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デロイト規制戦略センター作成

金融業界において、リスクの管理と統制は常に注目の的で
あり、金融危機以降、その注目は強まる一方です。今日、リ
スクとコンプライアンスの全社的管理を重視する姿勢が強
まっていますが、その主な牽引役となっているのが米国と
欧州の規制当局です。最近相次いだ規制当局の発表やス
ピーチ、監督当局からの伝達、正式な法執行措置から分か
るように、金融機関とその取締役会に対するメッセージは、
大規模銀行には「強固な」リスク管理実務を確立することが
期待されているということです。規制当局の期待は今後も高
い水準にとどまると思われ、期待を満たしていない金融機
関は逆風にさらされる可能性があります。
米通貨監督庁（OCC）が公表した最新の指針は、このような
規制当局の関与拡大の傾向を引き継いでいます。OCCは、
リスクガバナンス・フレームワークの設計・導入と取締役会
の監督の運営における役割に関する最低基準案を通じて、
リスク管理とガバナンスに対するその「引き上げられた期
待」を正式にまとめ上げました。これらの基準案は、大規模
な国法銀行に適用されるものであり、大規模銀行持株会社
に対する連邦準備制度理事会（FRB）の期待に組み込まれ
ている原則と整合しています。要するに、要求水準が引き
上げられているのです。
これらの最低基準案によってOCCは、金融機関がそのリス
クガバナンス・フレームワークの土台とすることが期待され
る一つの必須基盤を確立しました。しかし、金融機関に関す
る研究を通じて私たちが観察しているように、金融機関はこ
れらの基準において明示的に述べられている以上のことを
する必要があるかもしれません。これらの基準は出発点と
しての役割を果たすものであり、最低水準の期待値と見な
すことができます。過去の経験が示す通り、規制当局は今
後も、達成すべき水準と期待値を引き上げていくと思われ
ます。
リスク管理に関して規制当局が期待するのは、全体が部分
の総和以上になることです。FRBは全社的な連結上の組織
の把握に焦点を当てている一方、OCCは「国法銀行の設立
免許を守るために」、銀行が親会社とは別個にリスクを評
価・管理することを期待しています。両者の見解は方向性を
同じくしており、リスク管理とガバナンスをより強固なものに
するという基本的要件を定めています。

1 財務省通貨監督庁「OCC Guidelines Establishing Heightened Standards for
Certain Large Insured National Banks, Insured Federal Savings Association,
and Insured Federal Branches; Integration of 12 CFR Parts 30 and 170（預金
保険に加盟している特定の大手国法銀行、預金保険に加盟している連邦貯
蓄組合、および預金保険に加盟している連邦支店に対する基準の引き上げを
定めるOCCガイドライン－連邦行政規則集（CFR）タイトル12パート30および
170の統合）」
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影響を受けるのはどの銀行？
ガイドライン案は、連結資産が500億ドル以上の銀
行（預金保険に加盟している国法銀行、預金保険に
加盟している連邦貯蓄組合、および預金保険に加
盟している外国銀行支店）に適用されるほか、OCC
が適切と見なすその他全ての金融機関に適用され
ると思われます。他の規制機関が定める期待は、
OCCのガイドラインに沿ったものになると予想されま
す。連結資産が100～500億ドルの金融機関は、リス
ク管理フレームワークの参考として、ガイドラインを
考慮に入れた方がよいでしょう。
親会社のリスクガバナンス・フレームワークが最低
基準を満たしており、親会社と銀行のリスクプロファ
イルが実質的に同一であり、かつ文書化された評価
によってリスクプロファイルが実質的に同一であるこ
とが証明されている場合、銀行は親会社のリスクガ
バナンス・フレームワークを使用することができま
す。銀行が親会社の連結資産、運用資産およびオ
フバランスシートのエクスポージャーの95％以上を
保有している場合、リスクプロファイルは実質的に同
一と見なすことができます。

金融機関は、「強固」になるために、そのリスク関連能力を
広範にわたって全体的に把握する必要があります。そのた
めには、既存のリスクを管理する態勢を整えると同時に、出
現しつつあるリスクを発見し、統制する態勢を整えなければ
なりません。規制当局は、先回りしてリスクを識別し、対処
する能力を求めています。これらの最低基準案は、規制当
局の意図する「強固な」リスク管理についてより明確な説明
を金融業界に与えています。

特に注目に値すると思われる領域は以下の6つです。
• リスクと戦略の合致

注目すべきは、これが長期にわたって発達し、展開していく
プロセスとなるだけでなく、金融機関に深く定着するプロセ
スになると予想されることです。大急ぎで新たな要件に対応
した後で、次のガイダンスが出るまで様子見していては、後
れを取ることになりかねません。この新たなリスク管理の世
界において金融機関が取り入れるべきモデルは継続的改
善であり、進捗状況を絶えず評価し、短所に対処し、リスク
管理実務を全体的な事業戦略により緊密に合致させる必
要があります。

以下のページでは、新たなガイドラインがこれらの各領域に
及ぼす影響に関する私たちの見解を説明するとともに、ガ
イドラインを遵守するだけでなく、成長のためのバネとして
利用するために金融機関が着手できる活動を取り上げてい
ます。

これは非常に困難な課題に思われるかもしれませんが、ひ
るむ必要はありません。手始めに、多くの組織はすでに
OCCとFRBが指し示す方向へと動き始めています。しかした
とえすでに取りかかっていても、これらの基準を遵守し続け
るためには、将来さらなる取り組みが要求される可能性が
あります。私たちは、ガバナンスとリスク関連の取り組みをリ
ードする責任を負う取締役会と経営幹部が特に関心を持つ
と思われる領域において、6つの要点を突き止めました。

