強い圧力によって特徴付けられるこの進

化は、事業を営むコストを高めました。並行して、民間セク

ターはリスク管理をさらに重視し、よってとりわけ、不遵守

のリスクおよび影響を管理し評判を維持するために、正当

性のない違法な活動の排除に積極的に努めることをさら

に重視しています。

この合致は、政府だけでなく民間セクターもが金融犯罪の

防止について携わる、極めて興味深い環境を生み出しま

した。金融犯罪およびリスク管理に関連する検査および期

待の水準の高まりが、リスクへの対処にあたって効果的な

コンプライアンスプログラムに係る内部と外部の両方にお

ける期待の高まりを目にしている世界中の企業の取締役

および上級管理者にとって、徹夜で対処する問題となった

ことは驚くに当たりません。結果として、効果的なコンプライ

アンスは事業戦略の達成の中核となりました。金融犯罪の

コスト―直接的な損失、不遵守に係る記録破りの罰金、個

人に対する刑事的民事訴訟、訴訟および評判に対する損

害が含まれ得る―を定量化することは困難ですが、これが

組織にとって重要な問題となったこと、およびこの問題が日

ごとにより困難になりつつあることは疑う余地がありませ

ん。

過去十年間にわたり、組織はマネーローンダリング防止、

贈収賄および汚職防止ならびに脱税防止の法令を遵守す

るために多額の投資を行ってきました。当初、多くの組織は

より受動的であり、より規範的な性質であった規制要件に

対応する形でしばしば方針、手続および統制を導入してい

ました。一般に、組織は縦割りで金融犯罪と闘っており（例

えば、AML部門、不正調査ユニットなどによる）、それらの

縦割り内で、規制から生じるコンプライアンスの雑事または

プロセス（例えば、顧客のオンボーディング、取引の監視お

よび報告、ベンダーの審査）に焦点を合わせていました。膨

れ上がるコンプライアンスのコストを抑制しつつ自身のリス

クエクスポージャーをより効果的に管理しようとする探求に

おいて、多くの組織は、金融犯罪をより総合的に見るように

なりました。
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断片的なアプローチから統合されたアプローチに移

行する場合

犯罪が巧妙さおよび洗練度を増し続け、一連の無関係

かつ潜在的に正常な活動および行動として個別の発見

プロセスおよび情報システムの前に現れる可能性があ

る中で、分離している金融犯罪プログラムを統合するこ

とは、組織が正確な防御の仕組みを構築することので

きる唯一の方法です。

統合されたアプローチがない場合、企業は、規制の情

勢の変化またはより機敏になった犯罪者の洗練度およ

び創造性の高まりに後れを取らないでいるための柔軟

性を全く提供しない活動に投資し続ける可能性が高い

と思われます。企業のデータにおける点と点をつなげる

方法なしでは、リスク管理の実効性は最終的に低下す

るでしょう。金融犯罪への効果的な対策を改善、または

少なくとも維持していない企業は、より大きな財務的損

失および評判の失墜を被る可能性が高いと思われ、組

織およびその従業員は、規制当局による処罰行為に対

してより脆弱な状態に置かれるでしょう。

対処するための絶望的なアプローチの遺産およびコス

ト圧力の上昇により、組織は最小限のコンプライアンス

の道を安易に選択してしまう可能性があります。しか

し、この路線を取る前に、組織はそのデータと分析をま

とめることを中心とする統合されたアプローチが、コスト

を削減しつつ同時にその金融犯罪防止の取組みに係

る質の向上に役立つかどうかを考慮すべきです。

統合されたアプローチの恩恵を受ける

金融犯罪に対する統合されたモデルは、組織横断的

なプロセスおよびデータセットの間に存在する重複、シ

ナジーおよび連携を検証するために、従来切り離され

ていた金融犯罪防止活動の各分野を関連付けることを

可能にします。その上で、上記の相互関連性は、リスク

軽減の手段、および将来犯罪が発生する確率を見積

もることのできるモデルを構築するために用いることが

でき、これは組織が受動的ではなく能動的になり、それ

によって多額の損失が生じる可能性を減らすことがで

きることを意味します。さらに、集中型モデルは管理者

が重要業績評価指標および適時かつ正確な経営情報

を導き出すことを可能にし、これらの指標および情報は

不可欠なベンチマーキングおよび報告のために用いる

ことができ、さらにこれらのベンチマーキングおよび報

告は質を高め、コストを削減することができます。

私たちのフォレンジックのパートナーであるデロイト・オ

ーストラリア事務所のイヴァン・ザサルスキー（Ivan 
Zasarsky）は、統合されたモデルの恩恵に関する以下

のような知見を私たちに提供しています―「管理される

利害の調整が優先事項となった場合、意図せぬ機会

がいくらでも生まれるように思われます。私たちが見て

きたのは、敵（悪人たち）がその業務を遂行する際（中

略）明らかに彼らはある事業単位内または特定の法域

内で活動していないということです。機関の保護が全

員の責任である場合、主要な部門およびビジネスライ

ンのリーダーの関与が不可欠です。私の経験上、全社

的な金融犯罪の生産性の調整は結果として、重複／

冗長性の削減（例えば、プロセス、アプリケーション、デ

ータなど）、リスクの透明性の向上（例えば、より効果的

な識別、管理、軽減など）ならびにマインドシェアの向

上（例えば、文化の転換、最前線における認知度の強

化、組織の内部および外部におけるコミュニケーション

の通路など）をもたらします」。

組織は、機動的かつ柔軟な「悪人たち」からこれほどに

愛されてきた、犯罪活動を区別された別個のもの（例え

ば、不正とマネーローンダリング）であるかのように取り

扱う型にはまったアプローチから、金融犯罪に対する

統合された視点およびアプローチへと移行することに、

どのようにして成功してきたのでしょうか？これに課題

がなかったわけではありませんが、一部は移行を成し

遂げており、学ぶべき教訓があります。以下は、私たち

の集合的なグローバルかつ機能横断的経験から生ま

れたいくつかの重要な考慮事項の説明です。
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全社的な金融犯罪リスク評価の発見事項を指針とす

る

金融犯罪に立ち向かうために時間とお金をコンプライア

ンスの雑事およびシステムのパッチワークに注ぎ込み続

ける代わりに、組織はむしろ、そのリスク特性の客観的な

評価から再出発すべきです。組織は、その金融犯罪リス

クに対するエクスポージャーを詳細かつ総合的に分析す

べきです。系統的かつ反復可能なアプローチによってこ

れを行うことは、現在のリスクエクスポージャーまたは最

終的なリスクエクスポージャー（例えば、顧客またはサー

ビスのサブセット、新たに創設された事業または新たな

市場において拡大中の事業、弱い手続など）を識別、評

価および定量化するだけでなく、方針、手続、および統制

に関して現在実施されている（またはされていない）関連

する軽減手段も識別、評価および定量化します。リスクエ

クスポージャー、軽減手段および結果として生じる残余リ

スクまたは「ギャップ」の評価から、統合された金融犯罪

防止戦略の出発点の役割を果たす、全社的なリスク評価

のヒートマップが生まれます。その上で、この金融犯罪防

止戦略から、組織は戦略、人員、プロセス、テクノロジー

およびデータ能力を調整する目標業務モデルを策定しま

す。

弾力的な統合された金融犯罪戦略を設定する

金融犯罪を効果的に発見、評価、防止しこれに対応する

ために、組織は、リスク評価の発見事項を通じて判断され

た金融犯罪リスクに対する総合的な視点に立った、十分

に機動的な戦略を設計する必要があります。静的または

受動的なアプローチは失敗する可能性が高いと思われる

一方で、断片的なアプローチは十分ではありません。機

関はその金融犯罪管理戦略を、企業戦略または顧客戦

略と同様の献身および労力によって繰り返し示す必要が

あります。機関は、自身がその取組みの焦点をどこに合

わせようとしているか、およびそれらの取組みの結果とし

て金融犯罪の軽減にどのようにして成功できるかを知る

必要があります。その上で初めて、この闘いが、共通の能

力およびシステムによって対抗する必要のある共同の取

組みであることが明確になります。

弾力的な戦略の主要な側面には、しばしば以下が含

まれる

• 金融犯罪と闘う方法および理由に関する全体的な組

織のビジョン

• 金融犯罪との統合された闘いに係る主要な柱または

テーマ（業界、リスク評価のアプローチ、トップの姿

勢、入手可能なすべてのデータの利用などに従うの

ではなく、これらを主導する）

• 全社的な達成が必要となる、効率性、実効性および質

に関する明確かつ測定可能な目標
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真に統合された目標業務モデルへの移行

