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1 コンダクトリスクに関する経営情報：より良い意思決定ができる基盤の構築 

エグゼクティブサマリー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここ数年、「コンダクトリスク」という概念が企業や規制当

局の最重要課題として位置付けられています。英国の金

融行為監督機構（FCA）は、コンダクトリスク管理が企業

のリスクマネジメントフレームワークの一部として組み込

まれ、適切な経営情報（MI）で下支えされることを期待し

ています。 
 
近々公表予定の上級経営者制度（SMR）や保険会社の

上級経営者制度（SIMR）では、個人の説明責任に一段

と重点が置かれることから、適切な経営情報が上級経営

者の責任遂行に役立つことになるでしょう。また、欧州連

合（EU）および世界的にコンダクトリスクと経営情報にま

すます焦点が当てられています。効果的なコンダクトリス

クの管理は、規制上の要件というだけではなく、ビジネス

上も利益をもたらします。また、最近の不適正販売事件

やベンチマーク（指標）の不正操作疑惑にみられたよう

な、罰金、是正措置、訴訟費用、風評被害などの潜在的

なコンダクトコストの回避にも役立ちます。さらに、効果

的な経営情報は、上級経営陣が顧客のニーズや行動を

よりよく理解し、商業的利益を達成することや、信頼を築

くことに役立ちます。 
 
個々の企業はコンダクトリスクの意味や、コンダクトリス

ク経営情報を通じて何を伝達しようとするのかについて

組織内で共通理解を形成することが重要です。コンダク

トリスク経営情報は、業務技術、市場への提案、品行、

行動様式、文化、方針や規則の違反、コンダクトリスクの

軽減策や統制の有効性などに関する組織固有の一連の

指標をまとめたものであるべきです。 
 
金融サービスセクターにおいてはリテール金融サービス

会社、ホールセール金融サービス会社ともにコンダクトリ

スクを自社のリスクマネジメントフレームワークに組み入

れる取り組みでは前進を遂げており、また関連の経営情

報の改善にも取り組んでいます。しかし、依然として改善

の余地がある領域が複数残されています。現在の規制

上および監督上の期待や、何が企業内で実際に効果が

あるかという点での当社の経験を踏まえて、強力なコン

ダクトリスク経営情報に関する10原則を特定しました（6
～7ページ参照）。強力なコンダクトリスク経営情報を構

築するための詳細な方法は各企業で異なるでしょうが、

この10原則はすべての金融サービス会社にとってコンダ

クトリスク経営情報の構築に当たっての確固たる基盤に

なると確信しています。 

これらの原則は堅固かつ明確なガバナンス、文化、能力で

下支えされるべきです。各企業はコンダクトリスク経営情報

に関するガバナンスフレームワークを確実に文書化すべき

であり、また取締役会や上級経営陣はコンダクトリスクも他

のリスクと同様に注意深く監視するという文化を根付かせ

る努力をすべきです。社員は適切な知識や技能を有してい

ることが必要であり、また企業はデータや情報の入手プロ

セスをできるだけ効率的なものにする必要があります。技

術投資によって、コンダクトリスクを定期的または臨時に報

告、統治、集計する上での自動化を高めることが可能とな

ります。アナリティクスも効果的に活用されれば、膨大な 
データ量でしばしば覆い隠されてしまうリスクを浮き彫りに

する上で強力なツールになり得ます。 
 
これらの原則の実践に着手するに当たり企業が取れるス

テップは複数あります。企業は、当社の10原則をコンダクト

リスク経営情報において脆弱な領域を特定するための指

針として活用して、ガバナンスフレームワークを確立すると

ともに、既存の経営情報のガバナンスの仕組みや、経営

情報作成のために収集されたデータや情報を評価すること

ができます。企業は、コンダクトリスクに関わるリスクアペタ

イト（リスク選好度）、重要なリスク指標、メトリクス（測定基

準）や閾値を検討、決定し、経営情報の閾値が突破される

場合の因果関係のフレームワークを確立する必要があり

ます。経営情報作成に必要なデータや情報を入手し、経営

情報の分析や提示のプロセスを決定することが重要となり

ます。最後に、企業は最初から効果的なコンダクトリスク経

営情報をうまく策定できる可能性が低いことから、これに継

続的に取り組んでいく必要があります。 
 
本稿では、コンダクトリスク経営情報に関する期待や優位

性の概要を説明し；コンダクトリスク経営情報の策定に関

する金融サービス業界の進展状況を考察し；強力なコンダ

クトリスク経営情報を策定するための10原則や、それを下

支えするガバナンス、文化、能力を規定し；それから、これ

らの原則を実践に移していきます。本稿は金融サービス市

場の全セクターの企業に関連し、またリテール金融サービ

ス活動、ホールセール金融サービス活動の両方に有益で

す。 
 

 

金融サービスセクターにおいてはリテール金融サー

ビス会社、ホールセール金融サービス会社ともにコ

ンダクトリスクを自社のリスクマネジメントフレームワ

ークに組み入れる取り組みでは前進を遂げており、

また関連の経営情報の改善にも取り組んでいます。

しかし、依然として改善の余地がある領域が複数残

されています。 
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期待と優位性 
 
 
 
 
 
 
 

