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序文

昨年私たち1は、2015年に金融機関が目の当たりにする当局の姿勢は、こ
れまでの新たなルールの提案から、成長の促進と既に合意されたルールの
導入を重視する立場へと変化するのではないかと問いかけました。2015年
が終わりに近づきつつある現在、特に欧州連合（EU）にはそうした変化の兆
候が見られます。しかしながら、全般的には、金融機関（特に銀行）のビジネ
スモデルと戦略に影響を及ぼす多くの規制に関係した厄介な導入上の課
題、特に銀行資本に関連する重要な未完了事項、そして集中的な監督と執
行のアジェンダにより、危機後の「旧態依然」とした状態となっています。
回顧
2015年には3つの広範なテーマが注目を集めまし
た。第1に政治的風潮が変化しました。EUでは今や
雇用と成長のアジェンダに重点が置かれています。
最重要の資本市場同盟（Capital Markets Union：
CMU）の取組みでは再規制よりも規制撤廃が中心
課題となっています。こうした心情的な変化は英国
で一層明瞭に現れ、同国では財務省、プルーデン
ス 規 制 機 構 （ PRA ） お よ び 金 融 行 為 監 督 機 構
（FCA）が示す「トップの基本姿勢」が著しく変化しま
した。上級管理者制度（Senior Managers Regime：
SMR）に定められる説明責任の取決めから「責任
の推定」の文言を削除するという提案を、当局と銀
行の「新たな和解」の具体的な証拠と見る向きもあ
るでしょう。しかし、どちらの規制当局も、実際には
ほとんど何も変化していないとわざわざ指摘してい
ます。そして、財務省はすべての金融機関への
SMRの拡大を提案することにより、一方の手で取り
除いたもの（責任の推定）をもう一方の手で元に戻
しました。
さらに、EUおよび英国で上位層のメッセージが変
化したとしても、各現場では規制、監督、および場
合によっては執行活動の規模や範囲、ペースは低
減されませんでした。この間、企業は、自らの組織
のほぼすべての側面に影響を与える複雑かつ相互
に関連した規制導入プロジェクトを推し進めなけれ
ばなりませんでした。

第2に、危機後の広範な一連の規制改革の完了に
向けた進捗のペースは緩やかなものでした。EUで
は、銀行の構造改革およびマネーマーケットファンド
を取り扱う法令に進展がなく、また金融商品市場指
令（Markets in Financial Instruments Directive：
MiFID II）2の一部の施行策およびベンチマーク改革
の実施スケジュールには遅れが生じました。大々的
に報じられたバーゼル委員会の政策立案のアジェン
ダの完了時期は依然としてはっきりしませんでし
た。これが、未解決の問題が困難なことによる小休
止なのか、それとももっと根の深い行き詰まりなの
かはまだ明らかではありません。
第3に、システム全体の視点に立ち、規制の累積的
影響に関する問題を提起することが重視されていま
す。この関連で、一連の規制策が市場の流動性に
与える影響（意図的および非意図的な）に関する重
要な問題が未解決のままになっています。
展望
これらのテーマは2016年も続くと見られ、同年に関
するデロイトの予測の背景をなしています。
英国およびEUのその他諸国で新規の規制上の取
組みが減少する傾向は2016年も続くと予想されま
す。EUでは「未完了の事項」が完了に向けて重々し
く進行し、政策立案者は導入の延期または迅速化
のいずれかの選択を迫られるでしょう。

1 デロイトLLP
2 本文書の完成時点（2015年12月2日）では、MiFID IIの施行日が遅れる見込みです。現在のところ、遅れの範囲または
程度ははっきりしません。私たちは2017年1月を「施行日」として本文書を作成しましたが、この日付が延期されるとして
も、企業は、自身の導入プロジェクトの複雑性を考慮して、可能な分野で事を進めるべきであると考えられます。
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また、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）のアジェン
ダに含まれる多数の未決定項目に関する問題もあ
ります。このことを巡る議論の多くは比較可能性と
一貫性に関するものです。EUの雇用と成長に関わ
る義務の履行を危うくすると捉えられる方法で資本
要件を強化する方策には、多くの支持が集まらな
いことは明らかです。さらに、一部の上級政策立案
者は、次の一連の変革では銀行全体に関わる資
本の大幅引上げは行うべきでないと示唆しました。
残されたこれらの（重要な）不確実性が解消される
までは、銀行は危機後のビジネスモデルや戦略に
関する最終的な意思決定を下せないでしょう。
英国では、個人向けおよび法人向け銀行業務に関
連する競争・市場局（Competition and Markets
Authority：CMA）の発見事項を野心に欠けると見
る向きがあったものの、当局は最終利用者のため
に金融サービスにおける競争の促進を引き続き強
く要求するものと予想されます。FCAは、英国にお
ける投資および法人向け銀行業務ならびに投資運
用に関する見直しをまだ完了していません。EUで
は、個人向け金融サービスに関する欧州委員会の
計画は、競争に関する考慮事項に大きく影響され
ると予想されます。さらに、金融サービスにおける
技術開発およびイノベーション（「フィンテック」）の
ペースが速いため、規模および営業レバレッジの
改善を追求する挑戦者と同様、既存銀行も引き続
き注意を怠ることができないでしょう。一方、特に欧
州大陸の銀行市場では、低金利環境によりリスク
に晒される銀行のビジネスモデルの脆弱性のた
め、また、現状が過剰であるため、更なる再編が予
想されます。このことと関連して、欧州では銀行を
対 象 とする 監 督 上 の リ スク 検 証 ・ 評 価 プ ロ セ ス
（Supervisory Review and Evaluation Process：
SREP）に関する新たなガイドラインが2016年から
発効します。前向きの監督という新パラダイムに
とっては、実行可能性および持続可能性という観
点に立ったビジネスモデルと事業戦略が核心となり
ます。

デイヴィッド・ストラカン
（David Strachan）
EMEA規制戦略センター共同所長
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金融危機の発生から現在まで8年が経過し、予想で
はこの間に政策立案アジェンダの大部分が完了して
いるはずでした。実状はそれに程遠いものです。規
制当局はすでに大きな進歩を成し遂げたものの、未
解決事項も数多く残されています。さらに、特にEU
では、以前の取組みがほとんど終わらないうちに、
危機後の規制の枠組みの諸側面に関する見直しが
進められています。
この残された不確実性は少なくとも2つの影響を及
ぼします。第1に、戦略、ビジネスモデルおよび法的
事業体構造に関して特に銀行が下す必要のある重
要な意思決定の一部の側面を複雑にし延期させる
要因となります。第2に、金融機関が膨大な規制要
件を遵守するために、しばしば性急に実行した多額
の投資からビジネス上の利益を如何に引き出すか
に注力する余地をなくします。しかしながら、事態が
落ち着きを見せ始めればすぐに、規制に関わる出費
を競争優位またはより低いコスト構造につなげられ
る能力が最も優れた企業が成功を収めるでしょう。
最後になりますが、決して軽視できないこととして、
2016年には、企業がショックに備え、それに耐え、必
要な場合それから回復する能力であるレジリエンス
（回復力）が、監督上の優先事項の上位に位置する
とデロイトは予想します。そうした潜在的なイベントリ
スクのリストは、サイバー攻撃、地政学的不安定性、
金利上昇、EU加盟を問う英国の国民投票（「英国の
EU離脱（Brexit）」）、債券市場における持続的な売
却の吸収能力など、長くなり、また拡大しています。
そして、その結果、ITインフラ、危機管理計画、ストレ
ステスト、ならびに個別企業およびシステム全体の
レジリエンスを評価する市場全体の実践に注目が集
まることになるでしょう。「備えが必要です。」
ここまでが背景についての説明です。以下では、デ
ロイトが2016年について予想する規制上の問題の
トップ10を取り上げ、併せて、それぞれの問題がリテー
ルバンキング、資本市場、保険および投資運用の各
セクターに与える影響に関するデロイトの見解を示し
ます。また、それぞれの問題の真髄を表すと思われ
る曲名も示しました。

クリフォード・スマウト
（Clifford Smout）
EMEA規制戦略センター共同所長

以下では、デロイトが2016年につ
いて予想する規制上の問題のトッ
プ10を取り上げ、併せて、それぞれ
の問題がバンキング、資本市場、
保険および投資運用の各セクター
に与える影響に関するデロイトの
見解を示します。
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1. 文化

リスペクト（Respect）

大企業は、共通の文化、特に取締役会および企業のトップが創出し、すべて
の事業分野および法域で共鳴する文化を定義し、浸透させることに引き続き
尽力すると見られます。2つの重要な課題は、適切な行動を奨励する手段を
決定することと、文化の変革を促進する際のその有効性を測定することです。