組織は、それぞれの犯罪分野に係る現在の状態を全

社的に評価し、どこに向かいたいかについてのビジョン

を生み出し、目標業務モデルの概要を策定し、現在の

状態から将来の状態に到達するための助けとなるロー

ドマップを策定する（3年以上の場合であっても）ことに

より、統合された金融犯罪リスク管理に取り組んできま

した。

それぞれの犯罪分野に係る現在の状態を全社的に評

価することは、金融犯罪リスク管理のコストをコストの種

類別に評価することをしばしば伴います。この際には、

人員、テクノロジーおよびデータ（これを入手、保存およ

び分析するためのコストを含む）、データおよびその質

を管理するために用いられるプロセス、チームの組織

およびその責任、これが測定および報告される方法に

関するパフォーマンス、規制の遵守を確実にするため

に講じられるステップを考慮して評価します。

将来の状態を生み出すことは、しばしば以下の質問

に目を向けることを伴う

• 私たちは、金融犯罪リスク管理の各分野を整合させ

る機会を積極的に追求しているか？

• 金融犯罪への対処およびこれとの闘いに誰が全体

的な責任を負っているか？

• 私たちは、より効果的に整合させることのできる分野

―例えば、顧客確認（Know Your Customer：KYC）

またはベンダー確認（Know Your Vendor：KYV）の
データ定義（静的データおよび取引データを含む）、

テクノロジー、分析、調査、方針および手続、裏付け

となる基準、ガバナンス（機能別チームおよび委員会

を含む）、経営情報、教育研修の開発および実施―
を識別しているか？

統合された目標業務モデルの概要の策定は組織の独

自性を考慮すべきであり、かつここでもリスク評価の発

見事項を利用すべきです。

業務モデルの主要な分野は、しばしば以下を取り

上げている

• 戦略：金融犯罪リスクの定義、識別および評価、な

らびに金融犯罪に係る方針および枠組みを含む

• オペレーションおよび人員：構造、スキル、プロセス

の整合および最適化、業務の実効性および効率

性、ならびに人材の採用、開発および教育研修を含

む

• 外部との関係および報告：法執行機関、規制当局

および業界団体への報告ならびにメディアとの接点

を含む

• ガバナンスおよびコンプライアンス：方針の遵守およ

び順守、保証テスト、定期的な方針のレビュー、ITシ
ステムのガバナンス、ならびにインシデントおよび違

反の報告を含む

• データおよびその質：集中型データハブおよびデー

タの目的への適合性、データの質の指標および監

視、データの質に係る問題の根本原因分析ならび

に用いられるツールを含む

また、集中型アプローチは管理者が重要業績評価指

標および適時かつ正確な経営情報を導き出すことを可

能にし、これらの指標および情報は、不可欠なベンチ

マーキングおよび報告のために用いることができま

す。

最後に、この作業では、枠組みの実効性をどのような

頻度でレビューすべきか、および組織はさらなる強化を

どのような頻度で求めるべきかを決定すべきです。

現在の状態から将来の状態に移行するためのロード

マップを策定することは、「効果的」および「効率的」な

アプローチはどのように定義されているか、「質」および

「成功」はどのように定義されているかなどの質問に対

処する、一連の優先される取組みおよびプロジェクト、

ハイレベルの導入計画ならびにビジネス事例を伴う可

能性が高いと思われます。
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テクノロジーを利用する

テクノロジーが金融犯罪との闘いにおいて極めて重要な

役割を果たすことは明らかです。テクノロジーのツール

は、組織にそのデータに関するより総合的な視点を与え、

潜在的なリスク分野を浮彫りにし、組織が金融犯罪と闘う

取組みにおいて焦点および標的をより絞ることができるよ

うになります。テクノロジーが不可欠である一方で、このテ

クノロジーの設計、構築および実行は、戦略と整合してい

なければなりません。テクノロジーに係る質問は、戦略が

設定されて初めて答えられるべきです―当該テクノロジー

は、設定された効率性、実効性および質の目標を満たす

全社的な結果を生み出しているでしょうか？

分析を活用する

目標業務モデルは、犯罪の発見、防止および阻止のため

に用いることのできる質の高い実行可能な知見を提供す

る企業の金融犯罪リスク管理のエンジンルームである、中

央分析ハブを中心として構築されるべきです。既存の環境

において、これはしばしば、レガシーシステムと統合する

かまたはレガシーシステムを代替する長期計画を伴う、そ

れらのシステムからデータを受け取るデータウェアハウス

を構築することにより達成されます。

デロイトの新しい調査によると、分析は、贈収賄、マネーロ

ーンダリングおよび汚職に対処するにあたって活用されて

い な い リ ソ ー ス で す 。 Deloitte Transactions and 
Business Analytics LLPのデータ分析担当のプリンシパ

ルであるトニー・デサンティス（Tony DeSantis）は、金融犯

罪の発見および防止の取組みは多くの組織においてしば

しばその場しのぎまたはばらばらに実施されており、全面

的に統合されておらず、また企業不正行為管理

（enterprise fraud and misuse management：EFM）は、

金融犯罪の発見の管理に対するより総合的なアプローチ

を取るための一つの方法であると述べました。EFMは、組

織が複数の事業および国境をまたぐことを可能にすること

ができます。デサンティスによると、多くの組織はどこから

始めるべきか、および分析をどのようにして効果的に適用

すべきかが分からずにおり、最前線にいる人々は、焦点を

絞ったリスクベースのアプローチおよび手法による、特定

のスキームまたは問題のある地域に関する初期の取組み

に力を注いでいます。

「分析」という用語は、ビジネスおよびセクターに関する深

い知識と組み合わせることにより、通常は大量のデータま

たは個別のデータチャネル（データにおけるストーブの煙

突）によって覆い隠されている疑わしい活動を浮彫りにす

ることのできる、さまざまなデータ主導のアプローチを指し

ます。理想的には、分析は、包括的かつ正確なリスクの評

価を提供するような知見を確立するため、業務活動および

既存の金融犯罪活動を含む組織全体からのデータソー

ス、ならびに潜在的に外部ソースからのデータソースを利

用し、犯罪活動がいくつかのデータセットにわたって分散し

ている場合に特に威力を発揮します。
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人員、アカウント活動および取引の間における関連性