英国では、コンダクトリスクの効果的な管理がFCAの監督

アプローチの中核を成しています。FCAはコンダクトリスク

管理が企業のリスクマネジメントフレームワークに組み込

まれ、適切な経営情報によって下支えされていることを期

待しています。 
 

SMRやSIMRでは銀行や保険会社での個人の説明責任

が強化されることから、経営情報は、「自分の職務を効果

的に遂行している」との安心感を上級経営者に与えるも

のであることが一層重要になります。また、EUを始め世

界中でコンダクトリスクや経営情報がますます重視される

ようになっており、特にオーストラリアや南アフリカは自国

の政策設定に際して英国での進展状況を注視していま

す。図1では、コンダクトリスク経営情報との関係で規制上

や監督上の期待の要約を説明しています。 
 

効果的なコンダクトリスクの管理は、規制上の要件という

だけではなく、ビジネス上も利益をもたらします。 
 

効果的な経営情報によって、企業は、資源を適切に配分し

て具現化した新たなコンダクトリスクに取り組み、迅速に解

決することで、最近の不適正販売事件やベンチマークの不

正操作疑惑にみられたような、罰金、是正措置、訴訟費

用、風評被害などの潜在的なコンダクトコストの発生を回

避できるようになります。コンダクトリスクに迅速に対応する

ことによって、企業は顧客利益の優先や市場の誠実性が

自社の事業の核心を成していることを明確に示すことがで

きます。現在ではこのことが規制当局や顧客に期待されて

います。さらに、効果的なコンダクトリスク経営情報によっ

て、上級経営陣は顧客のウォンツやニーズをより明確に理

解できるようになり、問題により良く対応できることから、信

頼を取り戻し再び築き上げることができるようになります。

こうして、市場における企業の競争上の優位性が下支えさ

れることになります。 
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図1 

コンダクトリスク経営情報に関連した規制上や監督上の期待 
 

英国 
• 経営情報やコンダクトリスク経営情報に関連す

るFCAの要求事項は、FCAの「上級経営者の

責任体制、システムおよび統制（SYSC）に関す

る基準」に基づいています。同基準には「企業

の体制は、その統治機関が規制上の懸念に関

するリスクを特定、測定、管理、統制する役割を

果たすために必要な情報を同統治機関に提供

するものであるべきである」と規定されており、

規制上の懸念に関するリスクには「企業による

顧客の公平な取り扱い、消費者保護、競争の

有効性、英国の金融システムの誠実性に関連

するリスク」が含まれます1。 
• 英国金融サービス機構（FSA）による2007年の

「顧客本位原則（TCF）」（経営情報の指針）2は

現在でも依然として適切なものであり、その中

には経営情報の好例と悪例が示されています。

例えば、「TCF経営情報は一般的にプロセスを

評価するのではなく、企業が消費者に対してど

れくらいTCFの成果をもたらしているかという点

を重視すべきである」とし、また「顧客満足に関

する経営情報は公平さを示唆しているかもしれ

ないが、顧客は不公平な扱いを受けても満足す

る場合があるし、また公平な扱いを受けても満

足しない場合もあるから、必ずしも公平さを証明

しているわけではない」としています。 
• 公表された規則やガイダンスはここ数年間大幅

に変更されていませんが、企業は監督を通じて

のFCAとの交流、例えば、「企業の体系的なフ

レームワーク」のレビューやテーマ別レビューを

通じて、コンダクトリスク経営情報に関するFCA
の期待について知らされています。コンダクトリ

スク管理はFCAの監督アプローチの中核を成し

ています。このようにFCAの監督上の重点は大

まかに言ってTCF制度からコンダクトリスクへ移

行していますが、このことはFCAとの交流機会

が相対的に少ない中小企業には余り明確に 
なっていない可能性があります。 

• 既存の役職員承認制度（APER）からSMR3や

SIMR4への移行が近々予定されていますが、

SMRやSIMRでは銀行や保険会社においてそ

れぞれ個人の説明責任が強化されることになる

でしょう。上級経営陣の職務に就いた者は具体

的な責任を割り当てられることになります。その

結果、上級経営者は、自分の職務を効果的に

遂行していることの安心感や、また、そうするた

めに「合理的な措置」を講じていることを証明で

きるという安心感を、質の高い経営情報などを

通じて、これまで以上に得ようとすると予想して

います。 

EU 
• コンダクトリスクに関してはこれまでのところ

英国が先導していますが、EUレベルでも変

更の動きがあり、これによってコンダクトリス

ク経営情報が欧州全体でよりなじみの深い

重要な概念となるでしょう。 
• EUの金融商品市場指令の改正（MiFID II）
によって投資会社に対するガバナンス要件

が強化され、また、「経営組織のメンバーは

経営の意思決定を監督、監視するために必

要な情報や文書を適切に入手できる」5こと

が義務付けられるようになるでしょう。 
• 金融商品がターゲット市場で確実に販売さ

れることの重要性を強調した金融商品のガ