金融危機の後、規制当局は、金融サービス業界の
行為規範を改善するために数多くの取組みを公表
しました。その鍵を握るのは文化の変革であると見
られています。デロイトは昨年、企業が「いかにし
て」文化を導入するかに悪戦苦闘するだろうと予想
しました。この見込みは2016年になっても続くでしょ
う。
一方、監督当局は引き続き「善良な」文化の指標を
探ることになるでしょう。特に、意思決定プロセス、
顧客にとっての結果の重視、ならびに利益相反お
よび経営情報（MI）の質の管理を含む取締役会の
役割が精査の対象になると見られます。規制当局
が、リスクおよび業務遂行と報酬の整合性を高める
ための努力を継続する中で、報酬は引き続き、文
化および行為の変革を推進する上で重要な構成要
素になると見られます。
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現在、オランダ銀行（De Nederlandsche Bank：
DNB）が、3層から成る行動の枠組み（リーダーシッ
プ、意思決定およびコミュニケーション）、集団力学
（個人間の結合と相互関係）および考え方（個人ま
たは集団にとって重要とされる価値、信念および態
度）を通じた文化の評価という点で、その先頭に立っ
ています。他の監督当局もそれに倣う可能性が十
分あります。
改正資本要求指令（Capital Requirements Directive：
CRD）IVが多様な形で移入されて、単一監督メカニ
ズム（Single Supervisory Mechanism：SSM）にお
ける一貫性の達成が不可能となる場合、欧州中央
銀行（ECB）は、取締役会メンバーの適切かつ適正
な評価などの分野における統一を推進する一助とし
て規制強化を強く要求する可能性が高いと思われ
ます。

リテール銀行および資本市場
英国ではSMR、新たなFICC（債券、為替およびコ
モディティ）市場基準審議会（ Market Standards
Board：FMSB）および銀行基準審議会（Banking
Standards Board：BSB）の推進により、銀行および
資本市場に対して文化の強化を最も厳しくかつ早
急に要求しています。BSBは、実務の改善を図るた
めに市場評価の実施に着手し、追加的な基準を公
表する予定です。主要金融センターの監督当局は、
文化、とりわけ強力な文化の尺度となるトップの基
本姿勢ならびにリスクの識別および管理における取
締役会の役割を重視しています。企業と監督者の
両者が、善良とは如何なるものかを引き続き探求す
る中で、組織の文化を決定および監視する取締役
会の役割が検討されることになるでしょう。

投資運用
SMRに関する英国政府の発表は、投資運用会社
にも影響を与えます（2018年以降）。これに伴い、
各企業の上級管理者は、自社の文化の決定につ
いて、また、それとは別にその導入についても責任
を負うことを要求されます。期限は幾分先になりま
すが、それにもかかわらず、これによりそれらの問
題への注力が強化されるでしょう。
経験に照らすと、文化のアジェンダを早期に開始
することは、企業にとって大いに有益です。直近の
譲渡可能証券の集団投資事業指令（UCITS V)
も、投資運用会社を対象とする新たな報酬要件を
導入するものであり、健全なリスク文化の促進を
目的としています。さらにCRD IVも、欧州銀行監
督機構（European Banking Authority：EBA）の提
案通り、比例基準の報酬要件が削除された場合、
適用対象の投資運用会社におけるリスクを意識し
た文化を醸成する可能性があります。

保険
上級保険管理者制度（Senior Insurance Managers
Regime：SIMR）は、個人の説明責任、およびそれ
を通じて文化への注力を強化することになるでしょ
う。英国政府は最近、2018年までにSMRを規制対
象の金融機関すべてに拡大することを発表し、それ
に伴い、保険会社もこの認証制度の適用対象とな
ります。また、当該拡大の結果として保険ブローカー
もSMRに注意を払わなければなりません。ソルベン
シーIIの報酬要件は2016年1月1日から適用され、
強固なリスク文化を促進する報酬方針を保険会社
が確立および維持するという要件が含まれていま
す。デロイトは、PRAが、保険会社に係る報酬の期
待事項を定めた監督声明書を2016年初頭に公表
すると予想しています。事業遂行リスクに対する保
険監督者国際機構（IAIS）の取組みでは、保険会社
が適切な報酬およびインセンティブの方針を具備す
ること、ならびに取締役会および上級管理者が善良
な文化の促進に関与することの重要性が強調され
ています。

2016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 5

2. コンダクトリスク
悪いことはもうしない（Ain’t misbehavin’：
邦題「浮気はやめた」）
企業は、コンダクトリスクの監視およびMIを改善するため、監督当局の期待
に対応するため、ならびに更なる問題とそれに伴う罰金および評判の毀損
を回避するために、リソースおよびITインフラへの投資を拡大すると見られ
ます。
コンダクト規制は、2016年も規制当局および監督
当局のアジェンダにおいて高い優先順位にとどまる
と見られます。英国では、公正かつ有効な市場検
証（Fair and Effective Markets Review：FEMR）、
SMRおよびSIMR、ならびに金融 助言市場検証
（Financial Advice Market Review：FAMR）の結
果の実施という主要な取組みの作業が続くでしょ
う。EUの取組みに関しては、規制当局および企業
は い ず れ も 、 MiFID II 、 市 場 乱 用 規 制 （ Market
Abuse Regulation：MAR）および「パッケージ化さ
れたリテールおよび保険ベース投資商品に関する
規制」（PRIIP）の導入に全力を注ぐと見られます。
コンダクトリスクはかつてない範囲でグローバルな
金融機関によって取り上げられると同時に、健全性
規制の枠組みならびに証券監督者国際機構
（IOSCO）、国際決済銀行（BIS）および金融安定理
事会（FSB）がそれぞれ取り組むベンチマーク、為
替コードおよび報酬とコンダクトリスクの整合化に
関する作業へのコンダクトリスクの組み込みに対す
る注力が強化されると見込まれます。
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企業は、コンダクトリスクの管理の向上を図るため
監視およびMIの改善に務めるでしょう。そして、コン
ダクトリスクの管理に際して、前向きかつ結果重視
の姿勢を強めるとともに、データ分析による裏付け
を追求し始めるでしょう。大部分の企業は、リスク管
理の枠組みにコンダクトリスクを組み込む方向に進
むと見られるものの、コンダクトリスクの選好度を明
確化することは今後も難しいと思われます。すべて
のセクターを通じて、商品に関するガバナンスの義
務を受けて、企業は、商品のライフサイクルの各段
階に関してより多くの情報を求めると同時に、商品
がその設計対象のターゲット市場に販売されている
かどうかを確認するようになると見られます。

リテール銀行
MiFID IIおよびFAMRはオンライン販売への関心
を強めるでしょうが、コンダクトリスクに関する懸念
が依然として一部のイノベーションの障害になるで
しょう。消費者信用、クレジットカードおよびモー
ゲージに対する監督当局の関心は今後も続き、
FCAは、アフォーダビリティ（取得能力）評価ならび
に脆弱な顧客および延滞顧客の公正な取扱いに
高い優先度を付与すると見られます。FCAは、最
近の協議に基づき、苦情申立期限に関する提案を
通じて返済保障保険（PPI）に関わる補償の問題に
終止符を打とうとしています。しかしながら、Plevin
対Paragon Personal Finance事件における判決
は、そうした期限の範囲およびその適用の有効性
に関してより広範な問題を提起しています。この判
決が、さらなる苦情を生み出す可能性もあります。

資本市場
投資銀行およびブローカーは、引き続きコンダクト
リスクをリスク管理の枠組みに組み込み、コンダク
トリスクに関する報告のために使用する尺度を精
緻化するでしょう。MAR、FEMRにおけるFICCの
重視およびベンチマークに適用される広範な定義
を併せて考慮すれば、現在監視されていない商
品、取引および活動にまでコンダクトリスクの監視
が広がると見られます。利益相反、開示およびイン
センティブが今後も主要な焦点領域になると見ら
れ、プロの顧客は従来以上の保護を受ける可能性
があります。

保険
2016年もFCAは年金の販売に対する関心を継続
するでしょう。FCAが、MiFID IIの投資商品と保険
の投資商品間の一貫性を確保するためにMiFID II
を施行するとともに、保険販売指令（Insurance
Distribution Directive：IDD）の施行を目指すのに
伴い、ルールの改正が販売に影響を与える可能
性があります。コンダクトリスクに関するMIのルー
ルが2016年に発効する予定であり、ロイズの保険
会社は、ロイズのコンダクトリスクの最低基準の導
入に引き続き取り組むでしょう。権限の委譲に関す
るFCAのテーマ別レビューおよび近く予定される、
損害保険の販売における指定代理人の役割に関
するFCAの検証の後、サプライチェーンにとって、
保険会社によるコンダクトリスクの監視方法が著し
く変化し始めると思われます。
また、IAISの作業の後、コンダクトリスクに対する
世界の注目も高まるでしょう。

投資運用
投 資 運用 会 社は 、商 品の ガバ ナン スに 関 する
MiFID IIのルールを導入する準備として、最終利
用者に関して販売会社からより多くの情報を収集
しようとするでしょう。このことは、投資運用会社が
コンダクトリスクに関する自社のMIの一定側面を
強化することを可能にすると同時に、より前向きか
つ結果重視の尺度を設計するのに役立つはずで
す。2017年以前にこれらの重要な問題への取組
みを開始することが可能であり、ほぼ間違いなく開
始するべきです。投資運用会社は、クライアントへ
の直接販売およびオンライン販売の利用を拡大す
るために、2016年に商品構成および販路を見直
すと思われます。
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3. 競争

もっと懸命に、より良く、より速く、より強く
（Harder, Better, Faster, Stronger：
邦題「仕事は終わらない」）
競争に焦点を合わせた規制当局の取組みは、組織構造の変更を強要したり
価格規制につながることはないものの、規制当局は、競争の改善に向けて
引き続き変革を実施するでしょう。競争の問題について考慮することは、政
策および監督者の意思決定に浸透し、それらに影響を及ぼすでしょう。

