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ユーロ圏における単一銀行監督当局の設置が提案されてから 1 年あまりを経
て、法整備プロセスが完了しつつあります。EU の基準からすれば極めて迅
速に完了を迎えるものの、ユーロ圏の銀行の新しいプルーデンス監督当局で
ある欧州中央銀行（ECB）の眼前に横たわる課題への対応は、特に新しい枠
組みに対する期待を勘案すると、長期化することが予想されます。
最も差し迫った課題でありながら、単一監督当局に長期

銀行およびユーロに対する信頼回復には、銀行と国家と

的な影響を及ぼしうる課題は、同機関が直接監督する全

の関係――認識面と現実面――を断ち切ることが必要で

銀行のバランスシートの査定です。これに劣らず重要な

した。政策担当者は、この問題に対処するには多面的な

のは、その先にある課題、すなわち、共通の監督手法、デ

戦略が必要と結論づけています。中立的かつ強力、首尾

ータや分析関連の問題、および人材管理の問題です。銀

一貫したユーロ圏の銀行監督当局、共通の破たん処理

行は、この素晴らしき新世界の意味を理解しなければなり

機関（および破たん処理基金）、破たん処理基金が底を

ません。そして銀行にとって最大の課題は、未知なるもの

ついた際の財政的な後ろ盾を組み合わせたものです。

――つまり、これまで監督当局としてほとんど接点がな
い、あるいはまったくない金融機関――の管理です。

「寄せ集め」では、問題解決には至りません。単一監督当
局の手に権限を付与する一方、（財政面に生じた）結果

本稿では、ユーロ圏に単一銀行監督メカニズムを設置す

の対処を国家に任せるのでは、両者の関係性を断ち切る

る背景および企図されている目的を論じるとともに、単一

ことにはほとんどなりません。また、単一の監督当局も、

監督当局と監督対象の銀行の双方が直面することになる

共通の破たん処理もない状態で共通のセーフティーネッ

と見込まれる課題にも触れていきます。

トを設けても、間違った動機を増進させてしまいます。

新しい始まり

このため欧州理事会は 2012 年 6 月、ユーロ圏の経済通

すべての始まり

貨統合の深化を図る長期的ビジョンの一環として、銀行

2012 年 5 月、ユーロ圏（経済および通貨を統合させた欧

同盟の設立を提案しました。欧州理事会は、銀行同盟に

州連合（EU）加盟 17 カ国）にとって先行き見通しは厳しい

4 つの柱が必要と判断しています。i) 単一監督メカニズム

ものでした。しばらくくすぶっていたギリシャの離脱に関す

（SSM）、ii) 単一市場における金融機関の単一ルールブ

る憶測は、ギリシャ議会選挙のあいまいな結果を受けて

ック、iii) 預金保険制度の調和および、iv) 再建・破たん処

再燃。ユーロ圏の数カ国においては、銀行および国家が

理における欧州共通の枠組みです。目下の最優先事項

負のスパイラルに陥り、互いに相手の財務体力を傷つ

は銀行の SSM です。これにより、ユーロ圏の全加盟国が

け、財政赤字を一段と膨らませていました。金融市場の

銀行監督の質と公平性に対して全幅の信頼を置くことが

地合いは再び、危機水準へと向かっていたのです。

できるようにするとともに、欧州安定メカニズム（ESM）が
市場で資金が調達できない銀行に直接資本を注入する
ための信頼できる出発点を設定するためです。
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Box 1. 過去、現在、そして未来