が見出される中で、分析者が関連付けを行い全体的な

リスクを理解するための助けとなるべく関連性を強化お

よび評価するための、単独または組合せで適用される

さまざまな手法が存在します。

分析に係るデータおよびテクノロジーに加えて、業務モ

デルは、企業横断的なデータセットの間に存在する重

複、シナジーおよび連携を検証するために、従来切り離

されていた金融犯罪活動の各分野を関連付けることに

焦点を合わせています。分析は、従来気付かれていな

かった犯罪を発見するために過去のデータに焦点を合

わせたり、企業に流入するデータを用いてより詳細な分

析を始動させる警報を発信したりすることができます。

最終的に、データは将来犯罪が発生する確率を見積も

ることのできるモデルを構築するために用いることがで

き、これは企業が受動的ではなく能動的になり、それに

よって多額の損失の潜在性を軽減することができること

を意味します。

これは仮説ではなく事実に基づいており、したがってデ

ータの量とデータの質の両方に依拠しているため、分

析ハブは関連性を推測しようとすることはありません。

場合によっては、データが誤って、もしくはシステムのエ

ラーを通じて破損しているか、または単にデータフィー

ルドが入力されていない状況に対し、データの量が救

済策を提供することができます。

分析の利用は、しばしば「干し草の山の中の針を見付ける

（見つかる望みのないものを見つける）」ことと比較されま

す。金融犯罪リスク管理に対する統合されたアプローチが

効果的なのは、分析が最終的により多くの「針」を見付ける

ためだけではなく、分析が極めて効果的に「干し草」を特徴

付け、これを取り除くことにより、効率性の向上および全体

的な金融犯罪の状況のより深い理解をもたらすためでもあ

ります。

高度な分析は、他の方法によっては容易に認識できない金

融犯罪リスクのトレンドおよびパターンを企業が予測し、識

別するために役立つでしょう。全体として、問題または潜在

的な問題が一面を飾るニュースとなる前にこれらを積極的

に識別するためのテクノロジーおよび分析を利用した、防止

および早期の発見に重点が置かれなければなりません。組

織におけるデータが増加し続けているため、静的なデータ

のプールではなく統合された全社的なデータのリアルタイム

のフローに基づく分析が、将来の鍵となるでしょう。分析、と

りわけ主要な当事者（顧客、ベンダー、従業員など）を知る

という状況における分析は、組織の事業および部門をまた

いで一貫した総合的なものでなければなりません。これは、

金融犯罪管理への対処の視点からだけでなく、効率性の視

点から見ても必須です。

分析、とりわけ主要な当事者（顧客、ベンダー、従業

員など）を知るという状況における分析は、組織の事

業および部門をまたいで一貫した総合的なものでな

ければなりません
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基本に戻る

デロイト南アフリカのディレクターであるマーク・アンリー

（Mark Anley）は、金融犯罪の軽減について最も一般

的に用いられている防止の仕組みは職務の分離およ

びジョブローテーションである一方で、当該地域におい

て最も一般的に用いられている発見の仕組みは質の

高いリスクベースの内部監査であると述べています。

敏感な組織は、徹底的かつ詳細な全社的方針の要

件、手続に組み込まれた一貫した防止原則および時の

試練に耐えてきた統制を有する金融犯罪プログラムの

策定に投資してきました。かかるプログラムは、戦略と

整合し、反復的なリスク評価の結果に基づいており、か

つ最も重要なことに、内部および外部の金融犯罪の防

止および発見において最も効果的であると規制当局、

コンサルタントおよび組織が気付いてきた、重要かつし

ばしば基本的な諸要素を含んでいます。

それらの要素には以下が含まれ得る

• 外部の独立したテスト

• リスク評価の発見事項に合わせて調整された内部監査

のテスト

• 実際の最も有名および／または最近の強制措置および

メディアで報道された事例に基づく最悪のシナリオのテ

スト

• 詳細なケーススタディを含む、金融犯罪の種類別の教

育研修

• 危険信号の例および課程修了テスト、コンサルタントに

よるシステムの実効性のテスト（取引監視システム、承

認のフィルターなど）

• リスク評価において識別されたすべての高リスクの分野

に適用される職務の分離、「4つ目」、「目的への適合

性」およびジョブローテーションの原則の全面的な導入

および反復的なテスト

テストに対する能動的なアプローチの適用は、企業がその

コンプライアンスプログラムの回避を積極的に防止するに

あたってこれを支援することができ、かつ受動的なアプロー

チと比べて通常はるかにコスト効果的です。規制要件（国

内要件と国際要件の両方）の不遵守は、結果として組織が

事業を営む各法域をまたがる大きな財務的損失およびレ

ピュテーショナルリスクをもたらす可能性があります。

テクノロジーのツールは、組織にそのデータに関す

るより総合的な視点を与え、潜在的なリスク分野を

浮彫りにし、組織が金融犯罪と闘う取組みにおい

て焦点および標的をより絞ることができるようにな

ります
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文化を変える

問題の防止または発見の失敗は、多くの場合、プログ

ラムまたは統制自体が不足しているためではありませ

ん。多くの場合、これは文化の失敗および効果的なチ

ェンジマネジメントの不足です。例えば上級リーダー

が、許容可能および許容不可能な行動に関して、強力

な、または一貫した「トップの姿勢」を示していない可能

性があります。

これはしばしば、持続不可能な必要最小限のアプロー

チを命じる、金融犯罪プロジェクトに対する財務または

範囲上の制約を通じて表れます。または単純に、新た

な方針またはプロセスを適用し実行するための、機関

全体にわたるすべての主要な利害関係者からの十分

な注目が存在していないのです。

私たちの経験上、スタッフの教育研修および啓蒙の取

組みには、しばしばリソースが不足しています。金融

犯罪を防止するためのインフラは健全かもしれません

が、その実効性は依然として実行に依存し、正しい時

に正しいことをする個人に依存しています―文化と

は、それらの適切な行動を可能にし、推進するもので

す。

この移行の達成は一般に、当該組織のための焦点を絞

ったチェンジマネジメントの取組みを伴います。金融サー

ビス企業の経営幹部および取締役はもはや、コンプライ

アンスに対する「必要最小限」のアプローチを支援するこ

とはできません。これは企業にとって、および個人として、

単純にリスクが高過ぎるのです。企業の破たんおよび規

制上のアクションは、「必要最小限」のアプローチが失敗

したこと、および将来確実に失敗するであろうことを示しま

した。組織は現在、金融犯罪リスクを積極的に軽減する

ために必要とするすべての情報を収集し、これにアクセス

できるようになっている中で、単純に余りにも無防備なの

です。

経営チームおよび上級管理者は、金融犯罪コンプライア

ンスへの取組みを明示する方法を見付ける必要がありま

す。適切な金融犯罪戦略およびコミュニケーション計画の

設定に加えて、組織は多くの場合、異なるさまざまなビジ

ネスラインおよび部門における経営者のコンプライアンス

の責任を明確に定義するために、コンプライアンスをパフ

ォーマンスの評価プロセスの構成要素とすることを検討

するでしょう。

デロイト・イタリアの許可を得て掲載。 

結論 

最近の経済危機は、世界中の金融犯罪に対する規制上の対応におけるちょっとしたターニングポイントとなりまし

た。金融犯罪と闘う義務、およびこれに付随して世界中の政府の強制措置によりもたらされる強い圧力は事業を

営むコストを高めており、同時に民間セクターはすでにリスク管理の重視を強めていました。金融犯罪およびリス

ク管理に関連する精査および期待の水準の高まりが、世界中の企業の取締役および上級管理者にとって徹夜で

対処する問題となったことは驚くに当たりません。金融犯罪のコストを定量化することは困難ですが、これが組織

にとって重要な問題となったこと、さらにこの問題が結果としてマネーローンダリング防止、贈収賄および汚職防

止ならびに脱税防止の法令を遵守するための多額の投資につながったことは疑う余地がありません。膨れ上が

るコンプライアンスのコストを抑制しつつ自身のリスクエクスポージャーをより効果的に管理しようとする探求にお

いて、多くの組織は、金融犯罪に対して総合的な視点を持つようになりました。 

組織は、機動的かつ柔軟な「悪人たち」からこれほどに愛されてきた型にはまったアプローチから、金融犯罪に対

する統合されたアプローチへと移行することに成功してきましたが、課題がなかったわけではありません。本レポ

ートにおいて、私たちはデロイトの集合的なグローバルかつ機能横断的経験から生まれたいくつかの重要な考慮

事項の説明を提供しましたが、これには、弾力的な統合された金融犯罪防止戦略の出発点の役割を果たすこと

ができるよう、全社的な金融犯罪リスク評価の発見事項を指針とすることが含まれます。この金融犯罪防止戦略

から、効果的なコンプライアンスの基本を忘れることなく、戦略と整合し、かつテクノロジーを利用し分析を活用し

たガバナンス、人員、プロセス、および統制の目標業務モデルへと移行するのです。しかし依然として、最高の統

合された金融犯罪プログラムおよび統制が実施されていても、コンプライアンスの文化が不足していれば、問題

の防止または発見の失敗が生じるでしょう。最終的に、これは上級リーダーが強力かつ一貫した「トップの姿勢」

を示すことによってのみ対処することができます。 
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ソルベンシーIIの 
枠組み内における

内部監査機能の位置付け

主要な課題

ジェローム・ソスノフスキー

（Jérôme Sosnowski） 
ディレクター

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク

ルードビック・バードン

（Ludovic Bardon） 
シニアマネジャー

監査

デロイト・ルクセンブルク

デボラ・ゲー

（Deborah Guez） 
マネジャー

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト・ルクセンブルク
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欧州の（再）保険業界に係る資本の十分性制度の抜

