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はじめに

読者の皆様へ

デロイトは、グローバル金融サービス業界におけるリスクマネジメントの現状について継続的に評価しており、その最新レポート

「グローバルリスクマネジメントサーベイ第10版」を謹んでお届け致します。このサーベイは、世界の金融業界各セクターにおける

企業77社から回答を得て結果を導き出しており、調査対象企業の総資産は合計13兆6,000億米ドルに達します。サーベイにご回

答下さった皆様には、貴重なお時間と知見をご提供いただいたことに感謝申し上げます。

このサーベイで概ね明らかになったのは、リスクマネジメントに関するリーディングプラクティスが業界全体に広く浸透し続けている

実態です1。取締役会はリスクマネジメントの監督に今まで以上に多くの時間を投じ、今まで以上に積極的な役割を果たしていま

す。対象企業はほぼ例外なく最高リスク責任者（CRO）の職位を設けており、CROは次第に取締役会や最高経営責任者（CEO）

の直属に置かれるようになっています。また、全社的なリスクの特定・管理を目的とするエンタープライズリスクマネジメント（ERM）

プログラムも、今や一般的になっています。信用リスク、市場リスク、流動性リスクといった従来型リスクのマネジメントにかけて

は、「自社制度が有効に機能している」と回答者はほぼ一様に答えています。こうした点をはじめ、デロイトのグローバルリスクマネ

ジメントサーベイを実施してきた中で明らかにされた傾向は、「リスクマネジメントの発展」のセクションで総括しています。

リスクマネジメントが発展していることは間違いありませんが、向こう数年の間には、従来とは異なる種類の課題が出現しそうで

す。世界的な金融危機以降、金融機関は増える一方の規制要件に対応しようと尽力してきました。しかしながら、2017年は金融業

界の転換点となるかもしれません。ここ数年間は根本的な変革が推進されてきましたが、今後は広範化と厳格化に向かう規制要

件の動きが鈍化する可能性があるほか、一部ではむしろ反転する兆しもあります。米連邦準備制度理事会（FRB）は複雑性の低

い大規模金融機関について、資本計画とストレステストの質的評価を廃止したほか、欧州では、資本フロアの設定を提案する通称
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「バーゼルIV」に対して、一部の規制当局や金融機関が抵抗を示しました。さらにトランプ米大統領と米国議員は、ドッド・フランク法

の下で連邦機関が導入した規制要件を見直す措置を発表し、場合によっては削減する可能性も示しています。

また、経済成長の先行き見通しには通常をはるかに上回る不透明性が漂っています。その背景には、英国の国民投票による欧州

連合（EU）からの離脱決定、フランス、イタリアなどの欧州諸国における、EU離脱を掲げるポピュリスト政党の台頭があります。ま

た、米国のトランプ大統領は環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）からの離脱を決定したほか、中国やメキシコとの通商契約を再