2012 年 9 月 12 日、欧州委員会（EC）は SSM の設立に関する 2 つの提案を採択しました。1 つ目は SSM に基づいて銀行監督権限を付与される
ECB の権限および職務に関するものであり、2 つ目は SSM に基づく結果、すでに設置されている欧州銀行監督機構（EBA）に必要となる変更につ
いてです。当初の工程表は非常に意欲的なもので、2013 年 7 月 1 日時点で金融システム上重要な銀行を残らず ECB の監督下に置き、2014 年 1
月 1 日時点で全銀行を監督下に置くことが提案されていました。
当時は急を要すると認識されていたにもかかわらず、当初の予定はすぐに遅れ始めました。2012 年 12 月に経済・財務相理事会（ECOFIN）でこの
提案が全会一致で承認されたのに続き、2013 年 3 月には欧州議会、欧州理事会、欧州委員会の三者交渉で合意が成立したものの、欧州議会
（EP）が最終合意したのは 2013 年 9 月でした。EU 官報（OJ）で近く公示される見通しです。また、SSM が運用を開始するまでには官報公示から少
なくとも 1 年を要し、運用モデルが確立するにはさらにそれから数年が必要とみられています。
図 1. SSM の工程表
工程表
法整備プロセスが進行中
2013 年第 2 四半期

欧州議会で草案承認

発効
2013 年第 3 四半期

銀行監督権限の一
元化を欧州議会が承
認（9 月 12 日）

2013 年第 4 四半期

施行
2014 年第 1 四半期

2014 年第 2 四半期

ECB は、監督上の意思決定以外の業務も担当可能

2014 年第 3 四半期

2014 年第 4 四半期

四半期報告書で ECB の準備体制が著しく遅

ECB は、ESM の資本直接注入で必要な場合、銀行（CI）を直接監督
可能

れていると報告されない限り、施行は第 3/第
4 四半期の可能性が高い

• ECB は、四半期ごとに進捗状況について欧州議会と欧州理事会に
報告書を提出する
• ECB が（SSM 規則の発表 6 カ月後、パブリック・コンサルテーショ
ンに先立つ形で）枠組み規則を公表し、その中で i) CI を「重要」に
分類する手法を具体化するとともに、ii) SSM 内の正確な業務担当
を概略する

ECB はすでに一部の業務を進めるため、様々なワークストリームに着手しています。準備作業は、i) ユーロ圏の銀行システムの初期マッピング、ii)
法的問題、iii) 監督モデルの構築、iv) CI の包括的審査の調整、および v) 将来の監督報告書様式の作成という 5 つのテクニカルなワークストリー
ムから構成されています。現時点の ECB の優先事項はバランスシート査定（BSA）とも呼ばれる 4 番目のワークストリームであり、ここには資産内
容査定（AQR）も含まれます。

SSM の基本

SSM はユーロ導入国にのみ直接適用されますが、EU 加

簡潔にまとめるならば、SSM に基づき、ECB はマクロ

盟国でユーロを導入していない国も ECB との「緊密な連

プルーデンスおよびミクロプルーデンスの包括的な監

携」を構築することによって SSM に参加することが可能

督権限を委ねられることになります。ECB が全行を直

です。すでにスウェーデンと英国が参加を求めない意向

接監督するわけではありませんが、ユーロ圏内の銀行

を表明している一方、その他の複数の EU 加盟国が「参

（CI）6,000 行のすべてが SSM の監督下に入ります。CI

加加盟国」になる意向を示しています。しかし、SSM は他

は「重要」または「重要度が低い」に分類され（分類基

国にも影響を及ぼす可能性があります。これが明確なの

準については、Box 2 を参照）、少なくとも当面は ECB

は、SSM 内外で国境をまたいで事業を手がける銀行の

が直接監督するのは約 130 行を数える前者のカテゴリ

場合です。ECB は他の全 NCA とともに、クロスボーダー

ーのみとなります。このような「重要」な CI の監督は共

の監督グループ（supervisory college）に参加することに

同監督チームが行います。かかるチームは ECB のス

なります。SSM の一翼を担う NCA と ECB は共通の認識

タッフが統括し、各国の監督当局(NCA)の専門家がサ

を形成し、擁護していくため、特に SSM の適用国におい

ポートする体制となります。一方、「重要度が低い」銀

て手広く事業を手がけるクロスボーダー銀行について

行は NCA の監督下に残ります。しかし、NCA は完全

の、監督グループにおける議論の流れを変えるとみられ

に独立しているわけではなく、SSM の範囲内において

ます。

ECB の幅広い監督を受けることになります。SSM の成
功は SSM 全体にわたって監督が調和し、等しく質の高
いものであることにかかっているため、NCA はたとえば
ECB のガイドライン、個々の規則および監督業務のマ
ニュアルに沿って行動することが求められます。ECB
にはまた、特に監督の質に懸念がある場合、CI に対し
て直接監督権を行使することを、いつでも決定できる
権限を保有します。この結果、「重要」および「重要度が
低い」CI のいずれにおいても今後、監督体制が変わる
ことになります。
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Box 2. ＣＩの分類基準
SSM 圏内の全 CI（「重要度の低い」および「重要」）：ECB によるプルーデンス監督
•