本的見直し全体を通じて、2016年1月1日に発効する

修正後の保険および再保険事業の開始および遂行に

関する指令2009／138／EC（「ソルベンシーII」または

「指令」）は、修正されたリスク管理およびガバナンスの

基準を導入するでしょう。

これらの修正された基準は、強制的な重要な機能の導入に

より（再）保険組織のガバナンスのシステムを進化させると思

われますが、これらの機能を十分に明示することは、健全か

つ賢明なビジネスの管理を提供するために極めて重要です。

ソルベンシーIIによって強制される重要な機能の中で、内部

監査機能は、内部統制システム、およびガバナンスのシステ

ムにおけるその他のすべての要素に係る十分な機能および

実効性の検証および評価、ならびにかかる内部統制システ

ムが組織のビジネスにとって引き続き十分かつ適切であるか

どうかの評価に、引き続き全面的な責任を負う予定で

す。

内部監査機能の役割および目標は、ソルベンシーIIの
枠組みにおけるその主要な焦点（付加価値を生み出し

オペレーションを改善することを目的とする、組織のガ

バナンスに責任を負う人々に係る保証活動）から乖離

しないであろうと予想されますが、いくつかの主要な原

則は、導入において適切に従うべきです。
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ソルベンシーII制度の下における内部監査機能の

主要な課題

内部監査機能の主要な特徴

内部監査機能は、付加価値を生み出し、組織のオペレ

ーションを改善し、規制上の義務の遵守を確実にする

ことをその役割とする、独立した客観的な保証およびコ

ンサルティング活動と定義されます。内部監査機能は、

リスク管理、保険数理機能、コンプライアンス機能およ

び内部ガバナンスプロセスの実効性を評価し向上させ

るための体系的かつ規律あるアプローチを提供するこ

とにより、ある事業がその目標を達成するための助け

となります。

また内部監査機能は、知見および提言を提供すること

によって、ある事業のオペレーションおよび関連する統

制を改善するためのツールとして見ることもできます。

内部監査機能は、独立したアドバイスの客観的な源泉

として、統治機関および上級管理者に価値を提供しま

す。

しかし、ソルベンシーIIの枠組み内における、かつ内部

監査人協会（Institute of Internal Auditing：IIA）の基準

に従った内部監査機能の適切な働きを確実にするた

め、この内部監査機能の一般的な定義にとどまらず、

主要な特徴に注意しなければなりません。

これらの主要な特徴は以下の通りである

1. 独立性および客観性

ソルベンシーIIおよびIIAの基準を遵守するため、内部監査機能は、これが監査する活動から常に独立していな

ければなりません。かかる独立性は、内部監査機能がその作業を自由かつ客観的に実施することを可能にしま

す。またこれは、内部監査機能が、その活動の適切な実施に不可欠な公平かつ偏りのない判断を客観的に下す

ことを可能にします。

実際に、内部監査機能の独立性は以下のような状況において不適合である

• 内部監査機能のスタッフが、チェックすることを要求されている任務または管理する領域と関連しない任務を

担当している

• 内部監査機能が、組織の視点から見て、管理する事業単位の中に含まれているか、または階層上それらの

事業単位に対して報告している

また、内部監査機能が持たなければならない権限は、内部監査機能が自身の取組みにおいてその責任を果た

し、自由に考えを述べ、その役割を遂行するために必要とみなされるすべての外部および内部のデータおよび情

報（これがチェックする機関のすべての事業単位における）にアクセスできることを要求します。内部監査機能の

権限は、その作業の実施において客観的でなければなりません。多くの状況においてこれが困難であり得るとし

ても、内部監査機能は独立した思考および判断を行使しなければなりません。内部監査機能の責任者は、特に

チェック対象の者を含む他の者の判断を条件として、自身の判断を下すべきではありません。

また、客観性は利益相反の回避を要求します。これを達成するために内部監査機能は、必要とされる独立かつ

客観的な精神的態度の維持を可能にすべく、監査の選択、範囲、手続、頻度、時期または報告内容に関するも

のを含め、組織のいかなる要素からの干渉も受けない状態を継続しなければなりません。また内部監査人は、

監査するいかなる活動に対する直接的な業務上の責任または権限も持つべきではありません。

したがって、内部監査人が内部チェックを導入したり、手続を策定したり、システムを導入したり、記録を作成した

り、その判断を損なう可能性のあるその他の活動に関与したりすることはありません。その判断の独立性を脅か

すことのないよう、内部監査に責任を負う者は、管理組織および内部ガバナンスの諸要素の作成または設置を

担当することはできません。ただし、この基本的な原則は、これらの者がこの点において提供する所見および提

言を通じて健全な内部統制の仕組みの導入に参加することを妨げるものではありません。

すべての場合において内部監査人は、検証する活動またはプロセスに関する情報の収集、評価および伝達にあ

たり、最高水準の専門家としての客観性を示さなければなりません。内部監査人はすべての関連する状況につ

いてバランスの取れた評価を行わなければならず、判断を下すにあたって自身の利害または他の者による不当

な影響を受けてはなりません。
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また、情報交換の向上を通じ、内部監査機能とその

他のガバナンス機能の協力が強まると予想されます

2. 熟練および専門家としてのしかるべき注意

同時に、すべての内部監査業務は、熟練および専門家としてのしかるべき注意をもって実施されなければなりませ

ん。これは、必要な場合、内部監査人がその個人の責任を遂行するために必要な知識、スキルおよびその他の能力

を持っていなければならない、またはこれらを獲得しなければならないことを意味します。 

内部監査人は、合理的な健全性および能力を持った内部監査人に期待される注意およびスキルを適用しなければな

りません。しかし、専門家としてのしかるべき注意は絶対確実性を暗示するものではなく、場合によっては内部監査機

能は、内部監査計画に従って対象に含められるべき特定の分野に関する十分な水準の専門知識を確実にするため、

当該テーマにおける外部の専門家の支援を正当に検討すべきです。 

よって、合理的な熟練および専門家としてのしかるべき注意を達成するため、内部監査人が継続的な専門能力の開

発を通じてその知識、スキルおよびその他の能力を可能な限り強化することが重要です。 

3. 職業倫理

職業倫理を守るため、内部監査機能は、IIA の内部監査の定義、倫理規定およびその基準を含む IIA の強制的な指針

を遵守しなければなりません。この強制的な指針は、内部監査の専門実務に係る基本的な要件、および内部監査機

能のパフォーマンスの実効性評価に係る基本的な要件の諸原則を構成しています。 

もちろん、内部監査機能は、当該事業の従業員の職業行動および倫理を対象に含む、会社の関連する方針および手

続も遵守しなければなりません。 

4. 内部監査規定

これらすべての主要な特徴は、内部監査機能の目的、権限および責任を定義した土台である内部監査規定に記載さ

れていなければなりません。この文書は、すべての場合において、IIA の内部監査の定義、倫理規定およびその基準

と整合していなければなりません。 

内部監査機能によって作成される内部監査規定は、会社の執行委員会と取締役会の両方によって承認されなければ

なりません。その内容は、支店および子会社で勤務する者を含め、会社のすべてのスタッフに知らされなければなりま

せん。 
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1 第 1 の防衛線は、定義済の方針および限度内でリスクを負担または引受けし、チェックを実施する事業単位で

構成されます。

実施されるチェックの種類は、以下で構成されます。

日常的な業務上のチェック

批評的な継続的チェック：検証を担当する者

権限を与えられた管理者により、自身が直接的な責任を負っている事項に関して実施されるチェック

内部監査機能は効果的なガバナンスのシステムにどのように貢献するか

内部監査機能の設置に加えて、ソルベンシーIIの枠組みの指令は、保険事業が効果的な内部ガバナンスのシステム

を実施することを要求しています。その目標は「健全かつ賢明なビジネスの管理（a sound and prudent 
management of business）」を提供することであり、ここでは内部監査機能の立場が強調されています。 

実際に、ソルベンシーIIのガバナンスシステムは4つの主要な機能、すなわちリスク管理機能、コンプライアンス機能、

保険数理機能および内部監査機能を暗示しています。

このモデルは、責任を区別し、防衛線という名前の 3 つの異なるレベルに分散させることを要求する 

3 第 3 の防衛線は、内部監査機能で構成されます。これは、最初の 2 つの防衛線に係る独立した客観的かつ批

評的なレビューを提供します。すでに詳述した通り、内部監査機能の目標は、全体的な内部統制のシステムの

デザインおよび有効性に係る独立した客観的かつ批評的な評価を提供することです。

2 第 2 の防衛線は、独立したリスクの管理に貢献します。第 2 の防衛線機能の課題は、リスク、保険数理および

コンプライアンスの戦略、アプローチ、および関連する経営情報の遵守および実行を確実にすることです。
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コンプライアンス