バナンスに関する規則やガイダンスが全セ

クターで導入されています。欧州証券市場

監督局（ESMA）はMiFID IIの金融商品の

ガバナンスに関する勧告の中で、企業が設

定する金融商品に関する情報およびその

販売戦略は監督機構に提出するコンプライ

アンス報告書の中に体系的に織り込まれる

べきであると述べています6。 
• 金融商品生産者の商品の監督およびガバ

ナンスプロセスに関する欧州監督機構

（ESA）の共同方針の第7原則では、「金融

商品の生産者は、商品が継続的にターゲッ

ト市場の目的を達成し、その利益に合致し

ていることを確実にするために、当該商品

の機能や運用状況を定期的に監視し、また

適宜、当該商品をレビューしコンプライアン

ス要件に適合していることを確認すべきで

ある」7と述べられています。 

グローバル 
• 世界的にみれば、金融安定理事会（FSB）が

リスク文化に関する研究8の中で、コンダクトリス

クに対する期待を明確に示しています。さらに、

FSBはリスクガバナンスに関するピアレビュー

報告書の中で、ビジネス行動を新たなリスク

分類9と特定しており、また、リスクアペタイトフ

レームワークに関するFSBの原則では、リス

クアペタイトステートメントは「風評リスクやコン

ダクトリスクなどのように定量化が相対的に難

しいリスクを取り上げるべきである」10と述べら

れています。 
• 南アフリカ金融サービス委員会は「顧客本位

原則（TCF）」制度を実施しています。この一

環として、企業は「効果的な経営情報を提供

する態勢を整備しているだけでなく、TCFリス

クや改善領域を特定するために収集した経営

情報を分析することや、分析結果を踏まえて

顧客体験を向上するために必要な措置を講じ

たことを証明することが義務付けられています。

企業は「全体的な環境変化」に対応し、「先を見

越してコンダクトリスクを特定し、起こり得る不

公平な結果を先手を打って阻止するか、少な

くとも、顧客に不利となる影響が生じる場合に

は迅速に対応」11しなければなりません。 
• オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は「リ

スク見通し」12および「戦略的見通し」13を発表

していますが、その中で脆弱なコンプライアン

ス制度、お粗末な企業文化、持続不可能なビ

ジネスモデル、矛盾した販売などによって、不

適切な助言の提供、不適正販売、投資家の

損失などが引き起こされることになるなど、コン

ダクトリスクに関する懸念事項を明確に示して

います。 
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コンダクトリスク経営情報とは？

FCAは意図的に「コンダクトリスクの主たる定義」を規定し

ておらず、「企業のコンダクトリスク特性は唯一固有のも

のであり、それを評価するための万能なフレームワークな

どない」14と述べています。 

この方針の目的は、企業ごとにコンダクトリスクが彼らに

とって何を意味するのかを明確に示す自由度を与え、各

企業が彼らのビジネスモデルやそれに起因する固有リス

クに関連する経営情報を作成できるようにすることです。

個々の企業は、コンダクトリスクの意味や、コンダクトリス

ク経営情報を通じて何を伝達しようとするのかについて組

織内で共通理解を形成することが重要です。しかし、企業

が異なる管轄地域で複数の明らかに異なる事業分野を

運営している場合には、これを実現するのが非常に困難

となる場合があります。

コンダクトリスクは、リテール金融サービス、ホールセール

金融サービスの両セクターにおける市場の誠実性や顧客

利益に対するリスクに焦点を当てており、ビジネス上の要

求事項の遵守状況を測定するという範囲を超えるもので

あることから、「顧客本位原則」より幅広い概念と言えま

す。

また、コンダクトリスクと風評リスクやオペレーショナルリス

クとを混同すべきではありません。風評リスクやオペレーショ

ナルリスクは、顧客や市場の誠実性に対する潜在的なダメー

ジを測定するというよりも、企業に対する潜在的なダメージ

を測定するものです。コンダクトリスクはビジネスモデルや

オペレーションモデルの全域で発生し、本質的に戦略的

（例：クロスセールスへの依存）、財務的（例：利益率の高い

商品への依存）、インフラ的（例：アウトソーシングやITに起

因するリスク）、あるいは、行動的（例：不十分なインセン

ティブ）なものです。

この点を考慮して、コンダクトリスク経営情報は、業務技術、

市場への提案、品行、行動様式、文化、方針や規制の違

反、コンダクトリスクの軽減策や統制の有効性などを対象

範囲とすべきです。コンダクトリスク自体は、市場リスク、信

用リスクなどの他のリスクとは異なり、その影響を先に織り

込んだり、ヘッジ（回避）することはできませんが、企業は、

定量化や測定可能な一連の各企業固有で重要なコンダク

トリスク指標やそのメトリクスを決定することができます。

企業は、定量化や測定可能な一連の各企業固有で重要なコンダクト

リスク指標やそのメトリクスを決定することができます。
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金融サービス業界の現状