• 取締役会の責任
• 三つの防衛線
• 内部監査
• リスクデータとインフラ
• 人材と組織文化

強制力：その影響
• CFRタイトル12パート30により、OCCは、是正努
力に関する「強制力のあるガイドライン」案の一
環として、個々の金融機関が正式なコンプライア
ンス計画を提出することを要求されるかどうかを
決定する広い裁量権を持つようになりました。
• 遵守を怠っている金融機関には、命令や民事制
裁金が課せられる可能性があります。

リスクガバナンス・フレームワーク：概要
銀行は、リスクテイク活動の管理と統制のための正式な書
面によるリスクガバナンス・フレームワーク（以下、「同フレー
ムワーク」）を策定し、導入する必要があります。同フレーム
ワークは、独立したリスク管理部門によって策定され、取締
役会または取締役会のリスク委員会の承認を受ける必要
があります。また、少なくとも年1回、または銀行のリスクプ
ロファイルや業界のリスク管理のリーディングプラクティスの
変化に対処するために必要に応じて見直すべきです。

フレームワークは、以下の要素も包含している必要があり
ます。
• 取締役会による監督
• 明確に定められた役割と責任
• 戦略計画とリスク管理の統合
• リスクアペタイト・ステートメント
• リスクポリシー、プロセスおよび手続
• リスクリミット、メトリクス、アナリティクス

フレームワークは、第三者関係に関連するリスクを含め、あ
らゆる活動に起因する銀行の利益、資本、流動性、評判に
対するリスクをカバーしていなければなりません。関連する
リスクカテゴリーには、信用リスク、金利リスク、流動性リス
ク、価格リスク、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリ
スク、戦略リスク、レピュテーションリスクなどが含まれま
す。

• リスクデータの集約、モニタリング、報告
• 人材開発、採用、流出防止
• パフォーマンス管理とインセンティブ報酬
• サクセッションプランニング
• リスクコミュニケーション
• リスク文化
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1. リスクと戦略の合致
規制当局の視点から見ると、リスク管理に必要なのは、組
織内のあらゆるリスクに対処し、それらのリスクを軽減する
ために適切な統制の確立を図ることです。規制当局は、金
融機関がその全体的な企業戦略に合致するやり方でリスク
を管理する方法を理解していることを期待します。企業戦略
は絶えず変化・進化していくことから、規制当局は、金融機
関のリスク管理戦略が中核的な事業戦略に合わせて変化
する柔軟性を備えていることを示す証拠も求めています。
リスクアペタイト・ステートメントは、リスク管理フレームワー
クの重要な要素の一つであるため、この環境において大き
な役割を果たします。実際、リスクアペタイト・ステートメント
は事実上、包括的な指針として機能するものであり、戦略計
画と直接的に結び付いていなければなりません。効果的な
リスクアペタイト・ステートメントは、金融機関にとってどのリ
スクが許容可能かを明確に詳述し、リスクリミット、リスクモ
ニタリング、アナリティクス、メトリクスによって裏付けられて
います。一方、リスク管理部門は、金融機関がある特定の
時点で直面している主要なリスクについて、データに裏打ち
された見識を取締役会と経営陣にもたらす必要がありま
す。提示される情報は、現在の環境を反映するだけでなく、
将来を考慮に入れたものでなければなりません。
次の一手
大手銀行の中には、リスクアペタイト・ステートメントと事業
戦略が縦割りで管理されているところがあります。さまざま
な社内グループによってばらばらの時期に企画されることも
多く、その結果、銀行が進めている全ての最新の戦略がリ
スクアペタイト・ステートメントに反映されない可能性があり
ます。同様に、事業戦略もリスクアペタイト・ステートメントと
整合しているとは限りません。
同じく重要な点として、リスクアペタイト・ステートメントが、ガ
バナンス、プロセス、モニタリング能力、統制によって支えら
れていないことがあります。これらの要素は、リスクアペタイ
トに組織全体にわたる実効性を与えるものです。私たちは、
この支えとなる取り組みを「リスクアペタイト・フレームワー
ク」と呼んでいます。どのリスクアペタイト・ステートメントも、
この枠組みの中で考慮しなければなりません。最近提案さ
れたガイドラインを踏まえて、以下に、リスクアペタイトをより
戦略に合致させ、リスクアペタイト・ステートメントそのものを
支えるフレームワークの構築に取りかかるために、リスクリ
ーダーがすぐに取ることのできる行動をいくつか紹介してい
ます。
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戦略計画とのつながりを見直し、強化し、文書化する
貴行が今日、成長するために進めている戦略はどのような
ものですか？マーケティング活動の強化ですか？新たな支
店の獲得ですか？より積極的な、消費者向け金利の設定で
すか？このような戦略は、新たな種類のリスクやリスク水準
を組織にもたらす可能性があります。リスクアペタイトを考慮
に入れずに戦略を策定すると、自行が直面しているリスクを
完全に理解することは難しくなります。まして、それらのリス
クが自行のリスクアペタイトに反するかどうか判断すること
はできません。新たな戦略や事業活動がもたらすリスクの
影響を理解することは、リスクと戦略をより合致させるため
に役立ちます。
新たな種類のリスクを反映させる
現在のリスクアペタイト・ステートメントの多くは、焦点を当て
ている範囲が狭く、レピュテーションリスク、戦略リスク、オペ
レーショナルリスクを含んでいないことがあります。これらの
リスクカテゴリーは、定義と測定が難しいものの、測定可能
なリスクと共に重要な存在になる可能性があり、規制当局
によるより厳しい精査にさらされています。それに加えて、
出現しつつあるリスクを識別し、監視し、必要な場合はそれ
に合わせてリスクアペタイト・ステートメントを調整する必要
があります。例えば、新たな商品や事業への参入は、新た
なリスクを銀行にもたらすかもしれません。そのような活動
は、取締役会が定めたリスクアペタイトの枠組みの中で評
価すべきです。また、以前見落としていたリスクに対処する
ために、リスクアペタイト・ステートメントを更新する必要もあ
ります
データを積極的に活用する
信頼できるデータを使ってリスクを監視・報告するシステム
が整備されていなければ、規制当局が求めている影響力を
リスクアペタイト・ステートメントが発揮することは難しくなり
ます。データは、全体的なリスクアペタイト・フレームワーク
の重要な一部です。手始めに、リスクに責任を負う人々に、
リスクアペタイト・ステートメントが定める通りにリスクを管理
するために必要とする、データ中心の判断材料を持ってい
るかどうか、またリスクリミットを組織の下部に伝達するため
のシステムがあるかどうか尋ねてみましょう。その上で、IT
部門のリーダー等と協力して、現在彼らが持っているデータ
と、十分な情報を踏まえてリスクに関する決定を下し、より
効果的にリスクを管理するために必要なデータとのギャップ
を埋めるようにします。