2016年は、企業が個々の商品のコストおよびそれ
らのコストを顧客に開示する方法を検討して理解す
ることが必要となる年であり、透明性が高まる一
方 、商 品の 抱き 合わ せ販 売や 相互 補 助（crosssubsidisation）が減少すると見られます。こうした変
化を引き起こす主な要因は、MiFID II、IDDならびに
投資銀行および資産運用に関するFCAの市場調査
です。さらにFCAは、消費者が金融サービスから引
き出すバリューフォーマネー（支払いに見合った価
値）についても懸念しています。その結果、企業は
提供する商品およびサービスを評価する必要に迫
られるでしょう。
規制当局は、イノベーションの奨励および促進を通
じて金融サービスにおける競争の改善を図ろうとし
ています。競争の改善に向けた規制当局の措置
は、金融機関に加え、それを支える制度およびイン
フラにも及ぶと見られます。フィンテックにおける最
大の創造的破壊要因になると思われるのは、クラウ
ドファンディング、ソーシャルレンディングおよび外貨
送金です。
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しかしながら2016年には、EUおよび英国の規制当
局は努力の大部分を決済システムに向けると思わ
れます。改正決済サービス指令は、2017年の発効
が予定されており、決済市場を開放してノンバンク
プレーヤーの競争参加を可能にするため、銀行は
戦略的対応について明確な意思決定を下すことを
余儀なくされるでしょう。
2015年12月に欧州委員会が公表する予定の個人
向け金融サービスおよび保険に関するグリーン
ペーパーは、すべてのセクターにおける競争の拡
大および消費者の選択の改善を通じて本格的な単
一市場の構築を目指すものです。また、このレビュー
では、市場におけるデジタル化の影響および新た
な販路がどのような形で競争を改善し得るかという
点にも目が向けられるでしょう。欧州委員会がこの
プロジェクトをどのように進めるかについては、今後
の推移を見守る必要があるものの、EUおよび英国
の両レベルで競争の改善が優先事項であることは
間違いありません。

リテール銀行
デロイトは、CMAが個人向けおよび法人向け銀行
業務に関する市場調査の後に提案した方策につい
て、2016年5月までに最終報告書が公表された時
点で大幅な変更はないものと予想しています。欧州
委員会が、中小銀行の競争能力を向上させるため
に銀行の資本充実度に対する「万能型」アプローチ
から脱却することを求めるPRAの要請を受け入れ
るか否かはまだ不明です。貯蓄およびクレジットカー
ド市場に関するFCAの市場調査に基づく最終的な
改善措置が近々公表されると予想されますが、主
に顧客への開示の強化に焦点を当てたものになる
でしょう。FCAは2016年第1四半期に、規制対象お
よび規制対象外の両方の活動を検証する大規模な
市場調査を開始する予定であり、それに伴い英国
のモーゲージセクターが注目を集めるでしょう。

資本市場
英国で事業を営む銀行および投資銀行は、2016年
春に投資および企業向け銀行業務に関するFCAの
市場調査の結果を知ることになるでしょう。これは
ホールセール市場の競争に関するFCA初の調査で
あり、市場参加者は、FCAがリテール市場における
競争の取組みで使用した改善措置の一部が読み
替えられることを予想できるでしょう。この改善措置
は、抱き合わせ販売および相互補助の取締りなら
びにコストおよび費用に係る透明性の改善の形を
取る可能性があります。取引のライフサイクルの
様々な側面の費用効率および競争を高めるため
に、ブロックチェーン（取引履歴）技術の利用などの
フィンテックをどのように活用できるかということが
強い関心を集めています。

保険
欧州委員会のグリーンペーパーでは、顧客の選択
の改善や価格の比較の拡充、商品の比較可能性
の改善に向けた開示の強化を含め、FCAが競争
の調査を通じて対処しようと努めてきた問題の多く
に言及されると予想されます。当面の問題は、EU
が何らかの方針の提案を示唆することにした場合、
FCAから学んだ教訓を活用するか否かということで
す。英国では、損害保険の付帯契約に関するFCA
の調査が、付帯契約商品のみならず業界全体に関
しても、大規模な市場の変革を引き起こすと見られ
ます。FCAはすでにギャップ（Guaranteed Asset
Protection）保険について繰延期間を導入しており、
その期間中は、自動車の購入日と同じ日に当該保
険商品の紹介および販売ができないことになってい
ます。大部分の損害保険商品についての価値尺度
が導入されたこと（上記調査に基づく別の改善措置）
に伴い、保険会社は提供商品を再評価し、バリュー
フォーマネーを改善することを余儀なくされるでしょう。

投資運用
MiFID IIおよびPRIIPは、コストおよび費用に関す
る開示の強化を要求し、異なる商品の比較可能性
を高めることになると思われます。このことを踏ま
え、投資運用会社は自身の価格構造および商品
範囲を見直すべきです。英国では、FCAが競争に
関する調査において、投資運用会社がバリュー
チェーンにわたりコストおよび品質を管理する方法
を含め、最終投資家に対するバリューフォーマネー
の提供という点でどのように競争しているかに目を
向けると見られます。その結果、類似した代替商
品よりも低いバリューフォーマネーを提供している
と思われる商品に対して、およびクライアントに代
わって購入された価値の低い付帯サービスに対し
て精査が強化されると見込まれます。FCAは、考
え得る改善措置を検討する際、行動バイアスを考
慮に入れると思われますが、そこには、消費者が
自身の受けるサービスに対する精査を強化するの
に役立つ手段が含まれる可能性があります。
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4. 構造改革

別れることは難しい（Breaking up is
hard to do：邦題「悲しき慕情」）
金融サービスの構造改革は中断を交えながら実施されてきました。2016年
には、当局が破綻処理計画の実行可能性を重視する中で、破綻処理可能
性に起因する規制の介入が増加すると見られます。特に銀行については、
業務の継続性を確保するために何が実施されているかが一層重視されるで
しょう。
措置対象のリストの最上位に来るのは、グローバ
ルなシステム上重要な銀行（global systemically
important bank：G-SIB）です。危機管理グループ
における作業は進展しているものの、FSBは最近、
破綻処理計画を運用可能にするためには「大量の
作業が残されている」と述べました。EUの中では英
国の当局が引き続き先導役を務めるでしょう。焦点
は運営モデルにあり、「業務の継続性」が一連の取
組みを動機付ける要因になると考えられます。銀行
同盟の中では、新たな単一破綻処理委員会
（Single Resolution Board：SRB）が、担当する約
150の銀行グループに取り組むことを要求されるで
しょう。2016年には、SRBは銀行に再編を要求する
よりも情報の収集に努めている可能性が高いと考
えられます。
総損失吸収能力（Total Loss-Absorbing Capacity：
TLAC）に関する国際合意基準は2015年11月に
「最終決定」されましたが、個々の銀行ごとに解決
すべき問題が数多く残されています。投資家は、銀
行に透明性の向上を強制することにより、債権者
の優先順位における自身の位置を理解したいと望
むでしょうが、このことは彼らの資金調達コストに影
響する可能性があります。TLACへの取組みは、
EUでは自己資本・適格債務最低基準（Minimum
Requirements for Own Funds and Eligible
Liabilities：MREL）として導入され、破綻処理の問
題と、より一般的な健全性要件に関連する問題を
結び付ける輪として機能する可能性があります。
EU加盟国は依然として規制案について合意に至っ
ておらず、銀行の構造改革に関する自身の枠組み
を導入しようとするEUの試みは緩やかにしか進ま
ないでしょう。この規制が2016年に合意された場
合、破綻処理可能性を、リテールの預金受入から
のトレーディングの分離と密接に関連付ける枠組
みの確立が予想されます。
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リテール銀行
PRAおよびFCAは、2016年中にリングフェンスに関
するガイドラインの一部を最終決定するとともに、現
在未解決のトピックについて協議すると見られま
す。そうしたトピックには、規制当局がコンプライアン
スを監視することを可能にするデータおよび報告要
件が含まれます。また、デザインの決定が顧客に及
ぼす影響も焦点となるでしょう。しかし、英国におけ
るリテールのリングフェンスに関わる詳細な規定の
大半がすでに明らかになっていることを考慮すれ
ば、英国の銀行は、リングフェンスの導入作業で発
生する大量の実務上の課題に対処できるように事
を進めることになるでしょう。2019年という導入期限
は遠い先のように見えるかもしれませんが、その時
点までに完了すべき課題の規模および複雑性から
すれば、極めて規律の高い計画管理が要求されま
す。一部の銀行が早期の準備を目指すことを決定し
た場合は特にそう言えます。また銀行は、PRAおよ
びFCAが上記規定の適用に際して、各銀行の個別
的な状況を考慮するためにどの程度の柔軟性を示
すかを理解しようとするでしょう。
EU全域で、中堅銀行は、破綻処理計画に関して大
手銀行に追いつき、自身が直面するシステムや
データに関する課題に対応しようと努力すると考え
られます。事業を営む銀行を最終親会社とするグ
ループは、欧州各国が、無担保優先債を劣後化し
て損失吸収能力の要件に適合させようとする法令
上の取組みを追求するのを見守ることになるでしょ
う。個々の国が独自の法令上の取組みを導入する
ことが増えれば、欧州委員会が統一化された要件の
導入について感じる圧力はそれだけ高くなります。