金融サービスセクターにおいてはリテール金融サービス会社、ホールセール金融サービス会社ともにコンダクトリスクを自社のリスクマネジメントフレーム

ワークに組み入れる取り組みで前進を遂げており、また関連の経営情報の改善にも取り組んでいます。しかし、依然として改善の余地がある領域が複数

残されています。

• 成果重視で将来を見通した経営情報の実現。企業は、苦情や販売情

報など容易に入手可能なデータや情報をまとめ上げてコンダクトリス

ク経営情報とすることが多くあります。しかし、強力なコンダクトリスク

経営情報には、顧客にとって好ましい成果が達成されたことの証拠が

提供され、また潜在的なコンダクトリスクや新たなコンダクトリスクが

特定されているべきです。コンダクトリスク経営情報以外の目的でこう

したデータは今まで提供されていない可能性があります。

• 詳細情報の氾濫。通常、企業の上級経営陣は大量の文書やデータを

含んだ膨大な経営情報ファイルを受け取りますが、こうした大量の文

書やデータの中から重要なコンダクトリスクは容易には識別できま 
せん。このため、上級経営者は重要な問題を特定し、有意義な行動

を取ることが困難になっています。

• 事業部門の賛同。企業内でコンダクトリスク経営情報の責任の所在

について混乱があり、事業部門をコンダクトリスク管理に関与させる

ことが困難となる場合がたびたびあります。第一線の事業部門は、

顧客に関連して、またリスク管理部門やコンプライアンス部門の監督

や説明要求に関連して、自部門が管理するリスクについては、その

経営情報に対して責任を持つべきです。
• コンダクトリスクアペタイトと対比して報告。コンダクトリスク経営情報

が上級経営陣にとって関連性があり、有意義であるためには、コンダ

クトリスク経営情報は、企業のリスクアペタイトとの対比で体系的か

つ測定可能な方法で報告されるべきです。しかし、多くの企業は依然

として自社のコンダクトリスクアペタイトの内容や、その測定方法を明

確化するのに四苦八苦している状況です。

• トップの姿勢。上級経営陣は、ビジネス面での推進要因と顧客にとっ

て好ましい結果を得ることとの間に矛盾が内在していることに気付く

ことが多々あります。中期的には、こうした二律背反（トレードオフ）の

状態が起こる可能性ははるかに低くなるでしょうが、短期的なビジネ

ス要因や損得に影響されることなくコンダクトリスク経営情報を検討

することが重要です。

• 技術。多くの企業がシステム投資に対して消極的であることから、企

業は多くの場合、複数のレガシーシステムを利用してコンダクトリスク

経営情報をまとめますが、これはリソースを大量に消費する手動プロ

セスとなってしまうことがしばしばあります。しかし、簡単なITアーキテ

クチャーを構築しさえすれば、経営情報の抽出が容易になるだけで

なく、規制変更に対応して必要に応じ今後のシステム変更が容易に

できるようになることから、企業はこれによって大きな恩恵を受けるこ

とができます。
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企業は何をなすべきか～

強力なコンダクトリスク経営情報に関する10原則 

現在の規制上および監督上の期待や、何が企業内で実際に効果があるかという点での当社の経験を踏まえて、強力なコンダクトリスク経営情報に

関する10原則を特定しました。強力なコンダクトリスク経営情報を構築するための詳細な方法は企業によって異なるでしょうが、この10原則はすべて

の金融サービス会社にとってコンダクトリスク経営情報の構築に当たっての確固たる基盤になると確信しています。

図2．強力なコンダクトリスク経営情報とはどのようなものか：10原則に関する優れた実践事例 

• （景気変動、方針や規制の動向、技術動向など

による）戦略やビジネス環境の変化に伴い、企

業が戦略を検討する時や、各事業部門が収集し

たコンダクトリスク経営情報のレビュープロセス

を整備する時に、コンダクトリスク経営情報が検

討されている。

• コンダクトリスクは、プルデンシャルリスクと同一

の厳格さや優先順位で管理されている。

• 自社の企業文化がどれくらい効果的に根付いてい

るかを上級経営陣に知らしめるためにさまざまな

指標が使用されている。コンダクトリスク経営情報

は勤務評定の一環として使用されている。また、

社員の給与や昇進を検討する場合にはバランス

スコアカードなどの一環として使用されている。 
• 継続して、重要なリスクに関するコンダクトリスクア

ペタイトステートメントを作成し、コンダクトリスクア

ペタイトのリミット（限度）やトリガー（引き金となる

点）との対比で経営情報が報告されている。 

• 商品のガバナンスプロセスの一環として、ターゲッ

トとする最終顧客にとって良好な成果とは何かに

ついてや、自社の商品やサービスに固有のリスク

が明確化されており、これらを監視するために必

要な経営情報が特定されている。

• 経営情報によって、良好な成果が一貫して達成さ

れているか否かを評価することが可能となってい

る。例えば、お粗末な成果を回避することに重点を

置くのではなく、自社の商品がバリュー・フォー・マネー

（金額に見合う価値）を提供しているか否かを監視す

ることによって、そうした評価が可能となっている。 

• 複数の指標を組み合わせて測定、活用してさらに

調査すべき潜在的な問題を特定するために、既存

のシステムやプロセスを通じて何が容易に入手可

能かということではなく、何が必要とされているかを

評価軸として策定された一連の経営情報を使用し

ている。

• 経営情報は、傾向を把握するためにさまざまな方

法で分析されている。

– ある期間にわたる分析（期間ごとの一貫性を

チェック）。例えば、ある商品に対する苦情の経

時的な増加を把握する。

• 経営情報では、商品がターゲット市場で販売されて

いるか否かを監視することなどを通じて、具現化し

たリスクに加えて、潜在的なコンダクトリスクや新た

なコンダクトリスクも報告されている。

• FCAの「リスク見通し」などでFCAが特定している

新たなコンダクトリスクや動向、過去の不適正販売

事件やその他の規制上の強制措置から学んだ教

訓などについて考察し、経営情報調整の必要性の

是非や、現在の経営情報におけるさらに詳細な調

査の必要な問題の有無について検討している。例

えば、FCAの「2014年リスク見通し」15で住宅価格

の伸びによって不正行為が引き起こされる可能性

• 各事業部門が、情報の氾濫を回避するために、経

営情報の報告に当たってはリスクベースアプロー

チをとっている。つまり、上級経営陣に価値を提供

しない情報は経営情報に含まれていない。 

• ディープダイブ（深掘り）調査、ミステリーショッピン

グ（覆面調査）、カスタマーセールスレビュー（購入

者の声）、支店訪問調査などの手法を使用して顧

客の観点から自社の商品やサービスに対する見

方が構築されている。 
• コンダクトリスクの全体像を明確にするために一連

のメトリクスを必要としているから、コンダクトリスク

に関するすべてのメトリクスが必ずしも成果重視で

ある必要はない。例えば、顧客満足度自体は必ず

しも顧客に良好な成果がもたらされたことを証明

するものではないが、顧客満足度に関する経営情

報を受領することは依然として重要である。 

 