交渉すると表明しています。こうした動きはいずれも成長を下押ししかねませんが、その一方で、トランプ大統領が選挙戦中に打ち

出した所得税と法人税の減税、インフラ投資の大規模プログラム開始、規制緩和を背景に事業活動が活発化する可能性もあり

ます。

事業環境について言えば、フィンテック企業がこれまで以上に広範囲において出現するようになっているため、戦略リスクの水準が

大幅に高まりました。こうしたスタートアップ企業は貸出や決済、資産運用、損害保険商品といった金融セクターやサービスを破壊

しかねません。

金融機関はまた、新たに生じつつある2つの主要リスクにも対応しようとしています。セキュリティ侵害の発生件数と影響が次第に

大きくなっており、サイバーセキュリティが以前にも増して大きな懸念材料となっています。また、規制当局が今まで以上に目を光ら

せているもう一つの領域は、従業員の倫理的な行動の促進とリスク意識の高い企業風土の醸成であり、金融機関はそれらを実現

するために積極的な方策を講じなければなりません。

人材獲得競争も高まっています。規制要件が新たに導入され、厳格化されたことを受け、リスクマネジメントスキルと金融業界での

経験をあわせ持つプロフェッショナルに対する需要が増えています。

規制要件がここ数年で増え、コンプライアンス費用がうなぎ上りに上昇したことを背景に、金融機関は自社プロセスの合理化や技

術の導入によって効率性の向上を図ろうとしています。

これらの動きを考え合わせれば、効率的なリスクマネジメントがますます重要になります。不透明性が高い現在の規制環境と事業

環境において、金融機関はリスクマネジメントプログラムを新しい方向性、新たな高みへと導き、今後待ち構えている新たな課題に

対応していくことを検討しなければなりません。同時に、効率的なビジネスプロセスの構築も必要です。低成長、低金利環境でリス

クマネジメント費用を抑制すべきという圧力が高まるため、これは一層重要になります。最も重要なのは、規制で求められることが

変わっても、フィンテック企業が破壊的変化をもたらしても柔軟に対応できるように、機敏なプロセス、リスクに係る敏捷性の高いIT
システムを揃えておくことです。

読者の皆様がリスクマネジメントプログラムをさらに向上させる中、世界の金融機関のリスクマネジメントを総合的に評価した本レ

ポートが有益な知見をご提供できるよう願っております。

Edward T. Hida II, CFA 

Risk & capital management leader 
Financial services 
Deloitte & Touche LLP 
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エグゼクティブ・サマリー

界的な金融危機以降、規制が相次いで変更され

て、規制要件の範囲が広がるとともに、厳格度が高

まりました。新しく制定された法規には、米国のドッ

ド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法（ドッド・フランク

法）、バーゼル2.5とバーゼル III、米連邦準備制度理事会

（ FRB ） の 健 全 性 強 化 基 準 （ Enhanced Prudential 
Standards：EPS）、欧州市場インフラ規制（EMIR）、ソルベン

シーIIの自己資本要件などがあります。金融機関は世界的な

金融危機以降、こうした新規制が実務面に及ぼす影響や遵守

すべき規制の内容を理解するのに十分な時間がありました。

リスクマネジメントは今日、ますます重要になっています。金融

機関が直面しているトレンドは多岐にわたり、事業の将来の方

向性や規制環境にこれまで以上の不確実性がもたらされまし

た。多くの国では歴史的な低金利を背景に、経済状況が低迷

し続けています。英国が国民投票で欧州連合（EU）離脱を決

めた（ブレグジット投票）ほか、米国ではドナルド・トランプ大統

領が中国、メキシコとの通商協定を再交渉することを表明して

おり、貿易量が減少する恐れもあります。

規制による監督が行き過ぎたのではないかとトランプ大統領

や米国議会などが疑問視しているため、規制要件の増加ペー

スが2017年には鈍化したり、さらには、その傾向が逆転したり

する可能性もあります。多くのセクターで起業家の立ち上げた

フィンテック企業が伝統的な金融機関としのぎを削っており、

戦略リスクも高まっています。環境が急速に変化していると

「外部では、ミクロ経済環境とマ

クロ経済環境の不安定性が増し

ています」
― 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 

いうことは、リスクマネジメントプログラムで新しい規制や事業

の動向、さらには出現しつつあるリスクを見越し、柔軟に対応

できるように能力を高めていく必要があるということです。その

方法には、予測分析ツールの活用などがあります。

デロイトの「グローバルリスクマネジメントサーベイ第10版」で

は、激動する現代において、金融業界がリスク管理のために

行っている実務や直面している課題を評価しています。この

サーベイが実施されたのは2016年下半期であり、英国のEU
離脱決定の後、米国の大統領選が実施される前の時点です。

このサーベイには、世界各国の幅広い金融業界で事業を展開

する金融サービス企業77社が参加しており、参加企業の総資

産は合計13兆6,000億米ドルに上ります。 

主な調査結果

サイバーセキュリティ。サイバーセキュリティリスクに対する自

社のマネジメントが「極めて有効」または「非常に有効」との回

答は、対象者の42％に留まりました。その一方でサイバーセ

キュリティはたいていの場合、今後2年間で重要性が高まるリ

スクのトップ3に入っています（41％）。サイバーセキュリティリ

スクは上級幹部や取締役に幅広く認識されているため、資金

確保の問題や、上級幹部・取締役とのコミュニケーションの問

題は課題としてほとんど挙げられていません。しかしながら、

取締役は多くの場合、サイバーセキュリティリスクのマネジメン

トを監督するに十分な技術的専門性を確保するのに苦労して

います。「極めて難しい」または「非常に難しい」問題として特

に多く挙げられたのは、サイバーセキュリティ要員の採用また

は確保（58％）、ほぼリアルタイムで実行可能な脅威情報の入

手（57％）でした。 

金融機関のリスクマネジメントは、新しいタイプのリスクに対し

ては有効性が劣る。回答者の約8割、場合によっては8割以上

が、従来型のリスクタイプに対して自社が「極めて有効に対処

している」または「非常に有効に対処している」と答えてい

ます。

世 
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たとえば、流動性（84％）、アンダーライティング／準備金の積