2. 取締役会に対する直接的影響
リスクに関する問題はこれまで常に、取締役会レベルの懸
案事項でした。しかし新たなガイドラインによってその重要
性は拡大し、取締役会のメンバーにも関わる問題となって
います。金融機関は、取締役会が効果的で独立した経営
監督を実施する能力を確保するために、何らかの変革が
必要かどうかを検討する必要があります。提案されている
OCCのガイダンスは、少なくとも2人の独立取締役を置くこ
とを要求していますが、上場企業ではおそらく、この期待は
すでに実現されていると思われます。さらに、金融機関の
規模、複雑性、リスクプロファイルを考慮に入れた、取締役
会による独立した監督の水準についても、規制当局の注目
が高まるでしょう。
たとえ正式な組織再編は必要でなくとも、リスク問題に対す
る取締役会の抜本的な姿勢の転換は避けられないかもし
れません。取締役会のメンバーは、豊富な知識を持つとと
もに、経営陣にリスクの統制と管理の説明責任を負わせ、
定期報告プロセスの一環として、また経営陣の取り組みが
不十分な場合、経営陣に対して「説得力のある」異議を提
起する必要があります。そのためには、銀行のリスクアペタ
イトに関する明確な理解は言うまでもなく、銀行の今日の活
動に伴うリスクについての深い理解を備えていなければな
りません。
リスクに関する取締役会の役割においては、管理的な側面
が大きな位置を占めています。取締役会のメンバーは、リ
スクとその管理方法に関する経営者の主張を裏付けるた
めに、より多くの証拠文書を必要とするようになります。彼
らに提供される報告は、リスクの現状と最新のテーマを分
かりやすい形で明らかにする必要があります。新たな業界
実務は、十分な分析と合成を通じて関連性と透明性を高め
た、質の高いデータに重点を置いています。取締役会のメ
ンバーは経営者に対して、さらに踏み込んで異議を唱える
ことが期待されます。そのためには、研修を強化し、会合の
回数を増やし、より質の高い情報を提供するとともに、取締
役会のメンバー自身が今日よりも具体的にリスク管理に精
通する必要があります。

次の一手
こうした取り組みの多くは、大手銀行の経営幹部や取締役
会のメンバーにとって聞き覚えがあるかもしれません。多く
の大手銀行は、すでに独立取締役を2人以上置いていま
す。そのため、取締役会が正しい方向に動き出していると思
い込みがちです。しかし、これらのガイドラインは、取締役会
レベルで扱う問題についてこれまでになく詳細に定めている
ことから、コンプライアンスを確保するだけでなく規制当局の
期待の趣旨に対応するためには、ギャップ分析が必要とな
る場合があります。多くの金融機関にとって有用な出発点と
なりうる3つの方法を以下に挙げます。
取締役会の自己評価に着手する
OCCのガイダンスに照らして、取締役会がすでに適切な行
動を取っている領域はどれでしょうか？対応が十分ではな
い領域はどれでしょうか？これらのガイドラインがこれまでに
ない詳細を提供していることを考えると、自己評価という作
業は、かなり簡単にこなすことができるでしょう。そのような
評価を実施しなければ、取締役会は、間違った活動に時間
に費やす危険があります。
取締役会向けの研修を刷新する
ほとんどの取締役会は、研修を実施しています。しかし、そ
れは十分なものでしょうか？定期的な研修手続に則って行
われているでしょうか？現在の取締役会研修制度は、規制
環境、業界のリスク管理実務、そして銀行の事業に基づい
た独自のリスクプロセスとアプローチに対処しているでしょう
か？取締役会のメンバーは、ガバナンスと監視に関するこ
れらの新たな期待に問題なく対応できるでしょうか？例え
ば、取締役会はこれまで以上に多くの規制関連の提出書類
に承認の署名をしたり保証を与えたりすることを求められま
す。また、ストレステストや資本計画、回収整理計画などの
重要な規制要件を理解していなければなりません。
業界と銀行内部の最新の状況に適合できるよう手助けする
ために、研修プログラムの内容とスケジュールを見直すこと
も役に立ちます。まだ見直していないならば、これを行動計
画の最優先事項に据え、関連トピックについて取締役会が
適切な教育を受けられるように、適切な研修のフレームワー
クを確立することを検討してみましょう。新たなガイドライン
は、今が刷新の好機であることを意味しています。今こそ行
動を起こすべき時です。研修はきっと、新たに加わった責任
に取締役会が問題なく対処するための一助となります。