– 商品群全体の分析。例えば、相対的にクレー

ム率が低い商品や、投資利益率が相対的に低

い商品を特定する。

– 事業部門全体を通じての分析。例えば、さまざ

まな事業分野での利益相反管理方針の違反

に着目する。

– 1つのチームや1個人に焦点を当てての分析。

例えば、パターンを特定するためにトレーディ

ングデスクのさまざまな指標を検討する。 

があることが明らかにされた時には、住宅ローンを

提供している企業は、例えば、住宅購入能力やエ

クイティリリースローン（つまり、リバースモーゲー

ジ）を重視すべきだった。

• 企業は、データをリンクして、潜在的なコンダクトリス

クを把握できるようにするためにアナリティクスとい

う手段を活用し始めている。例えば、郵便番号と販

売された住宅ローンの種類やその地域における住

宅価格の伸びとを関連付けて、顧客の返済滞納リ

スクや顧客に不適切な商品を販売することのリス

クを把握している。多くの企業が信用リスク目的で

既にこのデータを所有していると思われる。 

• ダブりや重複を除去するために、他の経営情報と

区別してコンダクトリスク経営情報の目的を明確に

説明している。

1. 戦略、文化、リスクマネジメントフレームワークと関連性がとれている

2. 成果重視

3. 総合的なものであり、トレンド分析の支援に活用されている

4. 将来を見通したものである

5. 効率的でバランスが取れている
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• 潜在的なコンダクトリスク、新たなコンダクトリスク、

具現化したコンダクトリスクが特定された時点で、

根本原因が調査され、これらのリスクが適切に対

処されていることを確認するために是正措置が追

跡され、レビューされている。 

• コンダクトリスク経営情報には、合意された是正措

置、および、当該是正措置によってコンダクトリスク

が効果的に対処されているかについての報告が含

まれている。

• コンダクトリスク経営情報で特定された懸念事項が

どのように対処され、監視されているかを詳細に説

明した監査証跡が維持されている。

• 上級経営者は「赤色・黄色・緑色（RAG）」評価に

よる評点付けについて検討し、評点付けの正当

性の説明を求め、「赤色」の評価に焦点を当てる

だけでなく、リスク評価分析を掘り下げて、リスク

評価の妥当性を立証している。

• 企業はロバストな閾値を設定し、「緑色」、「黄色」

の評定だけが報告され間違った安心感を与える

ことを回避している。 

• 上級経営陣は、重要なメッセージやリスクを分かり

やすい形で強調した明確かつ簡潔な経営情報を

受領している。情報をさらに掘り下げて詳細を理

解し、その情報の情報源を追跡することができる。 

• ただ単に問題が起こってから対応するだけではな

く、先を見越した対応をとることができるようにする

ために、コンダクトリスク経営情報が、（上級経営

陣との合意に基づき）月次報告、四半期報告、年

次報告の一環として上級経営陣に提供されるとと

もに、例えば、リスクアペタイトのトリガーが突破さ

れた場合などには臨時で、上級経営陣に提供さ

れている。

• 適切に行動を起こすことができるように、関連する

事業活動が行われてから十分に迅速なタイミング

で適切な情報が受領され、その情報に基づいて

決定が下されている。 

• 第2の防衛線（リスク管理部門、コンプライアンス

部門等）と第3の防衛線（内部監査部門）が、デー

タの質や適時性および何が達成可能なのかにつ

いての期待に関して、各事業部門と率直な議論を

行っている。

• 例えば、ある商品の売上高が予想以上に増加して

いる、あるいは、あるトレーディングデスクの市場予

測が継続して当たっているなど、異常な結果や予期

せぬ結果についてはその正当性の説明を求め、妥

当性が検証されている。

• 上級経営陣は、経営情報の収集方法や分析方法の

弱点について率直に議論し、理解しようとしている。

• コンダクトリスク経営情報には、定量分析と定性分析

の結果が含まれており、また、経営情報の意味、 
コンダクトリスク問題が発生した理由とその深刻度、

（限界を含む）経営情報の測定方法、対応提案など

を説明する注釈が添付されている。

• 企業の資源、システム、プロセス面から、経営情報

の測定や報告の頻度に十分の柔軟性がある。必要

であれば、データが短時間で集計できている。 

• 内部監査部門が経営情報の収集、分析、報告の各

プロセスをレビューするとともに、経営者がサンプル

ベースで情報をレビューし、その情報が理にかなっ

ているかを確認している。

9. 率直なコミュニケーションや正当性の説明を求めることを支援している

コ ン ダ

スク経

に関す

8. 分かりやすく、追跡可能である

7. 適切な頻度で測定され、報告されている

6. 正確かつタイムリー

8.
分

か
り
や

す
く
、
追

跡
可
能
で
あ
る

10. 適切に対処され、記録されている
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ガバナンス、文化および能力 
強力なコンダクトリスク経営情報の構築の基盤 

 
 
 

図3 
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9 コンダクトリスクに関する経営情報：より良い意思決定ができる基盤の構築 

 
 
 
 
 
 