資本市場
中央清算機関（Central Counterparty：CCP）に係
る破綻処理計画は規制当局のアジェンダで高順位
にあります。欧州委員会は、CCPの再建・破綻処理
計画に関する規制案を2016年上半期に公表する
予定です。この規制案には、損失吸収メカニズムに
関する検討結果も組み込まれるでしょう。またFSB
も、CCPの法的構造およびその他の要因がいかな
る点で破綻処理を妨げる可能性があるかを検討す
ると見られます。
銀行の構造改革は、ユニバーサル銀行に対し引き
続きその投資銀行業務の再評価を促すでしょうが、
このセクターからさらに撤退することも依然として選
択肢に残ると考えられます。米国に中間持株会社
（IHC）を設立した米国外の銀行は、年央にIHCの
「オン」スイッチを入れなければなりません。2015年
に英国の規制当局は、外国銀行グループが英国に
保有する様々な投資銀行子会社に対し、支払能力
を維持した段階的縮小（solvent wind-down）の計
画の提出を求めました。一部の金融機関は、支払
能力を維持した段階的縮小は投資銀行事業に目を
向ける破綻処理当局にとって次第にデフォルトの選
択肢の1つになりつつある、という見方を取りまし
た。さらにベイル・インの導入は、資本市場の参加
者に対し、銀行の破綻時に間違いなくベイル・イン
の対象となりうる銀行債の形態を取った自身の投
資の見直しを促す可能性もあります。また、デリバ
ティブのカウンターパーティもベイル・インを免れると
想定することはできません。彼らも、早期解約権の
停止の強制およびデリバティブの評価減またはベイ
ル・インの可能性を含め、銀行の破綻処理による影
響を検討する必要があります。

保険
保険の破綻処理計画は銀行セクターに比べ立ち
後れていました。しかしながら、FSBは最近、グ
ローバルなシステム上重要な保険会社（Global
Systemically Important Insurer：G-SII）および自
国の当局がシステム上重要と判断したその他の
保険会社を対象とする有効な再建・破綻処理計画
（RRP）の策定に向けたガイダンス案について協
議を実施しており、2016年には勢いが増すと見ら
れます。銀行セクターが直面する複雑な構造上の
問題は、保険会社の場合それほど重大ではなく、
当面、保険会社が破綻処理可能性のために運営
構造または法的事業体構造の徹底的な見直しを
要求される可能性は低いと思われます。

投資運用
一部の投資運用会社は、銀行再建・破綻処理指
令（Bank Recovery and Resolution Directive：
BRRD）の適用対象となっており、規制当局への
RRPに関する情報の提出が要求されることに驚か
れる可能性があります。FCAの規制対象投資運
用会社のうち約40社3が、正式の再建計画を作成
し、自社の構造および業務に関する情報を規制当
局に提出することを要求されると見られます。それ
以外の場合でも、FSBおよびIOSCOが「資産運用
の構造的脆弱性」と名付けた問題に引き続き取り
組む中で、最近市場の流動性（の低下）に関心が
集まるのに伴い、投資運用会社の全面的な「破
綻」による影響が注目される可能性があります。ま
た、特に運用委託において高リスクの有価証券の
所有が禁止されている場合、資産運用会社は、
様々な銀行の負債がベイル・インの対象となりうる
ことによる影響も検討しなければなりません。

3 https://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps15-02.pdf の14ページ参照
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5. リスクエクスポージャーの測定
レッツ・ツイスト・アゲイン（Let’s twist again）

リスクエクスポージャーの測定に関して策定されつつある新たな提案は、保
有することを要求される資本ならびに要求事項の算定に必要なシステムお
よびプロセスの点で企業に広範な影響を与え、新たに多大な要求を企業に
課すことになるでしょう。

新たな規制制度の全体像が固まった段階に至って
もなお、政策立案者は、各種のリスク間および金融
機関間におけるリスクウェイトの一貫性、比較可能
性および透明性に照準を当てた広範囲にわたる提
案を策定しています。それが企業に与える影響は
ビジネスモデルによって、また規制資本の算出にお
ける金融機関の現在の手法によって異なります。
従来、健全性資本要件の変更は保有資本の絶対
的水準に焦点を合わせたものでした。異なるリスク
エクスポージャーに対してどれだけの量の資本を保
有するかということへの関心は、資本要件全体にも
影響を与えますが、本来、あるリスクに代えて別の
リスクを取る規制上のインセンティブが、例えば、特
定のモデリングアプローチなどによって歪められな
いことを確保することに根ざしています。
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場合によっては、規制資本のアジェンダが、景気回
復を加速させるために企業向けファイナンスを促進
することへの政界全体の関心（特にEUにおける）と
整合しない可能性に関する規制当局および立法者
の懸念もその背景にあります。景気が銀行のファイ
ナンスに与える可能性のある影響に関する欧州委
員会の協議の結果、および金融サービスに関わる
EUの規制の枠組みについてより広範な証拠を求め
る欧州委員会の要求が、EUにおける将来の資本
要件の政策の方向性を左右するでしょう。
それに関連して、より複雑な要件が、新規参入者に
対する障壁となったり、挑戦者である既存の銀行の
競争を阻害したりすることへの懸念も、英国のPRA
を含む政策立案者に作用しており、最終的な決着
がどんな形を取るかに影響すると思われます。

リテール銀行および資本市場
トレーディング勘定の抜本的見直し（Fundamental
Review of the Trading Book：FRTB）、信用リス
ク、オペレーショナルリスクの標準的手法の見直し、
内部モデルに関わる新たな自己資本の下限
（capital floor）、銀行勘定における金利リスクに対
する自己資本賦課、ソブリンリスクの取扱い、証券
化の取扱いの改訂などの取組みが全体として、銀
行のバンキングおよび資本市場の活動に係る資本
の枠組みに大幅な変更をもたらすでしょう。
標準的手法および先進的手法に基づいて算定され
るリスクウェイトを近づけようとする新ルールは、そ
の最終的な形によっては、内部モデルそれ自体の
経済性を変えることになるでしょう。この影響を最初
に感じるのは、現在標準的手法を使用している銀
行です。それは、資本の「リスク感応度」を高めよう
とする提案に多額の導入コストが伴うためです。と
はいえ長期的には、例えば「下限」の使用を通じて、
それらの手法およびモデルの間の差異は狭まって
いく可能性が高いと考えられます。また政策立案者
も、複雑性およびリスク感応度の最適レベルを再評
価するでしょう。
BCBSは、この作業が完了する時期に関してかなり
楽観的なスケジュールを示していますが、業界およ
び一部の規制当局が、提案されている新たな手法
の欠点について依然として懸念を表明していること
から、2016年にはBCBSもじっくり時間をかけるもの
とデロイトは予想しています。
監督当局も、プロシクリカリティおよび各金融機関に
おける内部モデルのばらつきに関する懸念に取り
組むために、銀行の内部モデルの調査を行ってき
ました。この作業の完了には、IFRS第9号への対応
として導入されつつあるモデルの変更を考慮に入
れる必要があるでしょう。ECBは、ボトムアップベー
スでばらつきの問題に取り組むために、内部モデル
ならびに監督上の選択肢および各国の裁量権に関
する複数年にわたるレビューに乗り出しました。不
良債権の精査の強化（依然として監督当局にとって
例えばSSMの最優先課題の1つとなっています）
が、特定のリスクエクスポージャーについて保有す
ることを要求される資本量に対するそれらの取組み
の影響をさらに強めることになると思われます。

保険
ソルベンシーIIは2016年初頭から発効します。英
国の保険会社を含む一部の保険会社は、2015年
末まで、モデルの承認に関する規制当局の決定を
受け取れないと思われます。規制当局の決定が
全く意表を突くものである可能性は低いものの、モ
デルに関する保険会社および規制当局の作業が
その時点で中断しないことも、同様に疑いの余地
がほとんどありません。承認を受ける新規モデル
に加え、既存モデルの微調整および変更も行われ
るでしょう。したがって、ソルベンシーIIに関連する
大量の作業プログラムは2016年に入っても続くと
思われます。
さらに、一部のリスクウェイトはすでにソルベン
シーIIに基づくレビューの対象となっています。そう
したリスクウェイトには、インフラ投資のほか証券
化など他の資産クラスに対するエクスポージャー
に係るウェイトが含まれます。この場合、その変更
は、序文で強調されているように、CMUの取組み
を推進しようとする意向および「雇用と成長」のア
ジェンダに基づいてなされています。

投資運用
EUの投資運用会社は現在、銀行と同じ資本要件
制度の下に組み入れられているため、標準的手
法が変更された場合、MiFIDの対象の投資会社も
影響を受ける可能性が高いと見込まれます。この
影響は、新たな要件がEUのレベルおよび英国に
おいてどんな形で導入されるか、ならびに投資会
社に対するCRDの適用方法に関する欧州委員会
のレビューの結果によって変わると見られます。
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市場参加者による
新秩序への適応
時代は変わる
健全性および担保に関するルールが厳しい影響を及ぼし、ト
レーディング活動のコスト上昇が続く中で、将来の市場構造お
よびダイナミクスに関する不確実性が根強く残ると考えられま
す。2016年にはすべての金融商品クラスのトレーディングに
ついて重要な変化の種が蒔かれ、取引前後の構造に影響を
及ぼすでしょう。

オペレーショナルレジリエンス
祈りを捧げて生きている
監督当局はますますオペレーショナルレジリエンス（業務
の回復力）に注意を払うようになるでしょう。注目を集める
と思われるのは、リスクの識別および軽減、危機管理計
画、ストレステストならびに個別企業およびシステム全体
のレジリエンスを評価しようとする市場全体の活動（最近
英国と米国が大手金融機関と共同で行ったサイバーイン
シデント対応訓練など）です。