み立て（83％）、信用（83％）、資産と負債（82％）、投資

（80％）、市場（79％）などです。より新しいリスクタイプには課

題があり、モデル（40％）、外部関係者（37％）、データの一貫

性（32％）といったリスクに対する自社のマネジメントを高く評

価した回答者は少なくなりました。本サーベイ実施期間中に

は、英国のEU離脱決定や米国大統領選挙キャンペーン中の

通商政策議論を受けて地政学的な不透明性と変化の可能性

が高まりました。そのために特筆すべきは、地政学的リスクに

対する自社のマネジメントが「極めて有効」または「非常に有

効」との回答がわずか28％となり、2014年調査時の47％を大

きく下回ったことです。

リスクデータやITシステムによって、大きな課題が発生。リスク

データ戦略やマネジメントの点で自社が「極めて有効」または

「非常に有効」と評価した回答者は少なく、データガバナンス

（26％）、データマート／データウェアハウス（26％）、データ基

準（25％）となりました。また、データソーシング戦略（16％）、

データ処理アーキテクチャ／ワークフローロジック（18％）、

データコントロール／データチェック（18％）といった分野では、

自社を高く評価する回答者が一段と少なくなりました。また、自

社のリスクマネジメントを担うITシステムの敏捷性を深く憂慮す

る回答者も多数に上りました。回答者の約半数が「極めて憂慮

している」または「非常に憂慮している」とした点には、規制要

件の変更に対するリスクテクノロジーの適応性（52％）や、 
レガシーシステム、時代遅れのアーキテクチャ、耐用年数が 

終わりを迎えつつあるシステム（51％）、緊急を要するリクエ

ストや散発的に発生するリクエストへの対応力欠如（49％）、

現行システム拡張に対する柔軟性の欠如（48％）が挙げられ

ました。

リスクマネジメント要員の獲得競争。規制要件が増える中、リ

スクマネジメントに関わるスキルや経験を持つプロフェッショ

ナルの獲得競争が激化しています。今後2年間で「極めて優

先順位が高い」または「非常に高い」事項として、必要なスキ

ルを有するリスクマネジメントのプロを確保しつなぎ止めるこ

とであるとの回答は70％、必要なリスクマネジメントスキルを

有するビジネスユニットのプロを確保しつなぎ止めることであ

るとの回答は54％に達しました。サイバーセキュリティに対す

る懸念は全業種で共通して増大しているため、この分野を専

門とするプロフェッショナルの獲得競争はとりわけ厳しくなっ

ています。前述した通り、サイバーセキュリティリスクのマネジ

メントに関わる様々な問題の難易度を尋ねたところ、「極めて

難しい」あるいは「非常に難しい」問題として3番目に挙げられ

たのは、熟練のサイバーセキュリティ要員の採用・確保

（58％）でした。 

ストレステストの活用拡大。規制当局は自己資本の適切性と

流動性を評価するツールとして、ストレステストを一層活用す

るようになっており、資本ストレステストを活用している金融機

関と流動性ストレステストを活用している金融機関はいずれ

も83％に達しました。いずれのストレステストにおいても、

90％を超える金融機関が取締役会や上級幹部への報告、規

制要件や規制当局の期待の充足にストレステストを活用して

います。

「先進アナリティクスやビッグデータの分野を中心に、アナリティクス

（定量分析）担当者をうまく組み合わせなければなりません。一方で、

先進アナリティクスをやみくもに実施しない人材も必要です。ビジネス

に関する知見や判断力も欠かせません。特に必要とされる要素や期

待されている要素には、ビジネスとリスクマネジメントを担当する人材

のローテーションをもっと活発化させることがあります。相互理解を深

めるために、異動を伴うキャリアを大幅に増やす必要があるのです」
― 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 
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資本ストレステストと流動性ストレステストの両方で「極めて難