ECB は、SSM の有効かつ首尾一貫した機能に対して責任を持つ。

•

ECB は、SSM に参加する加盟国内の全 CI に対してプルーデンス監督業務を実行する責任を持つ。一部の業務は NCA に委ねる。

•

ECB は管理のみを行い、規定、ガイドラインまたは一般的指示を NCA に提示する。

重要度が低い CI：ECB が管理

重要な CI：ECB が直接監督
ECB は、以下の要件のいずれかを満たす「重要」CI を直接監督する：
a. 「規模が大きい」CI：
i

資産が 300 億ユーロ超（加盟国内において、連結ベースの最も高いレベルで計算する）

ii 資産が各国 GDP の 20％超
b. 加盟国における EU 経済への「影響度が大きい」CI
i NCA が自身の管轄区域において認可される CI を指定でき、ECB が最終決定する
ii 他の SSM 参加国の子会社に対するクロスボーダー資産/負債規模に基づき、ECB が自ら CI を指定できる
c. EFSF または ESM から公的資金の注入を受けている CI
d. 各加盟国において、上位 3 行に入る CI

各加盟国の最大手行以外で、本拠はユーロ圏外（EU 域内外のいずれも）にあるものの、SSM に参加する加盟国において相当規模の事業を手が
ける銀行も ECB の直接監督下に「入ります」。たとえばバークレイズ、HSBC、ノルデアおよび RBS はユーロ圏外の EU 加盟国に本拠を置いている
とはいえ、ユーロ圏内に重要な子会社を抱えているため、直接監督下に入る可能性があります。バンクオブアメリカ、GE キャピタルおよびステート・
ストリートなど、多数の EU 域外の銀行もユーロ圏内に重要な子会社を抱えています。