内部統制

手段

リスク管理

保険数理機能

取締役会 

経営者 外部監査 

第 1 の防衛線 第 2 の防衛線 第 3 の防衛線 

業務管理 
内部監査 

規制当局

図表1：3つの防衛線モデル 
 

上記の図表に示されたこのモデルは、それぞれの防衛線が各自の「縦割り」内で機能することを回避するため、

相互作用／コミュニケーションのチャネルが存在しなければならなくても、個別の機能が保険事業のガバナンス構

造内で働くという証拠を示しています。

「ガバナンスのシステムおよびリスクとソルベンシーの自己評価に関するガイドライン案に関するコンサルテーショ

ンペーパー（Consultation Paper on the proposal for Guidelines on system of governance and own risks 
and solvency assessment）」（パブリケーションEIOPA-CP-14／017）に詳述されている規制上の期待を反映し

たかかるガバナンスモデルは、保険事業の内部監査機能が達成しなければならない最も重要な課題を以下の通

り指摘しています。

1. すべてのEU諸国において、内部監査機能が今まで（再）保険事業に係る規制上の義務でなかった組織で自ら

に課すこと。この目標は、組織内における内部監査機能の役割および責任（すなわち、内部監査規定）ならびに

その運用上の手続（すなわち、内部監査計画、割当て、報告および提言のフォローアップ）の明確なコミュニケー

ションにより達成されます。

2. 内部監査業務を実施する際の独立性および客観性を維持しつつ、その他の防衛線との協力を確立すること。

3. 一方ではオペレーションの改善に関連する提言を発出する立場に立ち、同時に他方では経営者またはその他

の統治機関からの要求に応じてアドバイスを提供する立場にあると組織内でみなされるため、高い水準で熟練

すること。

このようにして、内部監査機能はこのガバナンスシステムの重要な一部とみなされ、保険事業の健全性および賢

明さに貢献するでしょう。こうした中、この新たなガバナンスの枠組みをより明確に対象に含めるにあたり、内部監

査機能はその介入の範囲を拡大しなければならないでしょう。
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ソルベンシーIIの枠組み内における内部監査機能の幅広

い役割

指令第47条は、（再）保険組織が効果的な内部監査機能を提

供することを要求しています。内部監査機能は、内部統制シ

ステム、およびガバナンスのシステムのその他の要素に係

る、十分性および有効性の評価を含んでいなければなりませ

ん。

指令は、ガバナンスのシステムは組織のオペレーションの性

質、規模および複雑性に比例するべきであると述べているも

のの、主として組織のガバナンスに責任を負う者に対する発

見事項の報告および提言において、内部監査機能が設置さ

れ、効果的に運用されていると仮定しています。

内部監査機能が効果的に働いていると仮定することは、

内部監査機能が、ソルベンシーIIの枠組みによって修正さ

れた通り、内部監査の範囲全体（活動、構成要素および

機能）を網羅した監査計画を設計および実施するよう期待

されていることを意味します。

統合された監査計画の配備を伴い、あらゆる種類の

規制要件を考慮する包括的な監査アプローチ

ソルベンシーIIのコンプライアンス項目はそれぞれの内部

監査業務の実施において含められると予想されるため、

内部監査機能はソルベンシーIIの枠組みにおけるすべて

の要件を考慮しなければならず、これは内部監査の範囲

を拡大させ、監査アプローチおよび実施中のプログラムに

対し影響をもたらします。

図表2 

ソルベンシーII 

導入 統制 開示

市場リスク
 

第 1 の柱 
最低基準（定量的要件）

第 2 の柱 
監督当局のレビュー

（定性的要件）

第 3 の柱 
市場の規律

（監督上の報告および

一般開示）

引受リスク
最低資本要件（Minimum 
capital Requirements：

MCR）に関する規則 

金融サービスの監督に

関する規則 透明性

健康保険引受リスク
 

規制当局の能力

および権限、

活動の分野 

開示要件

オペレーショナルリスク 
準備金

デフォルトリスク

ソルベンシー資本要件

（Solvency Capital 
Requirement：SCR） 

競争関連の要素
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ソルベンシーIIによって定められた内部監査任務の拡

大の一環として、リスクとソルベンシーの自己評価

（Own Risk and Solvency Assessment：ORSA）な
らびに第3の柱のコミュニケーションのプロセスおよび

結果のレビューに、以下の通りハイライトが当てられる

可能性があります。

1. 「（再）保険事業が直面しているか、または直面する可

能性のある短期および長期のリスクの識別、評価、監

視、管理、および報告のため、ならびに当該事業の全

体的なソルベンシーの必要性が常に満たされている

ことを確実にするために必要とされる自己資金の決定

のために採用されるプロセスおよび手続全体」と定義

されたORSAは、戦略的意思決定が組織の全体的な

ソルベンシーおよびその結果に及ぼす影響を浮彫り

にします。規制当局に提出される年次の報告書は、

内部監査による独立したレビューの対象となります。

このレビューはORSAのプロセスおよび結果が適切に

設計および導入されていることを確実にするために実

施され、内部監査のアプローチの一環として、ORSA
のガバナンスおよびプロセスの実効性、ソルベンシー

IIの要件の遵守および報告の適時性、適用されたリス

クモデルの適切性および組織の全体的なリスク特性

との一貫性、ならびにリスク評価を裏付ける情報の信

頼性および追跡可能性の各目標を考慮します。

2. 第3の柱の報告および開示も、ソルベンシー財務状況

報告書（Solvency and Financial Condition Report：
SFCR ） お よ び 監 督 規 制 報 告 書 （ Regulatory
Supervisory Report：RSR）に含まれる定量的情報と

定性的情報の両方の作成を支えるために実施されて

いるプロセスのレビューにより、内部監査の範囲を拡

大します。このレビューは、かかる情報がソルベンシ

ーIIの要件と整合して、すべての重要な側面において

妥当であり、信頼でき、アクセス可能であり、かつ完全

であることを確実にすることを目的とします。

その一方で、この内部監査の範囲の拡大は、組織の内

部監査機能と外部の監査人の間におけるさらなる協力

も生じさせる可能性があります。実際に、これらの報告

要件は外部監査の対象になると予想され、場合によっ

ては、外部監査人は内部監査機能が実施した作業に

依拠すると決定する可能性があります。

また、組織内において、情報交換の向上を通じ、内部監

査機能とその他のガバナンス機能の協力が強まると予

想されます。
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内部統制およびガバナンスのシステムの評価におけ

る基本的な役割

3つの防衛線のモデル内で、内部監査機能は、リスク管

理およびコンプライアンスの機能を含む、全体的な内部

統制のシステムのデザインおよび有効性に関する保証を

提供します。

「3つの防衛線」のリスクガバナンスのモデルを適用してき

たにも関わらず、一部の組織は、監視がガバナンス機能

およびその他の支援機能の間でどのように割り当てられ

るかを明示することに依然として苦心しています。

監視に係る責任の透明性の高い公正な割当ては、適切

な責任の分離と共に適切な組織構造を達成するために

極めて重要です。

第3の防衛線として、内部監査機能は、以下を行うた

めの独自の立場にある

• ガバナンスシステムの独立した評価を提供する

• 異なるさまざまな機能の間におけるコミュニケーション

のプロセスを強化する

• リスクの識別、区分および報告のプロセス全体を通じ

た共通言語の使用を促進する

図表3 

問題および業務上の
改善に係る交換

第 2 の防衛線 
リスク管理機能
コンプライアンス機能

保険数理機能
第 3 の防衛線 
- 内部監査機能

第 1 の防衛線 
- 支援機能を含む事業単位

  
 

監査およびアドバイス  

リ ス ク 管 理 （ Risk 
Management：RM）の手法
の定義およびプロセスの実
施におけるビジネスの支援日常的なリスク

管理プロセス

における協力

  

情報の共有 

監査および 
アドバイス
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内部監査機能によるガバナンスシステムの独立した評