 
強力なコンダクトリスク経営情報を実現するためには、企

業は適切なガバナンス、文化および能力を整備する必要

があります。 
 
ガバナンス 
コンダクトリスク経営情報に関する明確な役割や責任を

規定したガバナンスフレームワークを確実に文書化すべき

です。当該フレームワークには、リスクアペタイトのリミット

やその他の閾値が突破された場合に取られるべき行動

を文書化した因果関係のフレームワークも含まれるべき

です。 
 
各事業部門は自部門の活動に起因するコンダクトリスク

について報告する責任を負うべきです。その一方で、（コン

プライアンス部門を含め）リスク管理部門は、例えば、コン

ダクトリスク統制の有効性や方針の遵守などの自部門の

活動に関する経営情報について報告する責任を負うべき

です。 
 
リスク管理部門は経営情報プロセスを監視、監督すべき

です。リスクアペタイト、重要なコンダクトリスク、メトリクス

などの定義付け、経営情報の分析および優先順位付け、

経営情報の解説の提供などのプロセスについては、当該

プロセスが取締役会に上程される前に、各事業部門とリ

スク管理部門は、例えば、合同委員会などを通じて当該

プロセスに関与すべきです。各事業部門が同プロセスを

主導していくべきです。とはいえ、コンダクトリスクフレー

ムワーク設定の初期段階では、リスク管理部門やコンプ

ライアンス部門が主導し、その後同フレームワークの実

践段階で、コンダクトリスクの継続的な識別や監視に関

わる責任を事業部門に引き渡すのが一般的です。 
 
内部監査部門は、ガバナンスプロセスが文書化されている

ことの確認に加えて、事業部門やリスク管理部門によっ

て十分に批判的に検討され分析されたことを証明する監

査証跡が、具現化したコンダクトリスクの根本原因に対処

するための是正措置が完了したことを示す証拠とともに

存在していることを確認するために、定期的にレビューを

実施すべきです。 
 

文化 
取締役会や上級経営陣は、コンダクトリスクも他のリスクと

同様に注意深く監視する文化や、コンダクトリスクの推定さ

れる影響を考慮に入れながら中長期的な利益性の重要性

を強調する文化を根付かせることが必要です。こうした文

化を組織全体を通じて根付かせるべきです。コンダクトリス

ク経営情報は、顧客へ良好な成果をもたらすことや市場の

誠実性を下支えする文化が企業内にどの程度根付いてい

るかについて報告することによって、こうした取り組みを支

援していくべきです。トップの姿勢は組織全体での行動に

つながるようなものである必要があります。 
 
事業部門の社員はコンダクトリスク管理や強力な経営情報

の提供に関して自分のこととして責任を持つ必要がありま

す。企業全体を通じて個人の説明責任を強化することや、

給与や報奨金とコンダクトリスクの管理とを関連付けること

によって、こうした文化面での変革を達成することができま

す。これを実現する1つの方法としては、多くの企業で既に

行われていますが、コンダクトリスク経営情報とともに業績

に関する経営情報をバランススコアカードの一環として位

置付けることがあります。 
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能力

企業は、強力なコンダクトリスク経営情報の提供に必要

となる人、プロセス、システムを検討しなければなりませ

ん。第1に、社員は適切な知識や技能を有している必要

があります。リスク管理部門やコンプライアンス部門に所

属する社員は、事業部門を効果的に支援し、また事業部

門に対して効果的に正当性の説明を求めるためには、ビ

ジネス環境やビジネス面での推進要因を理解しているこ

とが必要です。事業部門の社員はコンダクトリスクや規

制上の期待について訓練を受け、理解していることが必

要です。測定されるリスクを理解し、必要に応じて内部の

リスク評価の妥当性の説明を求めるためには、経営情報

を作成、照合するチームは、プロセス全領域に関する業

務知識に加えて、データに関するバランスの取れた知識

や技術、分析能力を有している必要があります。そのた

めには、企業は、コンダクトリスク経営情報に直接的に関

与する社員とともに、最もコンダクトリスクをもたらす可能

性が高い社員、つまり通常の場合には、営業部門の社

員や顧客対応業務に従事する社員を対象にしたトレーニン

グの実施に全力を尽くすことが必要となります。

企業は、監視すべき重要なコンダクトリスクと適切なメトリ

クスを決定した後すぐに、正確性、一貫性、適時性などを

向上するために、データや情報の入手プロセスの効率化

を最大限確保することに重点的に取り組むべきです。多

くの企業では数多くのレガシーシステムが運用されてお

り、断片的なITソリューションが事業部門全体を通じて一 

貫性がなく実行されていますので、これを実現することは

極めて難易度が高くなっています。技術投資によって、コン

ダクトリスクを定期的または臨時に報告、統治、集計する

作業の自動化を高めることが可能となります。そうすれ

ば、データ入手やデータの手作業での収集の手間が大幅

に軽減し、結果や根本原因の分析に重点的に取り組むこ

とができるようになり、より将来を見通したコンダクトリスク

経営情報の作成が可能となります。また、行動、コミュニケー

ション、トレーディングなどについてのコンダクトリスクの監

視を強化したり、リスク評価ツールやシステム制御機能内

蔵の商品承認ワークフローの使用を増加させることも可能

となります。

分析ツールではさまざまなデータ駆動型アプローチを使用

しており、ビジネスやセクターについての深い知識と組み

合わせると、膨大なデータ量の陰に隠れることが多いリス

クを浮き彫りにすることができます。分析に当たっては、コン

ダクトリスクの総合的評価に関する見解を確立するため

に、企業内のさまざまなデータソースが利用され、また外

部の情報源が利用される可能性もあります。これらの分析

ツールを使用することによって、上級経営者は、重要な問

題を特定し、それぞれの重要度を評価し、その評価結果に

基づいて時間と注力とを重点的に振り向けることができる

ようになります。また、上級経営者は情報をさらに掘り下げ

て詳細を理解することができるとともに、その情報の情報

源、リスクオーナー（リスク責任者）、上級経営陣に至るま

での手順などを追跡することができます。
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債務返済補償保険（PPI）の不適正販売に関してFCAが遭遇した経営情報の悪い事例と、最良執行について以下に記載

します。

図4 

 