これはひとつにすぎない

いずれにおいても不一致が生じる可能性があるため、

EU の監督体制に近年加えられた大幅な変更は、SSM

ECB と EBA 間の調整は喫緊の課題です。総体的にみ

の設立だけではありません。３つの欧州監督当局

て ECB は EU の監督制度において強力な新しい機関で

（ESA）――欧州銀行監督機構（EBA）、欧州証券市場

あり、単一市場の完全性保全に向け、EBA が必要とな

監 督 局 （ ESMA ） お よ び 欧 州 保 険 年 金 監 督 機 構

れば ECB をはじめいかなる監督当局も EU 全域で共通

（EIOPA）――から構成される欧州金融監督システム

の実務および基準に準拠させられるようにツールと権限

（ESFS）と欧州システミックリスク理事会（ESRB）が、金

を EBA に付与しなければなりません。

融危機を受けて 2011 年に稼働しています。SSM によ
って最も影響を受けるのは、ミクロプルーデンス規制

ESRB と ECB の職務と責任はいずれも重複しており、互

（EU 銀行業界の単一ルールブックの策定など）を担う

いを補完しています。双方ともに銀行のマクロプルーデ

EBA とマクロプルーデンス政策を担当する ESRB とな

ンス監督に関わることになり、ここにおいて調整が必要

ります。

不可欠となります。EU 全域を管轄する ESRB は依然と
して全体的なリスク監視を続け、EU 全域の金融セクター

SSM 内における EBA と ECB との関係は理論上、EBA

におけるリスクの識別を担当することとなります。ESRB

の設立を規定している現行規則の改定によって定めら

は直接マクロプルーデンスの政策的ツールを使用でき

れています。投票形式は、SSM 適用国が全体として

ないため、現在 NCA に対して権限を行使（主として、助

EBA の規則設定を「独占」することがないようになって

言や警告を提示）しているのと同様、ECB に対してもそ

います。投票以外では、EBA は自身が行うその他の全

うできる体制を確実に整えることが必要になります。

業務で ECB と連携しなければなりません。たとえば
EBA は EU 全域における監督上のベストプラクティスを
反映させて、監督ハンドブックを作成しています。同時
に、ECB は自ら詳細にわたる監督マニュアルを作成
し、SSM 内で採るべき監督アプローチを概括すると示
唆しています。同様に、EBA はこれまで EU 全域でスト
レステストの実施を担当してきましたが、ECB は SSM
の通常監督業務の一環として独自のストレステストを
将来的に実施する意向を示しています。
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ECB と SSM 参加国の NCA 間の関係性は、両者が「重要」CI またはそのほかの CI への対応にあたっているかどうか次第で変わります。重要行の
対応にあたっている場合には両者は共同監督チームとして機能し、そのほかの CI に対しては、やや非公式の双方向的な対話と情報交換を行いま
す。単一ルールブックの業務を踏まえると SSM 非参加国の NCA が ECB と接触するのは主にクロスボーダー監督グループを通じてであるほか、
EBA を通して ECB と接触することがあります。EIOPA は、金融コングロマリットに関する点について ECB と連携しなければなりません。ESMA は現
在、幅広い点について EBA と協働しており、かかる分野において ECB と関与することが考えられるほか、単一ルールブックの一部業務にも関わる
可能性があります。ECB がマクロプルーデンス面で権限を有している点を踏まえると、ESRB はこの点において ECB と関わる必要が生じます。

SSM の稼働
Box 4. バランスシート査定

事前準備

近年における EBA の取り組みや国家当局による再保証、EU 幹部のスピーチにもか

SSM を実際に運用するには、どうすればよいでしょう

かわらず、ユーロ圏内の銀行バランスシート内容についての不透明感は依然として

か？ 法整備は、第一に必要な段階です。法整備がな

大きいままです。したがって、2014 年末にかけて監督責任を引き継ぐ際に「新たな」

ければ SSM は明らかに存在せず、法によって SSM

スタートを切るために、ECB が銀行の資産査定に積極的になっていても何ら驚くに

の稼働範囲が定めらます。ただ、法整備だけでは不十

は値しません。実際に SSM 規則では、銀行の資産査定を明確に ECB に課していま

分です。最終的に日々、銀行監督を司り、実施するの

す。今日までの報道によると、ECB は資産査定に関する初期ガイダンスを 10 月半

は監督当局であり、SSM の成功は監督当局にかかっ

ばに提示する計画です。徹底したものとなる見通しのバランスシート査定への準備

ています。また、SSM は範囲とスケールにおいて高い

期間を銀行に提供するためです。このような情報を早期に開示することによって、査

目標を掲げています。SSM を実際に運用するには、

定の公式開始前にバランスシート強化に向けた対策を銀行に促すとともに、後の査

SSM の立ち上げ前、そしてそれ以降に、いくつもの課

定結果への対応苦慮から銀行を解放することになる可能性があります。また、査定

題に取り組まなければなりません。

が公式に開始された段階で、銀行が回答が必要となる詳細なデータ要請への準備
をするための一助となります。
査定自体は 2014 年第 1 四半期に始まる見通しですが、完了に数カ月を要する可能
性が高くなっています。EBA がストレステストを実施できるよう期限通りに終え、ECB
が監督業務を引き継ぐ前にすべて完了させなければなりません。資産内容査定
（AQR）は各国の監督当局が実施しますが、ECB は、この査定を標準化されたオー
プンな形式で全行に対して行い、これまでの査定で認識された欠点を排除する意向
を明確に示しています。このための一つの方法としては、外部の専門家コンサルタン
トおよび監査人を関与させる方法や、各国の監督当局が提出した結果を内部で確認
する方法があります。