価は、特にリスク管理機能およびコンプライアンス機能

を評価することに関連しています。

内部監査機能がリスクおよび規制に関する事項に

ついての適切な能力を持っていると仮定すると、監

査の範囲は以下のそれぞれに焦点を合わせるべき

である

• 現在のリスクと潜在的な将来のリスクの両方に照ら

したリスク管理システムの実効性および効率性

• これに関連して、リスク管理システムは、組織の活動

の結果として生じるすべてのリスクの識別、測定、評

価および報告に係るプロセスの十分性、ならびに用

いられるデータの信頼性および網羅性を含むリスク

管理情報システムの完全性および堅牢性をレビュー

する必要性を定める

• コンプライアンス機能がその責任をどのように果たし

ているかを含む、法令の遵守の監視

内部監査の範囲の拡大と共に、内部監査機能は、保

険数理に係る事項、規制に係る事項、情報技術に係る

事項などのより多様化した専門分野に対処していま

す。

結果として内部監査人は、内部統制およびガバナンス

のシステムの独立した適時のレビューを達成するため

の適切な能力が利用可能であることを確実にするた

め、その専門的スキルを継続的に拡大しなければなら

ないでしょう。

結論

ソルベンシーII によって定義された新たなガバナンスシステムは、主要な機能の配備を強制し、内部統制、リスク管

理およびガバナンスのシステムおよびプロセスの反復的な維持および評価において内部監査機能が基本的な役割

を果たすであろうことを予測しています。監査の範囲の規模を考慮したとき、この強化された役割はますます明白に

なります。

内部監査機能の効果的な導入に関して言えば、内部監査機能が従うべき既存のガイドラインおよび専門基準を超

えて、いくつかの重要な課題があります―多くの組織において、十分な専門家としての知識および業界知識は、人

的資本および専用の教育研修への投資を必要とする前提条件です。

この点において、組織は以下によりこのガバナンスの要件に対処することができます。

• 業界ならびに内部監査基準および市場慣行に関する深い知識を持つ主任内部監査人（Chief Internal Auditor）
の責任の下における、組織内の内部監査部門の設置

• または、組織に取り込まれるべき外部の専門知識の利用による内部監査機能のアウトソーシング―これにより、

効果的な内部監査機能の維持に係る全体的な責任が最終的に保たれる
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リスクアペタイト

および保証

あなたの限度を

知っていますか？

ポール・デイ

（Paul Day） 
パートナー

銀行＆資本市場

デロイト英国

ティム・トンプソン

（Tim Thompson） 
パートナー

定量的リスク＆ファイナンス

デロイト英国

スティーブン・ボイド

（Stephen Boyd） 
シニアマネジャー

リスク＆規制

デロイト英国
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効果的なリスクアペタイト

効果的なリスクアペタイトの枠組みの必要性は、これが

欠けていた金融危機の間における失敗の観察を通じて

高まりました。グローバルな指針は、「明確性の強化お

よび各国内当局の間における一貫性の水準の向上」1を

提供することに焦点を合わせています。したがって、こ

のテーマについて議論するにあたっては、各組織および

各規制当局内、ならびにこれらの間における共通言語

を確立することが役立ちます。

設計

効果的なリスクアペタイトの枠組みとは、取締役会および事業

が以下を設定、監視および管理することを全体として可能にす

るような、一連のアペタイトステートメント、限度、指標および基

準の組合せです。

• リスクアペタイト

• リスク負担能力

• リスク特性

• リスクアペタイトの限度

• リスクアペタイトのトリガー

リスクアペタイトの枠組みの効果的な設計はこれらの概念の

間における関係の明確な理解を要求しますが、かかる関係は

図表1に図示された通りです。 

図表1：リスクアペタイトの各概念の相互作用 

1    金融安定理事会「Principles for an Effective Risk Appetite Framework」（2013年11月） 

脅威にさらさ
れ た 目 標

リスク特性は
下限限度を下
回っている。
是正措置を講
じなければな
らない

望ましい範囲

リスク特性は
上限トリガー
と下限トリガ
ーの間にある

上級者 への
報告

リスク特性は
上限トリガー
と上限限度の
間にある。是
正措置を検討
するため上級
者に報告する 

企業は 継続
不可能である

リスク特性は
リスク負担能
力を上回って
いる。企業は
再建・破たん
処理計画を制
定しなければ
ならない 

脅威にさらさ
れた目標

リスク特性は

上限限度を上

回っている。

是正措置を講

じなければな

らない 

負担能力 負担能力 負担能力 負担能力 負担能力 

アペタイト アペタイト
 

アペタイト アペタイト アペタイト 

特性 

特性 

特性 

特性 

特性

上限限度 

上限トリガー

下限トリガー

下限限度 

許容可能な

リスク特性

の範囲



132 

図表2：リスクアペタイトサイクル 導入

以下のための方針およびプロセスを実施すべきです。

• リスク戦略および目標を設定し、戦略計画との整合を確実

にする

• リスク負担能力を決定する

• リスクアペタイトステートメントおよび関連する限度を設定

し、明示し、下級者に伝達する

• リスク特性ならびにこれに対するアペタイトおよびトリガー

を監視し、報告する

• リスク特性を管理する

これは図表2に表されたようにダイナミックなプロセスになると

考えられ、アペタイトおよび限度は、事業環境および／または

必要に応じたリスク負担能力の変化に対応しています。この

ダイナミズム、ならびにすでに議論した幅広く底深い事項を達

成することは、枠組みの構成要素に関する共通の組織言語

の使用によって大いに助けられます。

コミュニケーション 

3
  

4
  

1

2
 

戦略計画および目標、リスク戦略ならび

にリスク負担能力の設定, 

リスクアペタイト

ステートメント

アペタイトおよ
び 限度の明示

統制および是正
監視および報告
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戦略計画および

目標のリスク戦略

内部監査に係る考慮事項

内部監査は、リスクアペタイトの枠組みの設計とその運

用上の実効性の両方に関する保証を提供しなければな

りません。適切に機能するリスクアペタイトの枠組みに

は事業のすべてのレベルにおける主要な構成要素が

含まれており、事業レベルの活動は単に取締役会レベ

ルのリスクアペタイト活動を運用可能にするだけのもの

ではありません。したがって内部監査は、事業のすべて

の部分における適切なテストを確実に実施すべきで

す。

運用上の実効性

• リスクの指標―リスクの指標が網羅的であり、リスク

一覧表に記載され、リスクアペタイトとの関連性が明

確であることを確実にする

• 方針および枠組み―基準を設定し、それらの基準の

遵守を評価する。ビジネス実務が戦略および業務上

の制約のみによって誘導されるのではなくリスクアペ

タイトの制約内で誘導されることを確実にするため、

すべての方針の作成および管理において、リスクア

ペタイトが考慮事項となるべきである。またこれは、

方針を裏付けるための手続およびプロセスが策定さ

れる中で、活動がアペタイトに違反したりアペタイトに

影響を及ぼしたりするかを事業が容易に識別できる

ことを確実にする

• 経営情報―内部監査は、意思決定者がリスクアペタイト

の経営情報の提示を受ける方法をレビューし、指標およ

び報告の重要性、集計および適時性について質問する

ことができる

• 保証―アペタイトは保証機能内においてどのように考慮

されているか？第1ラインまたは第2ラインは、リスクアペ

タイトの一部となっていない分野に関する保証を提供して

いるか？保証を提供している場合、これはどのような付

加価値を生み出しているか？または、極めて重要なこと

として、第1ラインまたは第2ラインはリスクアペタイトに反

映されていない分野をレビューしているか？これらの要

因は組込みの不足を示唆する

• 文化および組込み―内部監査は、リスクアペタイトの理

解および管理がどの程度十分に事業内に組み込まれて

いるかを示しているであろう事業内の活動を認識してい

るべきである。これは、アペタイトの認知、または新商品

の承認プロセスや業務上の変更などの重要な意思決定

を通じて活動がアペタイトに及ぼし得る影響によって明ら

かとなる

保
証

 人
員

 

統
制

 

ハイレベル ハイレベルの全社的なリスクアペタ
イトステートメント、指標および限度

指向的 
主要なリスクドライバーならびに
関連するリスクアペタイトステー
トメント、指標および限度

詳細 

具体的 
リスクアペタイトを運用可
能にするための原則およ
び方針

詳細なリスクアペタイ
トの指標および限度

経
営

情
報

 

設計および導入

業務上の実効性

リスクアペタイト
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内部監査は、リスクアペタイトの枠組みの設計とそ