ピッチ調整

f

技術とイノベーション
アンダー・ プレッシャー
2016年も依然として情報技術（IT）は企業のアジェンダの最
上位に近い位置を占めるに違いありません。既存プレーヤー
は、監督当局の要求を充足するためだけでなく競争のため
にもITへの投資が必要となるでしょう。投資を拒めば、事業
が縮小する結果になります。政治家や監督当局がイノベー
ターの声に耳をかたむけることが次第に増えるでしょう。

データおよび規制報告
探しものはまだ見つからない
企業は、長期的な便益を実現するために現在大規模な投資
を行うか、あるいは次第に大きくなる「ばんそうこう」を使用す
るかのいずれかによってデータを取り扱うことができます。最
終的に勝利するのは、早くからこの苦痛に耐えようとする企業
でしょう。2016年には、企業に対する要求の数や全体的な複
雑性が一段と増し、監督当局が企業の能力の評価に費やす
時間が増加する中で、このことが一層明瞭となると思われま
す。

電源

ut
k

資本の基準調整
バランスを正せ！
過去数年にわたり規制資本制度の構成が変更されてきまし
たが、2016年には枠組み全体の基準調整（calibration）お
よび企業間の資本配分が焦点となるでしょう。しかしなが
ら、論争されている事項のうちのどれだけが来年最終決定
されるかについては、依然として極めて不確実な状況です。

33
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14

45
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文化
リスペクト
大企業は、共通の文化、特に取締役会および企業のトッ
プが創出し、すべての事業分野および法域で共鳴する文
化を定義し、浸透させることに引き続き尽力すると見られ
ます。2つの重要な課題は、適切な行動を奨励する手段
を決定することと、文化の変革を促進する際のその有効
性を測定することです。

コンダクトリスク
悪いことはもうしない
企業は、コンダクトリスクの監視およびMIを改善するため、監
督当局の期待に対応するため、ならびに更なる問題とそれ
に伴う罰金および評判の毀損を回避するために、リソースお
よびITインフラへの投資を拡大すると見られます。

競争
もっと懸命に、より良く、より速く、より強く
競争に焦点を合わせた規制当局の取組みは、組織
構造の変更を強要したり価格規制につながることは
ないものの、規制当局は、競争の改善に向けて引き
続き変革を実施するでしょう。競争の問題について考
慮することは、政策および監督者の意思決定に浸透
し、それらに影響を及ぼすでしょう。

構造改革
別れることは難しい
金融サービスの構造改革は中断を交えながら実施されてきま
した。2016年には、当局が破綻処理計画の実行可能性を重視
する中で、破綻処理可能性に起因する規制の介入が増加する
と見られます。特に銀行については、業務の継続性を確保する
ために何が実施されているかが一層重視されるでしょう。

リスクエクスポージャーの測定
レッツ・ツイスト・アゲイン
リスクエクスポージャーの測定に関して策定されつ
つある新たな提案は、保有することを要求される資
本ならびに要求事項の算定に必要なシステムおよ
びプロセスの点で企業に広範な影響を与え、新た
に多大な要求を企業に課すことになるでしょう。
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6. 資本の基準調整

バランスを正せ！
（Get the balance right!）
過去数年にわたり規制資本制度の構成が変更されてきましたが、2016年に
は枠組み全体の基準調整（calibration）および企業間の資本配分が焦点と
なるでしょう。しかしながら、論争されている事項のうちのどれだけが来年最
終決定されるかについては、依然として極めて不確実な状況です。

2008年には、金融危機が進行する中で、個々の企
業の破綻とシステム全体への波及の根本原因は過
少資本であるとされていたことから、より多くのより
質の高い資本を要求することが容易でした。現在に
目を転じれば、考慮すべき事柄はより複雑になって
います。

イングランド銀行総裁でFSB議長のマーク・カー
ニー氏は次のように指摘しました。「金融改革の複
雑性と規模を考慮すると、すべての方策が完璧に
構築されたとすれば、あるいはそれらがすべて、完
全に首尾一貫した自己強化的な全体としてシーム
レスに統合されたとすれば素晴らしいことです。」

新たな規制が「行き過ぎ」だったか否かの検討には
より多くの関心が寄せられています。イングランド銀
行（BoE）のオープンフォーラム（およびそれに端を
発したその後の展開）、EUのCMU、および資本要
件が経済に及ぼす影響に関する欧州委員会の協
議などの取り組みにおいて、一部の政策立案者は
見当違いと考えているものの、規制が経済成長を
制限しているという懸念があります。

英国では、金融安定政策委員会（Financial Policy
Committee：FPC）が2015年12月に公表した英銀
の資本要件の枠組みに関するペーパーが、それら
のテーマの一部に取り組んでいます。

それに関連する問題として、規制の枠組みに対する
別個のしかし関連性のある変更がどのように相互
関連しているか、リスクを二重に計算している可能
性があるか、および意図せざる結果が発生していな
いか、などがあります。

16

この点に関し、監督当局のリスク評価の手段として
ストレステストの重要性が増していることが重要な
考慮事項となります。より広い観点に立てば、資本
要件全体を理解するために、とりわけ会計基準の
変更、リスクのモデリングに関わる実務の変化、お
よび金融機関の破綻処理可能性を改善するための
努力を、適切な水準の規制資本バッファーに関す
る判断に照らして評価する必要があります。

リテール銀行および資本市場
一部の上級規制当局者は、さらに多くの資本総量
を調達することを銀行セクターに求めてはいないと
示唆しました。例えば、アンドリュー・ベイリー氏は
次のように述べました。「危機以降なされてきたこと
にさらに多くの資本を上乗せすることに賛成するこ
とは、破綻処理および損失吸収についてなされてい
ることがほとんど役に立たないと主張するようなも
のです。［･･･］。私たちがなすべきもっと重要なこと
があります。それらの中心をなすのは、企業におけ
る行動のインセンティブを適切なものとすることで
す」。またFPCは、英国の銀行システムのTier1資
本に関して11％の目標水準を示唆しました。しかし
ながら、まだ策定途上にある個々の指標は、一部
の銀行にとって増加となる可能性があります。資本
の基準調整というジグソーパズルの最後のピース
の1つは、改訂標準的手法に基づく自己資本の下
限に関するBCBSの提案の公表です。下限の算定
方法およびその設定水準は、銀行のビジネスモデ
ルに大きな影響を与える可能性があります。

保険
G-SII は 2016 年 か ら 、 よ り 高 い 損 失 吸 収 能 力
（Higher Loss Absorbency：HLA）に関して監督当
局に対する機密報告を開始することになっており、
また、IAISは新たな国際保険資本基準（Insurance
Capital Standard：ICS）の策定を支援するための
実地試験プログラムを継続するでしょう。IAISが、
非伝統的保険および非保険（NTNI）業務の定義
の改訂およびG-SIIの評価方法の変更に関する協
議を実施する中で、市場は、最大手保険会社によ
る行動の変化の兆候を探ることになります。監督
上のストレステストの影響および新たな監督体制
はいずれ重要になる可能性があるものの、2016
年に関しては、銀行に比べそれほど差し迫った問
題にはならないでしょう。

新たなSREPには、銀行が開始することを求められ
る自己資本充実度評価プロセス（Internal Capital
Adequacy Assessment Process：ICAAP）および
流動性充実度評価プロセス（Liquidity Adequacy
Assessments Process：ILAAP）の期待内容の改
訂、監督上のストレステストの実施、銀行の損失吸
収能力の保有に関するマクロプルーデンス政策の
提案、ならびにIFRS第9号に基づく会計規則の改
訂などが含まれていますが、銀行の資本要件の変
更全体を理解するにはそれらすべてを考慮に入れ
る必要があります。BoEおよびEBAによる監督上の
ストレステストの実施の見直しはこのことを裏付け
ています。EBAは、ICAAPおよびILAAPの報告要
件ならびにストレステストに関するガイドラインの見
直しについて協議する予定です。

投資運用
2016年にFCAは、EBAの評価結果を受けて、投資
運用会社に適用されるCRD IVの施行のレビュー
を実施すると見られます。一部の投資運用会社
は、より負担の大きいCRD IVの要件を回避する
ために業務構成の変更を試みると見られ、また、
すでに変更を進めている会社もあります。FCA
は、大手投資運用会社がどの程度厳密かつ詳細
にICAAPおよび保有資本を準備すべきかという点
に関して、要求の度合いを一段と強めています。
CRD IVの対象となる投資運用会社すべてに関わ
るEBAのSREPのガイドラインが導入されるのに
伴い、規制当局からの説明要求が引き続き強化さ
れ、その対象となる投資運用会社の範囲は拡大
するでしょう。
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7. データおよび規制報告

探しものはまだ見つからない
（I still haven’t found what I’m looking
for：邦題「終わりなき旅」）
企業は、長期的な便益を実現するために現在大規模な投資を行うか、ある
いは次第に大きくなる「ばんそうこう」を使用するかのいずれかによってデー
タを取り扱うことができます。最終的に勝利するのは、早くからこの苦痛に耐
えようとする企業でしょう。2016年には、企業に対する要求の数や全体的な
複雑性が一段と増し、監督当局が企業の能力の評価に費やす時間が増加
する中で、このことが一層明瞭となると思われます。