その結果得られる利得は、銀行同盟の設立という第一
の目標だけにとどまりません。もう一つの重要な利得
は、SSM プロジェクトの背後にある勢いだけでなく、監
督当局や企業が平常時の環境では入手できないリソ
ースを活用することによって、ユーロ圏全域における
監督戦略と運用基盤を再構築する機会が得られるこ
とです。ECB、NCA および企業というあらゆるステーク
ホルダーは今すぐプラン策定に着手して、自身の取り
組みを最大限活かすとともに、この好機をとらえる準
備を整える必要があります。

ここ数年、スペイン（2012 年）やキプロス（2013 年）をはじめ、多数の国単位の査定
がすでに行われているため、ECB が計画している査定でも何かしら学ぶことがある

ECB は、バランスシート査定を全面的に的確なものと

かもしれません。しかし、こうした国単位の査定は長期に及んだほか、ECB の査定対

するよう配慮しなければなりません。少しでも及ばない

象となる銀行数には到底及びません。また、様々な査定項目の定義のほか、各国で

部分があれば、SSM の評判に重大な結果をもたらす

異なる監督手法という潜在的な問題があります。一例を挙げると、先ごろイタリア銀

ことにもなりかねません。将来的に問題が生じた場合

行総裁は発言の中で、不良債権（NPL）の定義と測定を中心として、各国の会計上、

には、とりわけ ECB に影響が及びます。ただ、これは

監督上の実務に大きな差があると指摘しています。また、バランスシート査定の結果

容易ではありません（直面しうる課題については、Box

公表後について検討することも重要です。銀行の合理化や資本再編が必要になるこ

4 を参照）。

とはほぼ確実で、各国当局および ECB がこの点において果たす役割を事前に明確
化しておかなければなりません。

このほか、短期的な課題には以下があります。
• ECB の課題：監督手法、データおよび分析、人材。
• 銀行の課題：未知なるものの管理。

4

この根底にあるのは、変化に際していかに資源を投入す

るか、そして監督環境の再構築にいかに資源を投入する
かという問題です。ECB の正規職員・契約職員の雇用と
外部サポートへの依存の間で、バランスを取らなければ
ならないことは明らかです。当然ながら、適切なバランス
は両極端にあるものではありません。バランスを決定づ
ける主な要因には、経験豊かなスタッフを確保する必要
性、監督上の優先順位の変更に応じて人的資源の数と
資質において柔軟に対応できる能力、および比較優位の
認識（そして、適切な人材が適切な場に配置されない場
合に、どの程度の人材が無駄になるのか）があります。
外部専門家にも果たすべき役割があり、Box 5 で監査人
の果たす役割について考察しています。
短期的な課題のそれぞれについて以下でより詳しく論じ
ていきます。