大規模化し、複雑化する金融機関には、より
多くを期待する2。
―トマス・カリー、通貨監督庁

2 「OCC Ratchets Up Pressure on Big Banks（米通貨監督庁、大手銀に対する締め付けを強化）」、ウォールストリートジャーナル2014年1月16日記事、記者：Ryan Tracy、Stephanie Armour
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内部報告要件を見直す
OCCのガイドラインは、リスク問題に関して取締役会がより
積極的に対応し、より情報に精通することを要求していま
す。とはいうものの、取締役会のメンバーは事業の最前線
で活動しているわけではないため、リスク環境に関する情
報に通じておくためには、上級経営幹部と一連の報告プロ
セスに依存するしかありません。旧来の報告方法が新たな
要求事項に適合していない場合、どうなるでしょうか？問題
を示唆する兆候は、数多くあります。例えば、取締役会がリ
スク管理上の違反について聞いていない場合、あるいは取
締役会のメンバーがリスクに関する上級経営幹部間の意見
の相違（異議を唱えられる健全な環境とリスク問題への注
目を示唆するような）を一度も目にしていない場合、取締役
会は実態を知らないまま活動しているおそれがあります。
記録文書も、事実を物語るものになります。リスクは、重要
な議題と見なされているでしょうか？会議の議事録は、リス
ク管理をめぐるディスカッションを反映しているでしょうか？
規制当局は、このトピックに関する期待水準を引き上げて
おり、金融機関に対し、リスクに関するディスカッションを文
書化することを推奨しています。また、規制当局がリスク委
員会の会合の回数と1回の長さ、提供された情報の質、実
際に活動している委員会メンバーにも注目することを予想し
ておく必要があります。こうしたことは全て、相互のやりとり
と実効性のある異議の提起がどれぐらい行われているかと
いうことや、リスクの重要性を証明することになります。最後
に、異議を受けて、経営者が取引、ポートフォリオ、または
プロセス／統制のレベルでこれらの異議によって明らかに
なった事柄に対処しているという証拠を文書化しておくこと
が有益となります。
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3. 三つの防衛線：注目の的
「三つの防衛線（three lines of defense）」という、リスクとコ
ンプライアンスの管理のためのガバナンスのフレームワーク
は、金融機関の間ではすでによく知られています。三つの
防衛線は、フロント部署、リスク管理部門、そして内部監査
部門で構成されています。また、三つの防衛線全てがリスク
の管理に責任を負っており、これらが一体となることでリスク
テイクをコントロールする適切なシステムを確立できることが
広く認識されています。しかし、このリスクとコンプライアンス
のフレームワークを効果的に実施する能力は、どれぐらい
強いでしょうか？リスクへの対処に関して、どの部署がどの
責任を負うのか、明確に決定することができるでしょうか？
こうした検討事項は、「三つの防衛線」アプローチが望み通
りの成果をもたらすか、それとも不十分な結果に終わるか
の違いにつながります。新たなガイドラインは金融機関に、
三つの防衛線の中で役割と責任を明確に定めることをさら
に強く迫っています。
品質保証も、新たなガイドラインの大きな部分を占めていま
す。三つの防衛線それぞれにとって、品質保証と統制の有
効性を強化する独自のプロセスが役に立ちます。このプロ
セスは、トラブルが起こったときに学んだ教訓と根本原因を
分析することによって、フィードバックループの役割を果たし
ます。さらに、そのようなプロセスは、各防衛線がそうした洞
察に基づいて自己評価を行い、長期にわたって改善を図る
ことを可能にします。
これは金融機関に、組織設計と経営モデルに関していくつ
かの基本的な問いを提起しています。三つの防衛線を考え
る場合、本社レベルで扱うのにふさわしいのはどのようなこ
とでしょうか？また、事業部署によって対処すべきことは、ど
のようなことでしょうか？分権型のリスク組織を設けている
金融機関の場合、これらの新たな要求を満たすのはより難
しいかもしれません。規制当局がここ数年にわたり期待値を
上げてきているため、あらゆる事業部署と機能部署を明確
に見渡すことができる構造が好まれるように見受けられま
す。

次の一手

独立したリスク管理・統制部門を強化する

多くの点において、三つの防衛線はOCCのガイドラインの
基礎をなすものであり、その結果、今まで以上に厳しい精査
にさらされています。OCCの注目の中心を占めているの
が、構造、説明責任、役割、実行責任です。例えば、OCCは
初めて、最前線のリスク管理者という立場にある第一防衛
線としての事業部署に対する期待を正式に定めました。こ
れらの部署は、銀行にリスクをもたらし、自身の活動に関連
するこれらのリスクの「オーナー」として主体的に責任を取
り、リスク管理実務を強化するため、またはリスクを減少さ
せるために継続的にリスク評価を実施して追加的な措置が
必要かどうかを判断します。一方、第二防衛線―独立したリ
スク管理部門―は、OCCのガイドラインに基づいてより重要
な役割を担うことになり、フロント部署に対する定期的なモ
ニタリングと検証において、その独立性と監督を明確に立証
しなければなりません。第二防衛線の焦点は、総合的なリ
スクの識別、測定、モニタリング、統制と、組織のための全
社的なフレームワークとポリシーの確立にあります。同様に
内部監査部門には、少なくとも年1回、リスクガバナンス・フ
レームワークをレビューし、その有効性を確認する新たな責
任が与えられます。