PPI の不適正販売 

PPIに関する顧客への補償支払金額は2011年1月から2014年第4四半期時点までで180億英ポンドに達していまし

た16。元の金融サービスの監督当局であったFSAは2005年にPPIに関連して、「潜在的なシステム問題や統制問題

を特定するための経営情報の範囲や使用状況は大企業の間では大きなばらつきがあるが、中小企業では一般的に

そのような経営情報は存在していても不十分であるか、あるいは全く存在していない」と述べています17。FSAは経営

情報に関して以下の問題点を指摘していました。

• 取締役会が販売の質に関する経営情報ではなく、売上高の数字を重視していた。

• 経営情報は問題が起こってから場当たり的に収集されており、問題への対応は問題が具現化した時のみとなっ

ていた。

• 経営情報が収集されている場合でも、一部の企業は収集された経営情報をコンプライアンス問題の特定のため

に使っていなかった。

• 企業はコンプライアンスの検証のためにITリソースを十分活用していなかった。例えば、PPIの資格チェック機能

をシステムに組み込んでいなかったために、保険証券上でクレーム請求できない顧客は自動的に却下されてい

た。

FCAによれば、顧客に連絡してPPI保険契約を解約した理由を明らかにし、その情報を活用し必要に応じて商品やプ

ロセスを改善することや、解約や苦情の根本原因の分析を通じて、企業は経営情報を改善することができたはずだと

しています。

PPIの不適正販売には複数の要因がありましたが、強力なコンダクトリスク経営情報が利用可能であったとしたら、問

題が具現化する前に問題点を明確化できたはずでした。企業は、例えば、PPIのバリュー・フォー・マネーを検討する

など、より先を見越してコンダクトリスク経営情報を分析できたはずでした。著しく高い報告利益を上げ、クレーム率が

低い商品については疑問視されるべきでした。経営情報は、適切なガバナンス、文化、能力によって下支えされてい

る必要がありました。例えば、PPIに関する問題の1つに考え方の問題がありました。企業は一般的に顧客に対して

良好な成果を確実にもたらすという視点で顧客の扱い方を考えていませんでした。問題が出てくると、多くの企業は

その問題を直ぐに解決するのではなく、販売の正当性を主張し「その場しのぎの対応」に終始しました。また社員も、

適正な成果を顧客にもたらしたことよりも、売上数量で報奨金を支給されていました。

最良執行 

2014年7月に発表された「最良執行とペイメント・フォー・オーダー・フロー（スペシャリストやマーケットメーカーがブロー

カーに対してキックバックを提供して売買注文を回してもらうこと）」18に関するFCAのテーマ別レビューでは、「最良執

行が必ずしもすべての顧客に対して一貫して実践されていないという重大なリスク」があることが特定されています。

この一環で、FCAは、大半の企業が効果的な監視能力を有しておらず、「監視結果が、経営情報にどう取り込まれて

いるのか、また発見された欠陥の是正措置を講じるためにどのように使用されているのかについて不明確な場合が

多い」ことを明らかにしています。大半の企業の経営情報では、執行のリアルタイムでの監視が最良執行の実践にど

れくらい効果的に役立っているかは明らかにされていませんでした。また、たとえ経営情報が存在した場合でも、一

般的に言って、企業は、リアルタイムの監視を通じて最良執行の問題が上級経営陣にエスカレート（問題提起）され

ていることや、リアルタイムの監視が顧客のための執行の質の改善にどれくらい効果的であったかということを証明

できませんでした。

特にMiFID IIの下で企業が強化された最良執行ルールを実行し始めていることから、最良執行が英国やEUにおい

ては引き続き監督上の優先事項となっています。最良執行に関する適切な経営情報を作成することは、企業が規制

上の要件や顧客の期待を満たしていることを証明する上で重要です。
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10原則の実践 
 
 
 
 
 
 
 
 

我々は、強力なコンダクトリスク経営情報に関する10原則

およびその10原則を下支えするガバナンス、文化、能力

を規定してきましたが、では企業はどのようにしてこれら

10原則の実践に着手すればいいのでしょうか？ 
 

通常の場合、企業は自社の重要なコンダクトリスクを特定

し、これらのリスクに対する自社のコンダクトリスクアペタ

イトを明確に設定することが必要です。また、重要なコン

ダクトリスクそれぞれに対して基本的なメトリクスを特定 

し、閾値を設定する必要があります。この閾値が突破され

た場合は、上級経営陣へエスカレートするトリガーとなりま

す。例えば、企業は自社の重要なコンダクトリスクのうちの

2つをバリュー・フォー・マネーと利益相反であると決めるこ

とができます。この場合の検討すべきメトリクスの例を以下

の表に示します。 

 
 

図5 
 

 
 

顧客に対するバリュー・フォー・ 
マネー  

• 保険商品に関するクレーム成功率 
• 解約商品の割合 
• 商品の使用方法 
• コスト、手数料等控除後の投資利益率 

 
 
 

利益相反の管理 

• 利益相反管理方針の違反回数 
• 方針違反のニアミスの割合 
• 利益相反の報告遅れの割合 
• 新たに特定された利益相反件数の割合 
• 内部告発報告の件数 

 
 

 
 

 

重要なコンダクトリスクの例 メトリクスの例 
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企業のコンダクトリスクアペタイト、重要なコンダクトリス