ECB の課題 1：監督手法

監督手法には、多くの要素があります。策定において

SSM は実質的に「ハブ・アンド・スポーク」モデルに基づ

は、監督戦略/基本理念、特定リスクに対するリスクモデ

いており、強力な中枢（ECB）が NCA と緊密に連携しな

ルとガイダンスを選択しなければなりません。次に、監督

がら監督する形になるとの話を我々は聞いています。単

当局のトレーニングをはじめ、新しい枠組みを展開してい

一の監督マニュアル、リスク評価の共通の枠組み、包括

くための戦略が必要です。最後に、銀行および金融にお

的なデータ分析および何らかの早期警告指針に関する

ける将来の傾向に比較的容易に適応できる手法であれ

枠組みがあり、この枠組みは、ECB が浮上しつつある問

ばベストです。運用の成功は、適切な経験を備え、期待

題を検出するとともに銀行を局地的な監督（NCA）から直

値を明確に伝えられるかどうかにかかっています。明確

接監督（ECB）に移すことを決められるように策定されま

なコミュニケーションは、綿密に練り上げられたビジョンと

す。この手法で目指しているのは、ECB が SSM 対象の

監督手法から生じるものです。また、継続的な監督に対

全銀行に対する責任を果たす必要性と NCA が長年に

する機動的な手法を構築することによって、監督当局が

わたって築いてきた専門性をもって、現実の監督業務に

業務の優先順位を付け、リスクに応じて必要となれば、

十分かつ生産的に関わり続ける必要性との間で慎重に

監督度合いを高められるようにもしなければなりません。

バランスをとることにあります。
プロセスと手法を変えると同時に、適切な監督風土を実
単一監督という手法、すなわち SSM の参加国全体にわ

現することも必要となります。共通の監督風土を醸成でき

たって共通かつ首尾一貫した監督体制をとる手法は、銀

れば連携の有効化や共通の価値観と基本理念の強化を

行同盟のこの部分において鍵となります。銀行監督が共

促し、監督結果の均一化を図るうえで役に立ちます。し

通の基準に基づいているとの信頼感を支え、透明性を

かし、それ以上に、監督風土は監督判断の基調を定める

高めるため、域内にベストプラクティスを定着させること

ものとなりま す。ま た、ECB と NCA 間、EBA および

につながります。また、銀行の財務状況が悪化した場

ESRB との連携上で起こり得る課題を過小評価すべきで

合、または銀行が成長して（ECB の定義における）「重

はありません。手法を首尾一貫したものとし、EU 域内で

要」になった場合、NCA と ECB の間で効果的に引き継

適用する基準を一元化することは困難であり、実現する

ぐためにはこの手法が必要です。ECB は監督手法を策

には数年を要する可能性があります。

定し、運用する立場にあります。現在の危機から教訓を
得るとともに、SSM を構成する様々な NCA 内に現在存
在するベストプラクティスを織り込まなければなりませ
ん。また、この新しい手法について銀行業界およびその
他のステークホルダーと接触し、具体的モデルのメリッ
ト、デメリットに対する意見を収集するほか、新しい手法
がどのように機能すべきかについて適切な助言を引き出
すことも必要となります。

単一監督メカニズム(SSM）
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ECB の課題 2：データおよび分析

なぜ目標を高く掲げるのでしょうか？ 新しいテクノロジ

監督手法と密接に関連しているのは、データと分析で

ーは技術革新、コスト削減および知見強化の機会を複

す。銀行が提出したデータを ECB が慎重かつ賢明に

数もたらします。その結果として、銀行や同業グルー

分析することが、SSM による監督の中核要素です。そ

プ、銀行システムを分析する監督当局の能力と力量に

してこれが、米国の早期是正措置制度や PRA が英国

おいて大きな利点を得られる可能性があります。その

で導入した早期介入フレームワークと一定の類似性を

過程において、銀行および NCA がデータを生成し、分

有する早期警告フレームワークの基礎となります。

析する手法改善を推進する機会があります。この取り
組みの一環として、支援または導入できる国際的な関

監督業務の動きと柔軟性に対して期待が高まっている

連イニシアチブも幾つかあります。運用で卓越性を実現

ことが、この点を裏付けています。いかなる枠組みに

するには、分析とデータにおいて目標を高く掲げるアプ

おいても重要なポイントは、監督当局のデータに対す

ローチが必要です。

る渇望と銀行に課される負荷、データ管理と分析にお
ける現実性との間でいかにバランスをとるかということ

ECB の課題 3：人材

です。これは SSM 固有の問題でも、銀行規制特有の

監督業務を引き継ぐため、ECB では SSM の「センター」

問題でもありませんが、こうした課題は SSM では特に

となるフランクフルトにおいて、かなりの専門知識を擁

顕 著 で す 。そ れは 、 監督 対象 と なる 銀行 が幅 広 い

する新規職員が数百人必要になります。ある予測で

（数、規模、種類において）うえ、地理的および言語的

は、必要となる新規職員の数が 800 人近くと見積もら

な複数の境界線をまたがっている事実関係によりま

れています。このため ECB の第一の課題はこれだけの

す。この課題は甚大なものであり、複数年にわたる試

数、もっと重要なのは必要となる質の高い人材を見出

みとなります。運用に成功し（かつ目標を高く掲げて運

し、採用することとなります。一部は NCA から派遣され

用すれば）、SSM の有効性と効率性に大きな違いをも

る場合もありますが、ここにはメリット（経験および着任

たらします。（予測）分析とストレステスト、ならびにエン

スピードなど）とデメリット（ECB の新規採用者とのポジ

タープライズ・データ・マネジメント（EDM）の専門性を活

ション/報酬の格差など）の両方があります。第二の疑

用していくことが必要です。

問は、新しい共通基準をどのように実践すべきかに関
する研修など、多数の新規職員を戦力とするまでのプ
ロセスをどのようにこなすかという点です。
ECB は CI を監督するにあたり基準と指針を策定しなけ