リスク管理・統制部門の独立性は、当該部門が事業のリス
クプロセスと統制、ポリシーの遵守、リスクアペタイトおよび
リスクリミットを積極的にモニタリングし、検証することによっ
て強化することができます。これらの統制部門は、金融機
関を代表して、戦略、資本、流動性に関連する計画の策定
について提案を行う必要があります。それに加えて、独立し
たリスク管理・統制部門がリスクを識別し、集約し、リスクに
関する自身の見解を取締役会またはリスク委員会に報告
できるようにすることが不可欠です。リスク管理・統制部門
のリーダーは、意思決定の場で発言権を行使する十分な
地位と権限を持つとともに、取締役会と取締役会の委員会
に直属し、直接アクセスできる立場にあることが期待されま
す。第二防衛線の役割と責任をさらに明確にすることは、
統制部門が有効に機能するために不可欠となるでしょう。

三つの防衛線に向けられている厳しい精査を考えると、多く
の金融機関にとってギャップ評価が最初のステップになると
思われます。評価によって対処可能な主な検討事項は、以
下の通りです。

内部監査部門の地位と威信を高める
内部監査部門は、組織に改善をもたらすために必要な権限
と地位を持っているでしょうか？その影響力は、内部監査
部門のスタッフが毎日の業務において発揮するスキルや能
力と切っても切れない関係にあるという言う人もいるでしょ
う。特に提案においてリスクガバナンス・フレームワークの
評価が要求されていることを考えると、既存の資源と業務
遂行能力について理解を深めることは良い出発点となりま
す。そこから、内部監査部門の威信と地位を高めるために
他の領域に焦点を当てることができます。

組織内の役割と責任を明確にする
金融機関の内部で、リスクのオーナーシップ、管理、統制、
監督、保証に対する責任が明確に理解されていないことが
多々あります。この問題は、複雑で多様なビジネスモデル
やグローバルな拠点が存在する場合、より深刻なものとな
ります。誰がどの意思決定と行動に説明責任を負うのかを
明確にすることは、三つの防衛線モデルをより強固なもの
にするのに大いに役立ちます。
フロント部署におけるリスク管理を深化させる
実際のところ、リスク管理のオーナーシップは組織のどのぐ
らい下位のレベルにまで担わせることができるのでしょう
か？最高経営幹部のレベルで止まっている場合、防衛の第
一線が防衛線全体の中で一番弱いところになるかもしれま
せん。事業部署レベルの幹部リーダーと大勢の一般従業員
の両方がリスクアペタイト・ステートメント、リスクリミットのシ
ステム、リスクフレームワーク、そして日常業務との関係に
ついて理解を深める必要があります。評価によって、この関
係がどのぐらい深く理解されているかを突き止めることがで
きます。

より強固に：OCC による期待の引き上げ
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4. 内部監査部門を次のレベルに
押し上げる
新たなガイドライン案に基づき、内部監査部門は、金融機関の
リスク管理のフレームワークをレビューし、業界のリーディング
プラクティスに一致しているようにする責任を負います。そのた
めには多くの場合、内部監査部門が積極的に、将来を見越し
た行動を取ることを可能にする能力、スキル、方法論が必要と
なります。そのような能力は、過去には必要とされていなかっ
たかもしれません。業界団体への積極的関与、規制関連の会
議、同業者間のネットワーク作り、業界誌のモニタリングなど
は、このような業界知識を得るために使われる方法の例です。
要するに、新たなガイドラインは内部監査部門に対し、もっと積
極的な貢献を要求しているのです。品質保証と継続的改善は
いずれも、より積極的に先を見越した行動を取るという目標に
資するものであり、内部監査チームにとって重要性を増すと思
われます。今日直面するかもしれないリスクについて、外部デ
ータはどのようなことを示唆しているでしょうか？出現しつつあ
るどのリスクに、今日備えるべきでしょうか？まだはっきりと視
野には入っていないものの、把握しておくべきリスクはどれでし
ょうか？これらの問いは、内部監査部門が対処すべき種類の
問いです。リスク管理の構成要素としての内部監査部門の重
要性が高まっていることを受けて、金融機関自身が寄せる関
心も高まる可能性があります。さらに、「強固な」リスク管理と
いう全体的評価は、内部監査部門が「強固」と評価されて初め
て達成しうるものです。
次の一手
前述したように、「三つの防衛線」モデルは、OCCの新たなガイ
ドラインの焦点となっています。第三防衛線である内部監査部
門がこれまでにない精査に直面していることは、驚くに値しま
せん。既存の能力の強化と向上を図り、内部監査部門がリス
ク管理において果たすことが期待されるより大きな役割のため
の舞台を整えることは、金融機関に利益をもたらします。以下
に考慮すべき点を挙げます。
内部監査部門の威信を向上させる
内部監査部門の強さは、そこに所属する人々によって決まりま
す。つまり、トレーニング、能力開発、人材流出防止活動がい
っそう重要になります。けれども、考慮すべきもう一つの要素
があります。過去において、内部監査部門のスタッフはこれま
で、組織において当然与えられるべき信頼と地位を与えられて
いないことがありました。しかし今日、内部監査部門を構成す
る人々がOCCによって、効果的なリスク報告を行う取り組みの
中心的資産と見なされていることはほぼ間違いありません。多
くの大規模金融機関の内部監査部門は、取締役会あるいは
取締役会の何らかの下位機関、例えば監査委員会に直接ア
クセスできる立場にあります。しかし、経営上の指揮系統はこ
れまで、若干整合性を欠いてきました。新たなガイドラインは、
最高監査責任者（Chief Audit Executive）が経営上、企業の
CEOかそれ以上の直属となることによって、この部門の地位を
支えることを提案しています。
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言及されていないが、無視すべきではない領域
新たに公表されたガイドライン案をじっくり検討する
と、2つの領域が言及されていないことが分かりま
す。しかし、明示的に言及されていないという理由だ
けで、これらの統制部門を無視すべきではありませ
ん。
コンプライアンス
コーポレート・コンプライアンス部門は、リスク部門の
一種と見なされているため、独立した第二防衛線に
あたり、ガイドラインに示されている検討事項の対象
となります。リスク管理部門と同様、コーポレートコン
プライアンス部門は、全社的なコンプライアンスプロ
グラムとポリシーを定め、コンプライアンスリスクを総
合的にモニタリングし、検証し、報告することに注力し
ます。他の種類のリスクと同様、コンプライアンスリス
クの管理は、三つの防衛線全ての責任です。
与信監査
この部門は、第三防衛線と見なされており、明示的に
は挙げられていないものの、関連性が高いことに変
わりはありません。規制当局はこの部門に、内部監
査部門に期待される属性と類似する属性を求めてい
ます。すなわち、信用審査部門は、組織内で独立性
と地位を保ち、取締役会または取締役会のリスク委
員会もしくは監査委員会の直属となり、リスクを効果
的に識別・発見するためのスキル、知識、プログラム
に関する深い見識を有していなければなりません。