規制当局および監督当局は、金融機関が彼らなら
びに金融機関のクライアントおよび顧客に対し、よ
り質の高いデータをより容易に探索できる形式でよ
り迅速に提供することを望んでいます。また、企業
が自身の目的のためにデータを管理する方法に関
する新たな期待内容を設定しつつあります。監督当
局は、リスクを評価し、これまで以上に複雑な規制の
枠組みにおいてその遵守状況を取り締まるために情
報を必要としています。一般大衆にとっての透明性
を高めることが、実際の選択を可能にし、公平な取
扱いを確保するための鍵になると考えられます。
過去数年間、こうした傾向が明瞭に現れていました
が、期待の実現に向けた進捗状況は比較的限定
的なものでした。その一因は、新たな規制が導入さ
れるのに伴い、最終の状態が今なお流動的なこと
にあります。また、企業のシステムおよび業務の改
善に必要な作業が複雑で高コストであることにも原
因があります。さらに、要件（時には、同じトピックに
ついて異なるテンプレートを使用して異なる機関に
報告することも含まれます）の実現に要するコストも
原因となっています。
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導入の観点からすれば、主な課題は、データに関
する全社的方針およびデータ辞書の定義、ならびに
リスクと財務データを統合する必要性から発生して
います。どんなソリューションも、それらの課題を通
じた革新的な方法を探り出すことを要求されるで
しょう。また企業は、規制要件を充足するための投
資をどのように活用すれば、生成されるデータ量が
ますます増大する事態に対処し、個人化されたデジ
タル体験の提供に対するクライアントおよび顧客の
期待に対応できるかということも検討するべきです。
しかしながら、企業は2016年に、データソースを統
合および結合しようとする意向への抵抗要因になる
可 能 性 の あ る 、 EU の 一 般 デ ー タ 保 護 規 則
（General Data Protection Regulation：GDPR）お
よび「セーフハーバー2.0」の影響に取り組む必要も
あると考えられます。

リテール銀行
2016年には、グローバルな「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）」（「BCBS239」）の対象範囲に入る銀行
数が増加すると見込まれます。これは、国内の金
融システム上重要な銀行（D-SIB）に最近指定され
た企業が、その後、3年以内にそれを遵守するため
の措置を講じると予想されるためです。バーゼルIII
およびストレステストへの拡大を含む、プルーデン
ス規制および監督における更なる展開ならびに
EBAの監督に関するガイダンスを受けて、データへ
の追加投資が必要になると考えられます。コンダク
トの監視および良好なガバナンスの証明に関する
期待に取り組むためには、MIへの大規模な投資が
必要になるでしょう。多数のレガシーシステムで構
成されるITインフラを保有する銀行については、シ
ステムおよびデータに対する断片的または戦術的
アプローチよりも包括的アプローチの必要性に重点
を移行する動きが続くと見られます。

資本市場
コンダクト規制および監督では、これまで以上に粒
度の高い水準で資本市場の活動を監視すること、
および企業にとっては情報の報告においてより高
い機敏性を示すことが必要になりなす。企業はまだ
欧 州 市 場 イ ン フ ラ 規 制 （ European Market
Infrastructure Regulation：EMIR）に基づく報告に
取り組んでいますが、金融商品市場規則（Markets
in Financial Instruments Regulation：MiFIR）の適
用日までには強化された取引報告を導入する必要
があります｡もう1つの主要テーマはクライアントへ
の情報開示です。MiFID IIによって導入される要件
の準備として、ならびにPRIIP、MARおよびFEMR
の一環として、市場の乱用およびコンダクトリスクの
監視に対する注力が強化されるでしょう。

保険
保険セクターにとって2016年における実務上最大
の課題は、ソルベンシーIIに基づく規制上の報告
要件ですが、その量は既に把握されており、保険
会社はその計画を立案しています。保険会社はま
た、2016年末から2017年末までにPRIIPおよび
MIFID IIならびにIDDによって導入される要件の
整備に向けた作業を開始する必要もあるでしょう。
他のセクターと同様、保険会社も事業活動および
ガバナンスの遂行に対する精査の強化に直面して
おり、そのためMIへの投資が必要となるでしょう。

投資運用
銀行、資本市場および保険会社に関連して議論し
たデータおよび報告要件の多くは、直接的または
間接的に投資運用会社にも適用されると考えられ
ます。2017年にはMiFID IIに基づき、取引報告、
取引前後の透明性、商品のガバナンスおよび販
売、コストおよび費用ならびに最良執行に関する
開示などの主要分野におけるデータおよび報告要
件が拡大すると見込まれますが、そのすべてにつ
いて来年の導入を要求されるでしょう。PRIIPは、
企業が一定の商品についてクライアントのために
主要な情報文書を作成することを要求していま
す。保険会社はソルベンシーIIに基づき約80の資
産データフィールドを報告しなければなりません
が、そのほぼ半数は投資運用会社が提供する必
要があります｡
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8. 技術とイノベーション
アンダー・ プレッシャー（Under pressure）

2016年も依然として情報技術（IT）は企業のアジェンダの最上位に近い位置
を占めるに違いありません。既存プレーヤーは、監督当局の要求を充足す
るためだけでなく競争のためにもITへの投資が必要となるでしょう。投資を
拒めば、事業が縮小する結果になります。政治家や監督当局がイノベーター
の声に耳をかたむけることが次第に増えるでしょう。

「データおよび規制報告」のセクションで述べたよう
に、多くの金融機関は過去数十年間、投資を行わ
なかったために、「目的適合性の低い」レガシーITシ
ステムを抱えています。こうしたシステムは、高コス
トのITの「不調」およびサイバー攻撃へのエクス
ポージャーを生み出すだけでなく、新たなフィンテッ
クの新興企業との熾烈な競争に企業を晒すことに
もなります。
幸いにも、既存企業はITへの投資によってそれらの
課題に効果的に対応できます。フィンテックの新興
企業との戦略的提携もソリューションの一要素とな
るでしょう。
ITは、課題を突き付けるだけでなく、企業が直面す
る問題の一部を解決するのに寄与するという保証
も提供します。レグテック（規制関連技術）のイノ
ベーションはITと規制を結び付けるものであり、リス
クの識別および効率性の向上を容易にすることに
よって、それに投資する企業が規制を遵守する責
任を費用効率の高い方法で管理するのに役立つと
考えられます。
しかし、「創造的破壊（disrupt）」の対象となっている
のは金融機関だけではありません。ITは、規制当
局が考え、運用する方法も試練に晒します。特に、
ITは全体として金融サービスへのアクセスを改善し
ましたが（特に、発展途上国において）、消費者保
護の十分性およびプロファイリングのほかデータ機
密性の点に関して未解決の重要な問題があります。
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規制当局は、イノベーションを阻害することなく、例
えばブロックチェーンなどの新技術の開発およびそ
れらが引き起こすリスクを理解し、それらに対応し、
それらを活用する能力を開発する必要があるでしょ
う。FCAは、新規企業および既存企業が規制の枠
組みおよびそれが新たなイノベーションに如何に適
用されるかを理解するのを支援することを目的とす
る「プロジェクト・イノベート」を通じてそうした取組み
を先導しています。
より一般的に言えば、当局が、新たな企業を呼び込
むために自国の金融センターおよび規制の枠組み
を「フィンテックに配慮した」ものにしようと努める中
で、国同士の競争が激化するとデロイトは予想して
います。

リテール銀行
銀行は、決済のイノベーションにどれだけの投資を
行うかを決定する必要があるでしょう。銀行は、戦
略の策定に際して、フィンテック企業との提携また
はその買収を考慮すべきです。大手銀行は、市場
の先頭に立つイノベーターと認められうる分野を選
択して内部投資を実施することも可能ですが、決
済機関としての規模を拡大することも可能と思わ
れます。「データおよび規制報告」に関する前セク
ションで説明したように、監督当局は、より良質で
迅速かつ探索が容易なデータを引き続き銀行に要
求すると見られます。銀行は、レガシーシステムの
取替えが選択肢にない場合、既存インフラ上で運
用される機敏なレグテックのソリューションを構築
することにより、改善された費用効率の高いコンプ
ライアンスを達成するとともに、アナリティクスを通
じて顧客および最終利益のために（データ保護要
件の制限の範囲内で）自身のデータの潜在力を活
用することが可能となります。

資本市場
資本市場でも、増大する規制上の要求に対応する
ために、レグテックのソリューションを戦略上の明
確な選択肢の1つとすることができます。特に、
MARおよび英国におけるFEMRによって要求され
る監視・監督の強化は、例えば、トレーディング行
動を分析して潜在的な問題を識別できるアナリティ
クス技術に投資すれば、より容易に対応できると考
えられます。ブロックチェーンは、特に決済および
より一般的には処理との関係で今後も注目の話題
となるでしょうが、この技術ならびに規制当局およ
び業界のいずれも（まだ）大量採用の準備ができて
いません。企業は、引き続きこの技術の実験を行
い、取引後のプロセスを単純化してコストとリスクを
低減する上での巨大な潜在力を探求すると見られ
ます。規制当局は、この技術に関する自身の立場
を明確化する必要があります。それは、規制当局
の姿勢および国際的な協調が、採用の規模および
ペースにおいて重要な役割を担うと見られるため
です。

保険
フィンテックに関し脚光を浴びているのは主に銀行
の商品・サービスですが、技術開発は保険会社に
も大きな影響を与えるでしょう。最良の分析能力を
備えた保険会社は（既存企業か新規参入企業か
を問わず）、テレマティクスなどの接続デバイスを
通じて収集した情報を利用して、次第に正確にな
る保険数理的なおよび個別化された価格設定モ
デルを作成するようになるでしょう。進歩について
いけない企業は大きく立ち遅れる危険がありま
す。保険会社にとって、収集するデータ、それを収
集する理由ならびにそれを使用および共有する方
法について、透明性に関する圧力が高まることが
予想されます。英国のFCAはすでにこの点の調査
を行っており、最近、個人向け損害保険セクターに
おける「ビッグデータ」の使用に関する意見募集を
発表しました。この意見募集の後、2016年後半に
は本格的な市場調査が実施される可能性が高い
と考えられます。規制当局は、「監視」されないこと
を選択した消費者またはデータによって保険に加
入できなくなる消費者を保護するか否か、および
どんな方法で保護すべきかを検討する必要がある
と考えられます。