の運用上の実効性の両方に関する保証を提供し

なければなりません

設計および導入

• 戦略―内部監査は、企業内におけるリスクアペタイト

ステートメントが事業の戦略的ミッションステートメント

とどの程度整合しているかを評価すべきである。全体

として、戦略とアペタイトは調整されていなければなら

ない。リスクアペタイトの枠組みは、事業のパフォーマ

ンスを支え、これに情報を提供すべきである

• 範囲および定性的指標―これらは、リスクアペタイト

が事業のリスク領域全体について考慮されているか

どうかを評価し、この枠組みがコンダクトリスクおよび

倫理リスクまたはレピュテーショナルリスクなどの非定

量的リスクエクスポージャーをどのように組み込み、

明示しているかを評価すべきである。効果的なリスク

アペタイトの枠組みは、事業がさらされているすべて

のリスクの種類にわたってアペタイトの指標を明示お

よび集計できなければならない

• 責任―第2ラインは、管理すべきリスクアペタイトに係

る枠組み、ツールおよび基準を提供すべきである。第

1ラインはリスクアペタイトを設定し、これにまつわる意

思決定を行うべきである。内部監査は、これらの責任

がどの程度明確に定義されているかの確定に努める

べきである

• ガバナンスおよび経営情報―改善計画は、アペタイトの

集計が正確かつ適切であることを確実にするために明

確かつ一貫しているべきであり、これに従ってリスクガバ

ナンス内で追跡されるべきである。意思決定に係る説明

責任を確実にするため、明確な権限の委譲および透明

性が存在すべきである。トリガーは適切に管理され、修

正は統制されるべきである

経営情報は、アペタイトステートメントと詳細な指標および

限度を明確に区別して、適切に集計され、上級者に報告さ

れるべきです。情報に基づく意思決定を確実にするため、

何らかの制限は適切に認識され、それぞれの提示にあた

って開示されるべきです。

デロイト英国の許可を得て転載。 
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結論

• リスクアペタイトの枠組みは規制上の検査の対象になると思われるため、取締役会はこれらの質および実効性を

優先させる必要があります。

• 内部監査は、企業がリスクアペタイトの限度内で活動を管理する能力を参照することによる、統制の枠組みに関す

る取締役会に対する保証を提供する方向へと進むべきです。

• 内部監査のアクションは、包括的でかつ全面的に組み込まれたリスクアペタイトの枠組みを推進することで、枠組

みの監視により提供された情報に基づいて内部監査機能がそのより幅広い保証計画を調整できるようになり、これ

によって保証の実効性が最大化されるように努めるべきです。

• リスクアペタイトは依然として進化を続けており、企業によっては複雑なトピックとなっています。内部監査機能は、

その組織におけるリスクアペタイトの枠組みの評価と利用の両方に対するアプローチを策定するにあたり、リソース

および能力に関する制限を考慮すべきです。
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レピュテーションリスクに対する

ソーシャルメディアリスクの管理

取締役会のアジェンダにおける

ホットトピック

ヘンリー・リスターシア

（Henry Ristuccia） 
グローバル・リーダー

―ガバナンス、規制＆リスク戦略 
デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

マイケル・ロッセン

（Michael Rossen） 
ディレクター

グローバル・コーポレートガバナンスセンター

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド



137 

ソーシャルメディアのサイトは、政治、旅行、および家

族について単におしゃべりする場所にとどまりませ

ん。それは、とりわけ顧客および第三者の態度、体

験および意見に焦点を合わせた、彼らの視点に関す

る価値ある情報の、進化し続ける源泉なのです。

同時にソーシャルメディアは、ブランド／評判に対する

損害、法律および規制の遵守、セキュリティおよびプ

ライバシー、従業員／人事上の問題などのレピュテー

ションリスクの源泉となる可能性の高いものです。

抜け目のない取締役会のリーダーたちは、これに注

目しています。彼らは、組織の内部および外部の人々

が、採用や人材管理から商品開発の促進やサプライ

チェーンのパフォーマンスの強化に至るまで、新しくよ

り効率的な方法でつながり合い、交流し、情報を共有

することを可能にするためのソーシャルメディア戦略を

進めています。今日、ソーシャルメディアはあらゆる人

と接点を持ち、組織のほぼすべての機能にわたって

多くの利用がなされています。取締役たちは、ソーシ

ャルメディアが組織に及ぼす影響に目を光らせている

だけではありません―彼らは同時に参加者となりつつ

あるのです。

ある理解

レピュテーションリスクがトップレベルの問題となり、ソー

シャルメディアが評判の構築または破壊のための領域と

なる中で、取締役会のメンバーたちはより多くの質問をす

るようになってきています。それらの質問は、これらのチ

ャネルが評判および最終的な損益にどのような影響を及

ぼし得るかについてのより深い理解につながっていま

す。フォーブス・インサイトがデロイト トウシュ トーマツ リ
ミテッド（DTTL）に代わり実施した最近の調査1は、上級

経営幹部および取締役を中心とした300人を超える経営

幹部のうち88％が、重要なビジネス上の課題として明示

的にレピュテーションリスクを重視していることを明らかに

しました。

さらに、ワールド・エコノミクスが示した調査2によると、企

業の市場価値の約25％は評判に帰属しています。リー

ダーたちが、今日および将来に向かってのソーシャルの

世界における評判上の課題に対する備えおよび対応を

行うにあたって助けとなり得るようなプロセス、ツール、お

よび人材へとその組織を誘導し続けていることは、驚くに

当たりません。

1 DTTL「Reputation@Risk」（2014年10月） 

2 Simon Cole「The Impact of Reputation on Stock Market Value」（ワールド・エコノミクス、2013年2月）
http://www.world-economics-journal.com/Papers/The%20Impact%20of%20Reputation%20on%20 
Stock%20Market%20Value_3d2cbd00-f485-4dfe-b9bb-76b22c0c64ef.paper 

http://www.world-economics-journal.com/Papers/The%20Impact%20of%20Reputation%20on
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ある進化