リスクフレームワーク評価のための準備をする
新たなガイドラインは、「内部監査部門は少なくとも年1回、
独立したリスクフレームワーク評価を実施しなければなら
ない」ことを明確にしています。そのため、数多くの金融機
関において、現行の内部監査部門が強みとしていない幅
広い能力が必要となります。内部監査部門の構成員は、
規制上の基準と業界のリーディングプラクティス、組織構
造に関する主な期待、リスクアペタイト・ステートメント、規
則、責任やその他多くに関する理解を生かして貢献するこ
とができます。そのような知識が現在、内部監査部門に備
わっていない場合、追加の人材を募集するか、新たなトレ
ーニングと能力開発を推進するか、あるいは、外部のサポ
ートを検討する時期かもしれません。
品質保証部門を設立または強化する
どの内部監査組織も、品質保証部門を備えている必要が
あります。しかし、内部監査部門の地位が上がるにつれ、
その重要性も高まります。品質保証部門は、内部監査部
門が一貫して高い水準の成果を挙げ、継続的な向上を図
る一助となります。金融機関は、提案されている基準に照
らして現在の機能を測定することを考慮し、向上の余地が
あれば先んじて対処することができます。

5. 要求されるデータとインフラの変革

明確な事業目標を定める

新たなガイドラインによって導入されるあらゆる変化を考慮す
ると、多くの金融機関の関係者にとって、そのインフラもおそら
く急速に進化しなければならないことは明白かもしれません。
一部の金融機関では、そのリスクインフラの柔軟性や透明性
が十分ではないために、現在の規制上の要求を満たし、リス
クを効果的にモニタリングし、リスクポートフォリオをリスクアペ
タイトと結び付けることができない可能性があります。

事業において実施する価値のある全てについて言えるこ
とですが、データとインフラを中心とする取り組みの達成
目標を定めることによって、最終目標に到達する可能性
が高まります。また、途中の進捗状況も測定しやすくなり
ます。ガイドラインが示す要求を満たすためにデータとイ
ンフラに関する最終目標を定めるだけに終わらないよう
にします。この領域における銀行の達成目標は、OCCが
要求するものよりもはるかに広範にわたるものとなり、リ
スク管理から報告と成長まで、あらゆることに影響する可
能性があります。OCCのガイドラインを、事業に不可欠な
この領域における向上のきっかけと考えましょう。

ギャップ分析は、現在のインフラ能力を確認し、追加投資が必
要となりうる領域を洗い出す良い出発点となります。インフラ
は、さまざまなレベルでデータの細分化と集約化を実行する能
力を有していなければなりません。今日では、ポートフォリオレ
ベルの視点を交えた取引レベルの詳細が標準となっていま
す。以下に、考慮すべき特に重要な側面をいくつか挙げまし
た。
• 統合的なリスクエクスポージャー
• あらゆる事業分野と法的主体にわたる、銀行レベルでのリス
クの集中
• ストレステストの結果
• 重要なリスク
• 出現しつつあるリスク
• リスクステートメントに対する違反

事業部署全体の参加を促進する
事業部署が全面的に参加しなければ、データとインフラ
に関する取り組みは、リスク組織がつなぎ合わせ、一握
りの意欲的な事業リーダーがサポートする大規模なコン
プライアンス演習へと退化してしまいがちです。そのよう
なやり方では、真の事業価値をもたらすことはできませ
ん。リスク管理（そして、事業全体）における真のデータ主
導型の意思決定は、事業部署と法的主体全体の参加、
採用、支持にかかっています。
データスチュワードシップのためのフレームワークを確立
する

• 与信集中リミット
• フロント部署のリスクリミット
• 所要資本の計算
• 流動性リスクと規制措置
リスクデータの集約と報告を行うために、組織の規模、複雑
さ、リスクプロファイルにふさわしいポリシー、手続、プロセスを
定める必要があることは言うまでもありません。上級経営陣と
取締役会が十分な情報を踏まえた決定を下せるように、リスク
データを正確かつ網羅的で、透明性の高い方法で集約する能
力も不可欠です。リスクデータをめぐる統制も、会計データに
適用される統制と同様、堅固なものでなければなりません。
次の一手
OCCのガイドライン案がなくても、データとインフラという双子
の問題はすでに、銀行に大きくのしかかっています。そもそも
データはこれまでもずっと、銀行内の重要資産と見なされてき
ました。昨今のビッグデータとビジネスアナリティクスの台頭に
よって、その重要性は高まる一方です。したがって、これらの
ガイドラインとの関連においてデータとインフラに取り組む場
合、単なるコンプライアンスを超えて、データに関する全体的
な事業目標に目を向けることが大切です。コンプライアンスを
主たる目標にしてしまうと、コンプライアンスを維持することは
できても、データを通じて競争力を獲得する機会を逃してしま
うことになりかねません。以下に、コンプライアンスのための取
り組みの中で、事業に役立つ洞察と意思決定を向上させるた
めの重要かつすぐに実行できる措置をいくつか挙げます。