投資運用
MiFID IIに基づく報告、開示および商品のガバ
ナンスに関する新たな要件は、大量の新規データ
を生み出すことになるでしょう。この新データは
2016年中は利用不能と見込まれるものの、企業
は、こうした見通しに基づき、確実にデータのイン
フラを柔軟かつ費用効率の高いものとすることに
より、データを分析して競争優位を獲得するのに
必要なアナリティクス技術に投資すべきです。投資
運用会社の状況も、「ロボアドバイザー」の出現に
より引き続き創造的破壊を受けるものと思われま
す。銀行における決済サービスと同様、既存企業
は新規参入企業との提携またはその買収を考慮
する一方、一部の大手企業は自社プラットフォー
ムに投資するとデロイトは予想しています。
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9. オペレーショナルレジリエンス

祈りを捧げて生きている
（Livin’ on a prayer）
監督当局はますますオペレーショナルレジリエンス（業務の回復力）に注意
を払うようになるでしょう。注目を集めると思われるのは、リスクの識別およ
び軽減、危機管理計画、ストレステストならびに個別企業およびシステム全
体のレジリエンスを評価しようとする市場全体の活動（最近英国と米国が大
手金融機関と共同で行ったサイバーインシデント対応訓練など）です。

オペレーショナルレジリエンスとは、顕在化したイ
ベントリスクに耐え、必要な場合それから回復する
金融機関および金融システム全体の能力をいいま
す。その焦点は主に、金融システムの機能（例えば
資金決済システムに関連する「資金供給
（plumbing）」を含みます）および最終的には実体
経済それ自体に関連して企業が提供する必要不可
欠な機能およびサービスに当てられています。
このように監督当局の関心が高まっている背景に
は2つの広範な理由があります。第1に、ITは、（例
えば、従来手作業でなされたプロセスの自動化の
拡大およびデジタルサービスチャネルを通じて）、企
業が提供するサービスにおいて一層大きな役割を
果たすようになっており、その結果、ITインフラのレ
ジリエンスへの依存度が増大しています。
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第2に、脅威の水準が上昇しています。サイバー攻
撃に対する金融機関の脆弱性が、ますます多くの
社会的・政治的注目を集めるようになっています。
同時に、現在の一部地域におけるますます不安定
化する地政学的状況、金利上昇に対して生じ得る
市場の反応、「英国のEU離脱」、持続的な売りを消
化する債券市場の能力など、それ以外に発生し得
る「イベントリスク」が尽きることがありません。

リテール銀行
当然ながら、オペレーショナルレジリエンスというこ
とでは、必須の資金清算・決済システムにおいて中
心的な役割を果たす銀行に、監督当局の最大の注
目が集まる傾向があります。銀行の場合、オペレー
ショナルレジリエンスは、銀行が近年手掛けてきた
多数の取組みの総計として考えるべきです。そうし
た取組みには、サイバー防御プログラム、ストレス
テスト、リバースストレステスト、インシデント対応戦
略、回復計画、および最大手銀行の場合は、破綻
処理における業務継続の必要性などがあります。
鍵となるのは、それらのプログラム間のつながりを
認識し、全体的なリスクマネジメントおよびガバナンス
のフレームワークの中でそれらを統合することです。

資本市場
資本市場のオペレーショナルレジリエンスからは2
つの重要テーマが浮上しており、今後、監督当局の
注意を引き付けるものと考えられます。1つは、CCP
を含む必要不可欠な金融市場のインフラのレジリ
エンスです。現在は、CCPの破綻処理の枠組みに
対しより多くの注意が向けられているものの、業務
の混乱に耐え、そこから回復するCCPの能力もまた
間違いなく同様に重要です。第2の懸念事項は、資
本市場の取引のインフラおよび電子取引（アルゴリ
ズム取引および高頻度取引の戦略を含みます）で
す。米国商品先物取引委員会（Commodity Futures
Trading Commission：CFTC）は最近、2015年初
頭から現在までに35件の「フラッシュクラッシュ」 4を
特定しており、監督当局は、そうしたインシデントの
低減（例えば、トレーディング戦略を支えるアルゴリ
ズムの精査の強化を通じて）およびその影響の軽減
（例えば、取引の一時停止およびその他のサーキット
ブレーカーを通じて）に注力すると予想されます。

保険
保険会社も、サイバー攻撃およびその他の業務の
混乱に対して脆弱です。EUレベルでは、欧州監督
機構（European Supervisory Authorities：ESAs）
の共同委員会が2015年5月のリスクレポートにお
いてサイバーリスクを最優先事項の1つとして特定
し、他方、英国ではPRAが、サイバーリスクに関す
る広範なアンケートへの回答を保険会社に要請し
ました。銀行を対象とする同様の活動がそうであっ
たように、2016年には、PRAが第一段階の結果を
消化した後に、この初回活動の追跡調査を実施す
るとデロイトは予想しています。保険会社の活動
がますます自動化および「デジタル化」されるにつ
れ、保険会社の全体的なレジリエンスに対する監
督当局の関心も高まると思われます。

投資運用
投資運用会社は、クライアントと接触するためのデジ
タル手段（例えば、オンライン販売のプラットフォー
ム、ロボアドバイザー）および業務を強化するため
のデジタルプロセス（例えば、アドバンストアナリ
ティクス、クラウドコンピューティング）の使用を増
やしています。これにより、業務の効率性が改善さ
れる反面、ITの故障またはサイバー攻撃のリスク
に対する脆弱性も高くなります。また多くの投資運
用会社は、主要な機能を遂行するのに第三者プロ
バイダーに依拠していますが、残余リスクをリスク
マネジメントフレームワーク全体に統合するために
確実に効果的な監視を行えるようにすることが必
要です。MiFID IIのアプローチの導入に伴い、投
資運用会社はシステム、統制および高頻度取引
に関連する記録管理を強化することが必要となる
でしょう。

4 「変化する米国債市場の構造に関する会議」におけるティモシー・マサド委員長の発言
（http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opamassad-30）
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10. 市場参加者による新秩序への適応

時代は変わる
（The times they are a changin’）
健全性および担保に関するルールが厳しい影響を及ぼし、トレーディング活
動のコスト上昇が続く中で、将来の市場構造およびダイナミクスに関する不
確実性が根強く残ると考えられます。2016年にはすべての金融商品クラス
のトレーディングについて重要な変化の種が蒔かれ、取引前後の構造に影
響を及ぼすでしょう。
金融危機後に導入された大量の新たな規制要件
の実施方法の理解、および市場のダイナミクスに
対する累積的な影響の理解という点で不確実性が
支配的となるでしょう。個々の規制改革の結果は
明確に意図され、よく考え抜かれたものであるとし
ても、それ以外の結果、特にそれらの累積効果に
起因する結果は意図されていない可能性が十分
あります。明らかに、この点に関する不確実性が政
策 立案者 を悩 ませ ており 、FSB 、欧 州委員 会 、
ECBおよびBoEはすべて、作用している複雑な要
因を理解するための追加的な作業の必要性を主
張しています。
脆弱な市場の流動性に関する懸念が、証券集中
保管機関規則（Central Securities Depositories
Regulation ：CSDR）によって導入された決済の不
履行に係るペナルティなどの追加的な規制の圧力
のためにさらに悪化するでしょう。このペナルティ
は、既存のプルーデンス規制の制限と相まって
マーケットメーカーのインセンティブをさらに低下さ
せる可能性があります。すべての市場参加者は、
流動性の突然の変化を管理する方法の検討を促
す圧力の上昇に直面するでしょう。
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企業はMiFID IIの施行日に向けた準備を進めると思
われますが、その導入プログラムでは、店頭市場に
おける最良執行の要件を充足する方法など既知の
課題に取り組む必要があるでしょう。来年あたり、新
たな取引の場（trading venue）が増加し始めると予
想されます。少なくとも短期的には、セルサイドの資
本および流動性要件が一因で債券市場の流動性が
低下し、その結果、取引が減少する可能性が高いと
考えられます。
EMIRの最も負担の重い最終規定が発効するため、
多額のコストがかかるでしょう。清算義務の導入は
価格設定の著しい多様性を引き起こし、また証拠金
に関する要件を受けて適格担保に関する現行の規
制上の圧力が高まり、質の高い流動的資産に対す
る需要がさらに増すでしょう。担保の調達はかつて
ないほど困難になる可能性が高いと考えられます。