新しいレピュテーションリスクと古いレピュテーションリス

クは、ソーシャルの領域において姿を変え、進化するリ

スクが絶え間ない状態を生み出しています。不満を持ち

主張する顧客は、常に評判に対する脅威となっていま

す。今や彼らは、ソーシャルのプラットフォームを通じて、

その不満を瞬時に世界中に示すことができます。個人が

新しい共有の手法を発見し、ソーシャルメディアのツー

ル自体が進歩し、新しい情報の検索／発見ツールが企

業に対する認知に影響を及ぼし得るコンテンツを見付け

るための新たな方法を大衆に与えるにつれて、この新し

いモデルは進化し続けています。

ソーシャルメディアの利用がもたらす機会を十分に活用

すると同時にリスクを適切に管理するため、取締役会は

この目まぐるしい複雑な環境と共に進化する必要があり

ます。

進化の中で彼らを助けるのは、彼らの組織がレピュテー

ションリスクの一部としてのソーシャルメディアリスクに対

処するにあたって役立ち得る新しい手法、新しいテクノロ

ジー、および新しいツールです。ソーシャルメディアは、

物事の動きの速い戦略的分野であり続けるでしょう。評

判に対する脅威は動きが速く、拡大も速いのです。取締

役会のメンバーは、自分たちの組織も速く動けることを

確かめる必要があります。

ある問題に対する単独の苦情

は一つのことですが、当該問題

に対する100件の苦情はトレン

ドを示唆している可能性があり、

レピュテーショナルリスクの影響

を拡大させる可能性があります

課題に対処するためのツール

ソーシャルメディアは、積極的な参加者であるかどうかに

関わらず、今日運営されるすべての組織を巻き込み、これ

には評判に関わる固有のリスクが伴います。上記の通り、

それらの課題には、ブランドに対する損害、法律および規

制の遵守、セキュリティおよびプライバシーに対する脅威、

ならびに従業員／人事上の問題が含まれる可能性があり

ます。

また、これらのリスク分野にとどまらず、ソーシャルメディア

に関わる戦略的なリスクが存在します。組織の全体的な戦

略目標と一致しないソーシャルメディア戦略は、最終的に

内部および外部における混乱を生み出す可能性がありま

す。ソーシャルの世界に参加しないことは、競争相手がソ

ーシャルメディアの威力を活用している中で、貴社の組織

が後れを取ることを意味するかもしれません。

ソーシャルの世界においてレピュテーションリスクへの視

点を持つことは継続的なプロセスです。取締役会のリーダ

ーたちがレピュテーションリスクの一面としてのソーシャル

リスクに対処し続ける中で、彼らは多くの従来的なレピュテ

ーションリスク上の問題が自身に跳ね返えってきているの

に気付くでしょう。彼らの組織が課題に対処するために持

つことが必要となるであろう、新しいツールおよび手法を理

解することが重要です。以下は、自社の組織がソーシャル

の世界において進化する評判上の問題に対処するよう促

すために、取締役会が考慮することのできるいくつかの重

要なアプローチです。

• レピュテーションリスクに関して先取り的な考え方を

持つ

リーダーは前向きなアプローチを提唱し、問題をどこで

探すか、それらをどのように分析するか、ならびに潜在

的なリスクへの対処およびこれの軽減においてどのよう

に前進するかを理解するよう努めるべきです。苦情を受

け取り分析することは、ソーシャルメディアリスクの管理

の一面です。組織は、苦情を言う者とどのように交流す

るか（ソーシャルメディアを通じた改善および対応）を知

る必要があるだけでなく、早い段階における苦情を探す

必要があります。ある問題に対する単独の苦情は一つ

のことです。当該問題に対する100件の苦情はトレンド

を示唆している可能性があり、レピュテーショナルリスク

の影響を拡大させる可能性があります。
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ソーシャルリスニングのツールや分析ソリューションなどの新しい

提供サービスは、組織が危機に陥らないうちに苦情のパターンを

識別するためにソーシャルのノイズをふるいにかけるにあたって

役立ち得ます。また、苦情などの問題の監視、分析、および先取

りは、組織が商品の改良を設計したり、新しい提供サービスを開

発したり、新しい市場に進出したりするために用いることのできる

情報を組織に提供することができます。

• レピュテーションリスクを監視および管理するための強固な

能力を開発する

現在のリスクおよび潜在的なリスクに対する総合的な視点を生み

出すことは必須事項です。この視点は発見から始まり、貴社と貴

社の利害関係者の交流を監視および管理するための計画を貴

社が策定することができるよう、貴社の利害関係者が誰であるか

を理解することから始まります。ソーシャルメディアに関して、貴

社の組織は複数の顔を持っている可能性が高いことを知りましょ

う。貴社のオーディエンスは貴社のハイレベルのソーシャルメディ

アフィードの読者にとどまらないことを理解しましょう。

多くの人々は、企業と連絡を取ったりつながったりするための手

段としてソーシャルメディアを用いています。したがって、顧客が

語っていること、尋ねられた質問、出された要求／提案および受

け取った全体的なフィードバックを読むことが重要です。そうする

ことにより、企業は顧客のニーズに応えるビジネスの意思決定を

行うためにより十分に備えることができます。

しかし組織は、中核的な顧客基盤または一般社会とは別に、オ

ーディエンスの間で評判を築き、レピュテーションリスクを監視お

よび管理する必要性を忘れてはなりません。組織は、サプライヤ

ー、自身の業界における他の企業、従業員、潜在的な従業員お

よび規制当局とつながり合う方法を検討しなければなりません。

• レピュテーションリスクを積極的に管理する

貴社の組織は、ソーシャルの世界において評判に対する脅威

が出現した場合に、当該脅威が公式と見せかけたソーシャルメ

ディアのページの不正ななりすましであるか、または伝統的なメ

ディアの関心を集める一連の苦情であるかに関わらず、どのよ

うに対応するかを前もって理解しておくべきです。重要なレピュ

テーションリスク事象の発生を待っていては、手遅れになってし

まうでしょう。

組織は、レピュテーションリスク上の問題について積極的にソー

シャルメディアの秩序を保つ以上のことをしなければなりませ

ん。組織は、重要なレピュテーションリスク事象を識別しこれに

対応するための計画を積極的に策定し、本格的な危機の回避

および危機の管理のための役割および責任を割り当てるべき

です。さらに組織は、迅速に行動できることを確実にするため、

正しいツール―リスクの監視、事象のシミュレーション、対応お

よびコミュニケーションのためのツール―を配備する必要があり

ます。
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評判に対する脅威は動きが速く、
拡大も速いのです。取締役会のメ
ンバーは、自分たちの組織も速く動
けることを確かめる必要があります
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ソーシャルのツールボックスのためのさらなるツール

戦略およびトップからの計画にとどまらず、ソーシャル

の最前線における長期的な評判上の課題に対処する

ためのツールを組織に提供する、追加的な戦術および

テクノロジーが存在します。これらのツール、および要

求される潜在的な投資を理解することは、組織が既知

および未知のソーシャルの脅威に備えるにあたって助

けとなり得ます。

データ分析および「ソーシャルリスニング」のツールは、

自社の組織が何を語っているのか、および組織につい

て何が語られているのかに関するリアルタイムの情報

を取締役会に提供するための助けとなり得ますが、こ

れは、ソーシャルメディアに関連するレピュテーションリ

スクに係る「早期警戒システム」を組織が作り出すにあ

たって助けとなり得る能力です。より長期にわたり、こ

れらのツールは、企業の評判がソーシャルメディア上で

どのように向上または悪化しているかについてのより深

い知見を提供することのできるパターンの識別に役立

ち得ます。

エンタープライズ・ソーシャル・プラットフォームは、外部

のソーシャルプラットフォーム上で生み出されたソーシ

ャルメディア関連のリスクに対処するためのアイデアを

含め、アイデアおよびリーディングプラクティスを内部で

共有するための仮想の場所を組織に与えることができ

ます。これは、ソーシャルの課題に対処するためにソー

シャルのツールを用いた、「相手と同じ手段を用いる」ア

プローチです。

ソーシャルの活動に関連する規制上の問題の認知は、

組織をコンプライアンスに向けて位置付け、評判に対す

る損害を与える可能性のある法的な障害から遠ざける

ための助けとなり得ます。さまざまな規制当局がソーシ

ャルメディアに関するガイドラインを提供しており、企業

がそのコンプライアンスの取組みにおいて当該ガイドラ

インを理解し、これに対処することが重要です。

例えば、米国金融取引業規制機構（Financial Industry 
Regulatory Authority：FINRA）は、ソーシャルメディ

ア、ブログへの参加、および広告を通じた顧客とのコミ

ュニケーションに関する詳細なガイドラインを設けてい

ます。コンプライアンスリスクに十分に対処していない

場合、組織は強制措置または民事訴訟（それ自体がレ

ピュテーショナルリスクおよび財務リスクを伴う）にさらさ

れる可能性があります。ソーシャルビジネスのガバナン

ス戦略をリスク管理およびコンプライアンスプログラムと

一体化させることは、組織がこの最前線において焦点

を絞った状態を維持するための助けとなり得ます。

ソーシャル化の理解

レピュテーションリスクが従来的なビジネスの世界を超

え、ソーシャルの世界において進化していることを理解

することは、組織のリーダーにとって極めて重要です。

取締役会のメンバーは、課題を理解するだけでは経営

リーダーにとって十分でないことを知っています。しかし

それでも、課題を理解することは組織全体に対して姿

勢および方向性を示すための助けとなるため、これは

最初の重要なステップなのです。

組織の運命は、オンラインの世界においてどれだけ上

手に自身を売り込むかにますます依存するようになっ

ており、かかる売込みはますますソーシャルのチャネル

を通じて行われるようになってきています。レピュテーシ

ョンリスクは現実であり、これは極めて現実的な影響を

もたらし、かつソーシャルの世界は現実のアクションが

起こっている場所です。

取締役会のメンバーは、その他のリーダーたちと協力し

つつ、レピュテーションリスクの諸要因を識別しこれに対

応するため、ならびに組織内の誰がどのソーシャルの活

動および評判に関する活動を担当しているかを理解する

ための戦略を、自身の組織が持つことを確実にするよう

支援することができます。

取締役会のメンバーには、もう一つの果たすべき役割が

あります。彼らはソーシャルメディアの参加者でもあり、

自身が行うオンラインのソーシャルの交流が評判に対し

影響を及ぼし得ることも理解しています。参加者として彼

らには、ソーシャルメディアにおける独自の調査を実施

し、自身の組織について何が語られているかを知るため

に空間を探索する素晴らしい機会があり、かつ評判およ

びレピュテーションリスクに対する独自の個人的視点を

発達させることができます。

デロイト トウシュ トーマツ リミテッドの許可を得て掲載。 
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