データを収集し、格納することと、そのデータがリスク管
理というより広範な枠組みの中にどのように当てはまる
かを理解することは、全く別のことです。効果的なデータ
スチュワードシップは、その組織が収集しているデータの
真の価値、データ環境を構成するさまざまな部分がどの
ように一体となって機能しているか、そして組織目標に資
するデータの利用方法を理解しているリーダーからなる
小さなコミュニティを必要とします。データスチュワードシ
ップは、自然に発生するものではありません。データ利用
者、主題の専門家、収集プロセス、ITシステムおよび報
告ツールを一つに統合する、データスチュワードシップの
ための正式なフレームワークが必要となるかもしれませ
ん。
測定と検証を手抜きしない
データの管理と質は大切ですが、バックエンドでの測定と
検証を犠牲にすべきではありません。実際、しっかりした
検証・測定の仕組みが整備されていなければ、データの
質（OCCによって義務付けられたものか否かを問わず）
に関する長期目標を継続的に達成することはできないで
しょう。貴行の取り組みは、規制当局と貴行の事業リーダ
ーのニーズに応えているでしょうか？現状を知るため、そ
してその過程で貴行の取り組みを絶えず精緻化するため
に、測定と検証に目を向けましょう。
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6. 人材とリスク文化に対する新たな要求
規制当局は、金融機関がガイドラインの文言を忠実に守るこ
とを期待しているだけではありません。「強固な」金融機関と
は、リスク管理の精神を尊重している機関であり、コンプライ
アンスを維持する能力とは別に、強固なリスク文化を持ってい
ます。正しいリスク文化を持つためには、リスクの重要性を理
解し、リスクインテリジェントな方法で行動するやり方を知って
おり、そのためのスキルと能力を備えた人々、特にリスクに関
する重要な意思決定に責任を持つ、あるいはそのような意思
決定に影響力を及ぼす人々が必要です。こうした要素はいず
れも、人材の雇用と流出防止という相互に関連した問題にス
ポットライトを当てており、特に学習、能力開発、サクセッション
プランニングが注目されています。この注目は報酬にも及ん
でいます。報酬体系は、リスク問題を考慮に入れ、望ましい行
動を奨励し、リスクと見返りのバランスを取る必要があります。
なぜ、これほど文化が注目されるのでしょうか？強固なリスク
文化は、年月とともにリスクに関する要求や全体的なリスク環
境が変化しても、説明責任、一貫性、透明性、戦略との合致を
推進するからです。
次の一手
人材管理プログラムと文化に関する取り組みは、組織の管理
が行き届いていることを示唆しますが、OCCのガイドライン
は、それらのプログラムや取り組みにおいてリスク人材を標準
的な要素とすることを義務付けています。ガイドラインに照らし
て、銀行の取締役会と経営陣は、人材―特に、リスクの監督
に責任を負う者が携わる職務における―の開発、募集、流出
防止に関する自らの成果を判断する必要があります。必要で
あれば、是正措置を取ることが期待されます。特に、規制当
局は問題が識別されると、その原因を真っ先にトレーニング、
雇用、報酬に関する欠点によるものと見なし、場合によっては
欠陥のあるリスク文化という全体的な問題を指摘する可能性
があります。以下に、貴行の組織文化に焦点を当てた取り組
みを軌道に乗せるために役立つ方法をいくつか挙げていま
す。

例えば、リスクチームがリスク違反や例外事項を指摘する
だけではもはや十分ではありません。同じ間違いを繰り返
すことを回避できるような方法で事業の変革を促す権限を
与えられている必要があります。
スキル評価を実施する
強固なリスク組織は、人々が毎日の業務で発揮する知識、
スキル、能力によって実現します。そのいずれも、トレーニ
ングと雇用実務によって高めることができるものです。しか
し、貴行がスキル不足を認識していなければ、不足を埋め
ることは難しいでしょう。そこで役に立つのが評価です。評
価を実施する場合、取締役会と経営幹部のレベルだけで
なく、さらにその一つか二つ下位の組織レベルも調べるよう
にします。
強固なサクセッションプランを策定する
持続可能なリスクガバナンス・フレームワークの決め手とな
るのは、十分な人材の配置です。主要なリスクスタッフを集
めたり育成したりすることは、特に今日の環境においては
たやすくありません。サクセッションプランを設けていない
金融機関については、ガイダンス案は金融機関全体にわ
たって次のレベルのリスクリーダーを育成することに焦点を
当てています。すでにサクセッションプランを設けている銀
行は、リスクスキルが最優先の要求事項として浮上してい
るとの認識をもって、サクセッションプランを徹底的に見直
すことが有益となると思われます。
報酬制度を見直す
リスクは、報酬・パフォーマンス管理基準に組み込まれて
いなければなりません。評価を通じ、リスク部署とフロント
部署の要員をはじめ組織全体の関連要員にとって、銀行
の報酬・パフォーマンス管理プログラムがリスクに十分に
対応しているかどうかを明らかにすることができます。一つ
の出発点は、インセンティブベースの報酬取り決めによっ
て、損失をもたらしかねない不適切なリスクを招いていない
かどうかを確認することです。