リテール銀行および資本市場
デリバティブの証拠金に関するEMIRの規定および
証券金融取引規則に基づき再担保に課される条件
を含む、資本の枠組みに基づく時として競合する多
数の要求が累積的効果を及ぼすため、銀行は担保
に関し最大の課題に直面するでしょう。銀行はま
た、今後MiFID IIに基づき組織的内部執行業者
（systematic internaliser：SI）として分類されること
に関して、戦略的な態勢の構築を開始すると考えら
れます。低水準の取引量を維持してSI制度の適用
対象外となるために、または銀行が明らかに同制
度の範囲内にある場合は、より負担の少ない要件
が適用される大規模取引に参加を限定するため
に、一部市場から撤退する方が有利となる場合が
あります。アクセス権の導入を含む、CSDR、MiFID
IIおよびEMIRに基づくルールの圧力が作用し始め
るのに伴い、市場インフラは、市場の課題および熾
烈化する競争への対応を開始するでしょう。取引の
場およびCCPは、アクセス権およびプラットフォーム
の進化に関わる重要な変化に遅れを取らないよう
にする必要があるでしょう。また、市場参加者が、取
引の場における取引および清算件数の増加を利用
しようとするのに伴い、市場シェアを巡る競争が激
化すると見られます。さらに、CSDおよびカストディ
アンは引き続き、新たな統一決済システムの発足お
よび担保需要の増大に向けて態勢の再構築を図る
でしょう。

保険
保険会社もトレーディングに生じている変化の影
響を免れません。デリバティブに係る清算義務お
よび証拠金の要件は、従来デリバティブをヘッジ
手段として利用してきた保険会社にとって特別な
課題およびコスト負担となるでしょう。銀行同様、
保険会社も担保の調達と管理の課題に直面する
でしょう。

投資運用
2016年にはMiFID IIの施行が投資運用会社の注
目を集めるでしょう。多くの企業にとって、この新基
準を遵守するには能力の大幅な改革が必要にな
るでしょう。また2016年には、債券市場の流動性
および資産運用に関連するリスクおよび脆弱性の
軽減に関してFSBとIOSCOから政策提言がなされ
る可能性が高いと見込まれます。この政策提案に
は、投資ファンドのストレステストに関する要件の
厳格化、ゲート条項の組み込みおよびストレスの
時期における償還の停止を含む償還に関する措
置、非流動的な有価証券に関する制限、ならびに
ファンドの流動性に関する透明性などが含まれる
可能性があります。FSBは、これらの政策提案が
完了した段階で、投資運用会社がシステム上重要
であり得るか、およびどんな状況でそうなる可能性
があるかという議論の分かれる問題に立ち戻るだ
ろうと示唆しました。
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2015年のトップ10項目
デロイトの予想の結果

トピック

金融セクター
の構造改革お
よび破綻処理

デロイトの予想
• 破綻処理可能性のアジェンダをしっ
かりと注視すべきである。
• 英国のリングフェンスにとって動きの
激しい年になるだろう。
• EUにおける銀行の構造改革（BSR）
に不確実性が付きまとう。

結果
英国では、PRAの重要な二次基準が数多く公表
された。

得点（10点満点）

9

• RRPの提出（英国）。損失吸収に関するルール
の策定（EU／FSB）が継続した。
• EU加盟国は、MRELおよびTLACにおけるベイ
ル・インの適用が可能な負債の劣後化の問題に
取り組もうと努力した。
• EU理事会はBSRに関するEUの立場を承認した
が、ECON（経済通貨委員会）の部門が同ファイ
ルの進展を遅らせた。

新たな機関の
稼働

• ユーロ圏の銀行はSSMについて急
速に学ぶだろう。

• SSMの加速に伴い、銀行は複数の層の監督に
直面している。

• 単 一 破 綻 処 理 メ カ ニ ズ ム （ Single
Resolution Mechanism：SRM）が施
行および運用されるだろう。

• BRRDの遅れが一因で、SRMが今後どのように
作用するか不透明である。

• 新たな欧州委員会は経済成長への
注力を強化するだろう。

データおよび
規制報告

• データに対する監督当局の欲求は衰
えの兆しを示すことはない。
• 銀 行 は 資 産 査 定 （ asset quality
review：AQR）のフォローアップの先
にあるRRPおよびデータの集約を見
据えるべきである。
• 結果に加えプロセスを重視する監督
当局の姿勢が強まる。

8.5

• 欧州委員会は実際に注力の対象を成長へと移
した。

• 今年初頭に特定された取組みはすべて実施さ
れ、さらに別の取組みも加わった。データに関す
る監督当局の期待内容が引き続き拡大し、その
焦点は結果に加え方法にも当てられていた。

8

• こうした進展にもかかわらず、銀行が取っている
アプローチに大きなターニングポイントの気配は
感じられず、監督当局が戦略的ソリューションを
図ることを銀行に促す気配も見られない－今の
ところは。

文化および
顧客の取扱い

• 企業は文化について語るだけでなく、
それを「実行」しなければならない。
• 監督当局は進捗の証拠を目にするこ
とを期待するだろう。
• SMRは個人に注意を向けるだろう。
• 企業が、コンダクトリスクに関して信
頼できる「データ」を作成することがま
すます重要になっている。

競争および
イノベーション

• 2015年 に は 、 競 争 に 関す る FCA と
CMAの競合する権限の明確化が図
られるだろう。
• EUレベルで競争が注目を集めるだ
ろう。
• 競争に関連する規制当局の作業が、
戦略およびビジネスモデルに影響を
与える可能性が高い。

• 「文化」の実践は、SMRおよび新たなPRAのガ
バナンスルールの焦点となった。そして、FCAの
テーマ別レビューの対象となるだろう。
• FEMRはFICC市場について広範囲にわたる21
の提言を行ったが、その焦点は、個人および集
団の説明責任ならびに企業によるコンダクトリス
クの識別および管理にあった。

• FCAは、その新たな役割の一部として、ホールセー
ルセクターの競争に対するレビューを公表した。
• FEMR 、 決 済 シ ス テ ム 規 制 機 関 （ Payment
Systems Regulator：PSR）および欧州委員会は
すべて、競争を最優先事項とした。
• CMAはリテール銀行業務に関する暫定レポート
を公表した。そのレポートではいかなる構造改革
も提案されず、一部の利害関係者は好印象を持
たなかった。
• クレジットカードの市場調査におけるFCAの中間
結果では、大部分の市場で競争が十分機能して
いることが見いだされた。改善措置は、長期債務
および消費者が最良の取引を見いだすことへの
支援に焦点を合わせたものだった。
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9.5

6.5

トピック

ストレステスト
およびリスク
管理

デロイトの予想

結果

• ストレステストは監督上の手段とし
ての重要性を増すだろう。
• 企業は、「全社一体化（one firm）」
のアプローチについて考える必要
がある。
• ストレステストに係る国際協調に関
するつぶやきがさらに大きくなるだ
ろう。

資本市場同盟

• CMUは欧州委員会の主要な新ア
ジェンダである。
• 既存の取組みとどのような相互関
係をなすかを含め、問題が残され
ている。

• 2015年には予想通り、英国および米国における
活動を受 けて、 銀行 はよ り高度 な水準 へと向
かったが、この傾向は続くと見られる。

得点（10点満点）

8.5

• 現在実施されているEBAのSREPのガイドライン
では、ストレステストが監督当局の分析の中核的
要素として重要であることが成文化されている。
• 依然として国際的連携への言及はあるものの、具
体的な進展はなく、見通しが明るいとは言えない。
• グリーンペーパーに対する回答が殺到し、活発
な論争が行われた後、33件の取組みから成る
CMUの行動計画が公表された。

10

• 第一波の取組みに関する協議が行われている。
• 今後4年間でCMUの結論が出される予定である。

• 利害関係者が争ってアジェンダに
影響を及ぼそうとするため、CMU
に関する論争が活発に行われるだ
ろう。

ビジ ネ スモ デ
ルの組合せ

• バーゼルの枠組みに対する進行中
の改訂による影響を管理すること
が戦略上の課題である。
• 規制改革に関する出費を活用する
ようなビジネスモデルの立案が鍵
を握る。

ソルベンシーII
および
保険資本

• ICS へ の 取 組 み に 1年 の 遅 れ が 生 じ、完 了 は
2019年第4四半期になる見込みである。

• ソルベンシーIIに伴い、保険会社の
ビジネスモデルの組合せに関する
問題が提起されるだろう。

• HLAの策定がG20によって承認された。

• 金融市場の構造は規制要件により
抜本的に変化するだろう。
• 治外法権の問題は解消されないだ
ろう。
• 環 大 西 洋 貿 易 投 資 協 定
（Transatlantic Trade and Investment
Partnership：TTIP）に注視する必
要があるだろう。
• MiFID IIの専門的詳細に関する論
争が続くだろう。

7

• 2015年にEBAが「銀行のビジネスモデルに関す
る規制措置による潜在的影響の概観」を公表した
ことに明瞭に示されるように、規制要件の総合的
影響に対する監督当局の認識が高まっている。

• ソルベンシーIIの施行前の最終年
に入る。

• グローバルICSへの取組みが加速
している。

市場構造の
相互作用

• 多くの銀行は、自身が手掛ける活動／事業分野
の組合せの再評価を継続している。しばしばコス
トが主な要因になっているものの、資本要件の
低減が主要な目標となることも多い。

7

• PRAは、内部モデルの承認に関する結果を施行
日に先立つ2015年12月初頭に通知する予定で
ある。

• 米国との同等性に関する決定がさらに遅れたもの
の、他の法域については同等性に関して著しい進
展があり、最初の第三国のCCPが承認された。

7

• デリバティブ市場の細分化を示す明確な兆候が
ある。
• 権 限 委 譲 法 （ Delegated Acts ） の 形 式 に よ る
MiFID IIのRTS（規制専門基準）に遅れが生じ、
市場にとって主要な詳細が不明なままになって
いる。
• TTIPの交渉では、金融サービスに関する規制当
局の協力の枠組みについて具体的な解決策が
見いだされなかった。
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