ク、メトリクス、閾値などを決定する適切な方法は1つに限

定されているわけではありません。トップダウンアプロー

チを選好し、上級経営陣によるコンダクトリスクアペタイト・

ステートメントから始める企業もあれば、ボトムアップアプ

ローチを選好し、個別商品の重要なコンダクトリスクやメト

リクスから始める企業もあります。企業は、上級経営陣か

ら第1線の営業部門の社員、リスク管理部門やコンプライ

アンス部門の社員まで、全社からのインプットを必要とす

るでしょう。企業は、経営情報を最初から正しく効果的に

策定できる可能性が低いことから、測定すべき項目の決

定や、トリガーや閾値の設定を何度か繰り返して行うこと

が必要となる可能性があります。 
 
経営情報の提示方法は誰を対象にするかによって異なり

ます。重要なコンダクトリスクに関わる現在と過去のパ 
フォーマンスと閾値との比較を示し、それに解説を加えた

ダッシュボードは情報を表示する上で有益な方法となりま

す。また、特定のチームや個人に関する重要なリスク指

標のメトリクスを組み合わせたスコアカードもコンダクトリ

スクの全体像を見る上で有益です。実際のところ、企業は

必ずしも1つの情報提示方法にかたくなに固執すべきで

はなく、情報の分析後に、それを提示する最適な方法を

検討すべきです。例えば、上級経営陣は、大半のメトリク

スが「赤色・黄色・緑色（RAG）」評価で「黄色」の評点となっ

ているダッシュボードを提示されても、どのような意思決

定をすべきなのか分からない可能性があります。こうした

状況は大量の情報が集計される大企業には容易に起こ

り得ます。情報をさまざまな形（例えば、国別、支店別、商

品別など）で分析し、解説で補完すれば、有益な情報にな

る可能性があります。また、データ作成者は、データ使用

者が何を求めているかを明確に理解し、またデータ使用

者が提供されるデータに一部限界があることを理解でき

るようにするために、データ作成者とデータ使用者の間で

効果的に意思疎通を図ることも重要です。 
 

強力なコンダクトリスク経営情報の構築に着手するに当 
たって企業が取り得るステップの一部を以下に示します。 

 
図6 

 

1 全体のプロジェクト計画とガバナンスフレームワークを設定する。 

2 既存の経営情報のガバナンスの仕組みや、経営情報作成のために収集された 
データや情報を評価する。 

3 当社の10原則をコンダクトリスク経営情報で脆弱な領域を特定するための指針と

して活用する。 

4 コンダクトリスクに関わるリスクアペタイト、重要なリスク指標、メトリクスや閾値を

検討し、決定する。 

5 経営情報の閾値が突破される場合の因果関係のフレームワークを確立する。 

6 プロセス改善や技術活用を重視しながら、経営情報の作成に必要なデータや情

報を入手する。 

7 経営情報の分析プロセスや提示方法を決定する。企業は、特定された問題の根

本原因を究明する一助としてアナリティクスの活用を検討すべきである。 

8 企業文化や社員の能力を重視しながら、効果的なコンダクトリスク経営情報を根

付かせる。 

 
 
 
 
 

 

企業は、経営情報を最初から正しく効果的に策定で

きる可能性が低いことから、測定すべき項目の決定

や、トリガーや閾値の設定を何度か繰り返して行うこ

とが必要となる可能性があります。 
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結論 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

英国、EUおよび世界中の規制当局やその他の利害関係

者が、金融サービス会社内でのコンダクトリスクの管理を

ますます重視しています。この中核を成すのは、上級経営

陣が自社の効率的な経営を確実に行うことができ、またそ

の証拠を示すことができるように、適切な経営情報が各企

業の上級経営陣に報告されることです。 
 

近々公表予定のSMRおよびSIMRによって、各企業の上

級経営陣は考え方を変えざるを得なくなる可能性が高い

でしょう。不祥事が発生すれば、上級経営者の個人の説

明責任により一層大きく焦点が当てられることになるでしょ

う。強力なコンダクトリスク経営情報があれば、上級経営

者はコンダクトリスクを理解するために合理的な措置を講

じたことや、リスクを軽減するためにバランスの取れた統

制機能を整備したことを証明できるでしょう。各企業は経営

情報をレビューして、経営情報に適切な情報が織り込まれ

ており、適切な情報が上級経営陣や関係ガバナンス委員会

にエスカレートされていることを確認する必要があります。 
 

したがって、各企業は自社のコンダクトリスク経営情報の

仕組みの現状を検討することが必須となります。金融サー

ビス業界の企業と幅広く協働した経験を踏まえて、当社

は、多くの企業が依然として強力なコンダクトリスク経営情

報を構築するに際して数多くの課題に直面していることを

よく承知しております。本稿で規定した10原則は、コンダク

トリスクを自社のリスクマネジメントフレームワークに組み

込むための各企業の継続的な取り組みに対して指針を提

供することを目的としています。強力なコンダクトリスク経

営情報を構築するための詳細な方法は各企業に固有なも

のとなるでしょうが、この10原則はすべての金融サービス

会社がコンダクトリスク経営情報を構築するに当たっての

確固たる基盤になると確信しています。 

また、当社の10原則を実行するために、ガバナンス、文

化、能力の3つの領域において投資の実施や実践的な

ステップを取ることを検討するよう各企業に提言します。

改善を実行するには時間がかかることは認識しています

が、規制当局は企業内で強力なコンダクトリスク経営情

報が整備されることを既に期待しており、企業には強力

なコンダクトリスク経営情報の構築を遅らせる余裕はあ

りません。強力なコンダクトリスク経営情報の構築を促進

できないような上級経営者は最終的には、企業内で起こ

る問題に対してより大きな個人の説明責任が問われる

中で、「適切な行動を取ったこと」の証拠で自分自身を防

護することができなくなるでしょう。しかし、さらに重要な

ことは、コンダクトリスク経営情報が問題を見越してより

良い意思決定をする上で必須であるということです。強

力なコンダクトリスク経営情報を整備することによって、

ガバナンスや文化の向上が顧客により良い成果をもたら

すことになり、そして長期的には企業自身にもより良い

成果をもたらすことになるでしょう。 
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