Box 5. 外部監査人が SSM で果たす役割

ればならず、それ自体が難題です。また、全監督当局

監督当局と銀行の外部監査人が連携すれば銀行監督業務の有効性が高まる

が基準と指針を同じように適用し、決定事項と結果に不

ことは、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）などによって長い間、認識されてい

一致が生じないようにしなければなりません。さらに、こ

ました。先ごろ BCBS が銀行の外部監査人を対象に実施したコンサルテーショ

の課題はフランクフルトの ECB 新規職員だけにとどま

ンでは、「監督当局と外部監査人がそれぞれの法的責任を果たすうえで関連

らず、NCA 内に残る監督官においても同様であるという

情報を交換する適切なコミュニケーション・チャネルなど、効果的な関係を整備

点でいっそう複雑になります。SSM が信頼に足る制度

する必要がある」と提案されています。

であるためには、ECB の直接監督下にある場合でも、
NCA の監督下にある場合でも、監督基準が SSM 内の

これまで監督当局と外部監査人との関係は国レベルのものであり、両者が互

全 CI に対して首尾一貫したものでなければなりませ

いの情報と専門性に容易にアクセスすることが可能でした。SSM が導入されて

ん。これを実現するには、ECB は「直接」および「間接」

もこの情報交換は続けるべきですが、ECB と多数の監査人の間に確固とした

（すなわち NCA）のスタッフ全員に対して監督のテクニ

関係性が不足しているほか、物理的な距離の問題もあるため、当初は双方と

カル面のトレーニングを実施するだけでなく、SSM 全体

もに努力が必要となります。特に ECB は直接監督する CI の監査人との関係
を構築し、定期的な対話に関わることが必要不可欠です。
監査人と ECB の双方にとって、タイムリーかつオープンなコミュニケーションが
重要です。これは、相手との協議が必要な場合であれ、一方が自身の責任を
果たす中で認知するだろう重要な関連情報を各自に単に知らせる場合であ
れ、変わりません。

に共通のカルチャーを浸透させる手立てを見つけなけ
ればなりません。ECB の直接監督対象 CI だけでなく、
大半の CI の監督に複数の国籍で構成されるチームを
配置することも SSM で検討すべき一つの手法となるは
ずです。SSM に参加している多国籍の監督官が協働
し、新しい監督手法や基準、指針を実務で適用すれ
ば、共通の認識が形成される可能性が高まります。さら
に、SSM 全域に散らばる監督官が交代可能となれば、
浮上しつつある問題がどの国で発生しようと、監督官が
容易に対処に向かえます。また、大規模な「消火」チー
ムを中心に構える必要性も低下します。
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CI の課題：未知なるものの管理