対話と実効性のある異議の提起を奨励する
OCCは銀行に対し、過剰なリスクテイクに異議を唱える文化を
有することを期待しています。他の問題が優先されてリスクが
後回しにされた場合、それらのリスクは、是正措置を取る暇も
なく広がることを一部の銀行は身をもって学びました。「強固
な」組織では、上級経営幹部がリスクが重要な文化要素と見
なされる姿勢を打ち出します。例えば、取締役会とCEOは、リ
スク管理と銀行のリスク管理・フレームワークの重要性につい
てトップの姿勢を定めなければなりません。このトップの姿勢
は、最高リスク責任者がリスクに関するトピックについて、事
業部署のリーダーを含むあらゆる者に異議を提起する権限を
行使するのに役立ちます。また、銀行のいたるところで従業員
に、遭遇した問題を提起し、上位者に報告することを推奨する
必要があります。
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リスク文化調査を実施する
文化は、金融機関の経営システム、行動規範、象徴的なメ
ッセージに影響されます。文化は、「形のないもの」であり、
リスク管理フレームワークの不可欠な構成要素です。リス
ク文化は、リスクが金融機関においてどのように管理され、
リスク管理ポリシーやリスク管理実務がどれほど広く採用
されているかを示唆します。リスクに関する組織内部の態
度、考え、行動を理解することは、リスク文化がどれほど
「強固」なものかをうかがい知る手だてになります。リスク文
化調査の実施は、基準となる指標を提供し、リスク文化を
強化するためにてこ入れできる領域を明らかにすることが
できるのです。

成長への道－「強固」なリスク管理を通じて
規制当局の新たな期待値が導入されるとつい、そうした期
待を成長と利益を阻むものと見なしたくなるかもしれませ
ん。しかし、私たちの考えでは、こうした要求に応えること
と、成長への道を着実にたどることは、互いに相いれない
取り組みではありません。強力なリスク管理は、この両方
を達成するのに役立ちます。
真の強さとは、金融機関のリスク能力と潜在的な脆弱性に
ついて全体的な見方を培い、上記全てを考慮に入れた戦
略的な重要計画を堅持することです。
金融機関のリスク管理戦略は、企業戦略とより密接に連
携し、重要な領域―全社的リスク、自己資本、再建・破綻
処理計画、コンプライアンス、モデルリスクおよびデータ―
を管理するための活動のけん引役となる必要があります。
これらの活動の管理において中心的役割を果たす基本要
素が 4 つあります。すなわち、ガバナンス、ポリシーと手
続、内部統制、測定・監視・報告です（表 1 を参照）。変革
を可能にし、強固なリスク管理フレームワークを維持する
ためには、これらの要素とともに、適切な人材、リスク文
化、効果的なコミュニケーションが必要となります。強固に
なるとはすなわち、堅固なリスク管理フレームワークの強
化と維持を目的として絶えず改善される質の高い、再現可
能なプロセスを活用して、持続可能性を培うことなのです。

金融機関全体にわたるリスク管理戦略が、
あらゆる活動の牽引役とならなければなりません。

表1：強固なリスク管理を構成する基本要素
強固なリスク管理を構築するカギは、4つの基本要素に基づいています。

ガバナンス

ポリシーと手続

内部統制

測定・監視・報告

リスクを管理・統制し、強固なリ
スク文化を推進するために、取
締役会と上級経営陣が正しい
「トップの姿勢」を定め、リスクア
ペタイトを規定し、適切な経営
構造とリスクフレームワークを
導入する

金融機関は、事業とリスクアペタ
イトの複雑性、および健全なリス
ク軽減に対処する堅固なポリシ
ーおよび手続（ポリシーのガバ
ナンスのためのフレームワーク
とコンプライアンスを管理するプ
ロセスを含む）を導入しなければ
ならない

有効な内部統制は、不適切な／
未承認のリスクテイクを防止し、
発見する。金融機関は、社内に
おける事業の流れを理解し、プ
ロセスフローに適用される統制
を把握し、統制の有効性を検証
し、上位者への正式な報告体制
を整備しなければならない

金融機関は、リスクの集中とリス
クアペタイト違反を含め、あらゆ
るリスクを識別、測定、監視、報
告する能力を備えていなければ
ならない。堅固なITインフラを整
備し、集約、モデリング、ストレス
テストに使用できる質の高い、
正確かつ適時なデータを提供し
なければならない
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強固になるための「方法」は、戦略的プログラムと全体的
視野から始まるものであり、評価フレームワークの構築、リ
スク文化の評価、リスクコミュニケーションと学習プログラ
ムの強化、そして方向性、ガイダンス、優先順位の設定を
包含しています。
多くの金融機関はすでに、リスク管理を強化するためにさ
まざまなプロジェクトを進めたり計画したりしていますが、こ
れらのプロジェクトは往々にして縦割りで実施され、一つの
事業によって推進されるか一つの具体的なニーズのため
に行われています。結果はしばしば不確実で、他のプロジ
ェクト次第であり、焦点がリスク能力の向上に置かれてい
るとは限りません。重複と過剰が見られることもあり、優先
順位を定めて限られた資源と予算を配分することは難題で
す。
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金融機関は現在、山ほどの課題に直面しています。さら
に、リスクとガバナンスに関するOCCの期待が引き上げ
られ、最低基準案において成文化されたことを受けて、
多くの複雑な要素を管理しなければならなくなります。こ
のリスクとガバナンスのフレームワークが規制当局の期
待に応える（さらには、超える）ようにすることに加えて、
金融機関は、制約の多い環境の中で成長を促し、業績・
利益を向上し続けなければなりません。最初は意外に思
われるかもしれませんが、リスク能力を高め、強固なリス
ク管理フレームワークを構築することによって、金融機関
はきっと、規制当局の期待に応えられるだけでなく、成長
やその他の戦略的目標を達成する道を切り開くことがで
きるでしょう。
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