大いなる期待

SSM が運用を開始するまで、やるべきことが山積みなの

正しい方向に向かう大きな一歩か？

は ECB だけではありません。ユーロ圏（SSM に参加する

この数年間の金融危機によって生じた混乱を受け、ユーロ圏

非ユーロ圏の国も含む）で事業を展開する CI も、また同

CI のプルーデンス監督体制を「一元化する」提案は大方、正

様です。たとえば銀行は、現時点で ECB と NCA の優先

しい方向に向かう一歩であるとみなされています。SSM の最

事項の 1 つであるバランスシート査定に向けて準備を始

大の利点の一つは、CI に対する監督制度の不一致に対する

める必要があります。CI はたとえばデータ・クレンジング

懸念を低減し、今まで以上に強健かつ調和のとれた監督体

や監査など、事前にできる限り準備をしておくことができ

制のスタートを切ることです。ミシェル・バルニエ欧州委員（域

ます。厳しく、かつ詳細にわたることが予想される査定に

内市場・サービス担当）は欧州委員会が SSM を提案した際、

対して早期に準備を進めれば、2014 年に AQR に続いて

こう発言しています。「欧州のあらゆる国において銀行監督の

ストレステストが始まった段階で一歩先んじることができ

効果を高め、単一の市場規定が首尾一貫した手法で適用さ

るでしょう。

れるようにしなければなりません」。ECB にとって SSM は、CI
に求める総体的な基準を引き上げるまたとないチャンスをも

さらに大別すると、対象となる CI は「重要」と分類される

たらします。CI にとっては、提出するデータから監督チームと

か、「重要度が低い」と分類されるかによって（この分類

の接し方に至るまで、監督当局との対応をあらゆる点におい

基準は、ECB が向こう数カ月のうちに明確化することに

てじっくり検討する好機です。

なります）受ける影響が異なります。確実なのは、「重要
性」に関わらず、全 CI が ECB の発行する指針や基準に

しかしながら、SSM は ECB にとっても、銀行にとっても、実現

準拠しなければならないということです。さらに実務的な

が難しいプロジェクトです。ECB は極めて厳しい期限に直面

面で言えば、データ収集様式や情報要請といった面でも

しています。SSM を運用させるまでの期間が約 1 年であるの

同様です。さらに、「重要」銀行は現時点の監督当局との

に対し、先ごろ国内の監督体制を大幅に変更したフランスや

関係に関わらず、共同監督チームに順応していかなけれ

英国では、それを大きく上回る期間を要しています。1 年の間

ばなりません。

に ECB は今後自らが採用する監督手法をどのようなものに
するか、NCA にそれをどのように定着させるかという重要な

より戦略的なレベルでは、対象となる CI は重要な幾つか

判断を迫られます。監督業務を実施するために適切な人材を

の問題を検討する必要があります。このような重要な問

確保するとともに、データ戦略やシステム戦略も決めなくては

題のうち 2 つは、CI のコンプライアンス/リスクマネジメン

なりません。CI が直面している課題も資産内容査定や、その

ト機能と EU 内における事業展開のあり方に関わるもの

後に ECB から求められるデータ/情報要請にどう準備するか

です。前者に関しては、該当部門とインフラが SSM に対

といったオペレーション上の決断から、監督当局とのリレーシ

応する準備ができているかを検討する必要があります。

ョンシップ・マネジメントに関する、より戦略的な疑問に至るま

たとえば増員の必要はあるか、追加的かつ、おそらくは

で、ECB に見劣りしないほど難しいものです。

地理的に離れた ECB との規制上の関係をどのように管
理するのか、ECB の関係職員とさっそく関係を築き始め

実施すべきことは十分認識されていますが、首尾よく実施す

られるのか、ECB から追加/全く新しいデータ要請が来た

るには全体像と細部の双方を適切に見極め、なおかつ期限

場合にシステムは対応できるのか、といった具合です。

通りに実施することが必要となります。

後者については、CI は自行の事業地域を改めて確認（た
とえば、SSM に参加する EU 加盟国と非参加の EU 加盟
国が混じっている）し、どのように管理するのが最善か、
（全事業/一部事業ラインにおいて）ECB の監督を受けら
れる/避けられるように事業を再編すべき/できるのか、と
いう問題について検討しなければなりません。
不確定であり、なおかつ詳細が不明であることを勘案す
ると、プラン策定は容易ではありません。しかし、前述し
た基本的な「健康診断」を実施しておくと、長期的な利得
が得られるはずです。さらに重要なのは、SSM が運用を
開始した段階で、監督基準が総体的に上昇したと CI に
は感じられる可能性があるということです。ECB は監督
対象のデータやリスクマネジメントなどの分野に関しては
これを機に、金融安定理事会など国際的な基準設定機
関が推奨する近年の提案事項やベストプラクティスに合
わせて、基準を引き上げる可能性があるためです。
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