しい」「非常に難しい」問題として最も多かった回答はITシステ

ムとデータに関わる2つで、ストレステストを担う ITプラット

フォーム（資本ストレステストでは66％、流動性ストレステスト

では45％）、データ品質とストレステストの算出管理（資本スト

レステストでは52％、流動性ストレステストでは33％）となりま

した。

コンプライアンスの重要性が高まるとともに、費用も上昇。今

後2年間で自社にとって最も重要性が高まるリスク要因を3つ

挙げてもらったところ、36％が規制／コンプライアンスリスクを

挙げ、これが2番目に多くなりました。また、事業を展開する法

域で規制改革後にコンプライアンス費用が増大したとの回答

は79％に達し、半数以上が「極めて憂慮している」または「非

常に憂慮している」こととして、基準または規制の厳格化によ

る現行事業の運営コスト上昇（59％）、文書化要件やプログラ

ムの規制遵守の検証費用の増大（56％）を挙げました。 

取締役会による監督強化。自社の取締役会が2年前よりもリ

スクマネジメントの監督に多くの時間を割いているとの回答は

86％に上り、そのうち44％は、監督に費やす時間が大幅に増

えたと回答しました。取締役会がリスクマネジメントで担う最も

一般的な役割は全体的なリスクマネジメントポリシー／エン

タープライズリスクマネジメント（ERM）フレームワークのレ

ビューと承認（93％）、財務リスクと非財務リスクなど、リスクア

ペタイトの利用状況監視（89％）、自己資本の適切性評価

（89％）、新しく出現しつつあるリスクの監視（81％）となりまし

た。しかしながら、リスクカルチャーを醸成するために行うべき

ことは他にもあります。現在では、取締役会の責務として、リ

スクカルチャーの構築と醸成支援（67％）やインセンティブ報

酬計画のレビューによる、リスクと報酬間の整合性の確認

（55％）を挙げた人はそれぞれ3分の2程度に留まっていま

す。

CROの職位は概ね設置されている。CROまたは同等の職位

を設けている企業は92％に上ったものの、CROが果たす役

割については改善の余地が大いにあります。つまり、CROが

取締役会直属になっていない企業（52％）もありますが、直属 

とすれば重要な効用が得られます。また、規制当局も通常は

直属とすることを期待しています。CROが取締役会と定期的

に会議を開いている企業は90％に上っていますが、CROが経

営上層部の会議で取締役と話し合っているとの回答はこれを

大幅に下回りました（53％）。約半数の企業（48％）ではリスク

マネジメントの最高レベルの責任者がCROであり、残りの企

業ではCEO（27％）、経営幹部レベルリスク管理委員会

（16％）、最高財務責任者（CFO）（4％）となっていました。

CROの責務として最も一般的なのは、リスクマネジメントフ

レームワーク、手法、基準、ポリシー、上限の構築・導入

（94％）、新しく出現しつつあるリスクの識別（94％）、リスク情

報の報告メカニズム構築（94％）でした。戦略リスクの重要性

や、事業戦略と意思決定におけるリスクマネジメントの必要性

が高まっているにもかかわらず、事業戦略の構築時にCROが

情報を提供したり戦略を定期的に評価したりしている企業

（65％）や、リスクプロファイルに影響を及ぼす日々のビジネス

上の意思決定に関与している企業（63％）、新規事業や新商

品の承認に関わっている企業（58％）は少なくなりました。ま

た、規制当局がコンダクトや企業文化の重要性に以前より注

目する中、報酬計画をレビューしてリスクアペタイトや企業文

化に対する影響を評価することがCROの責務の1つであると

の回答は54％となりました。 

ERMの導入は順調に拡大。ERMプログラムを導入している企

業は73％と、2014年の69％から増え、2006年の35％からは

倍以上に増えました。加えて、現在ERMプログラムを導入中

の企業が13％、構築を計画している企業も6％に達していま

す。ERMフレームワークやポリシーは重要な文書であり、取締

役会の承認を得るべきで、実際にそうしているとの回答は

91％と、2014年の78％から増えました。今後2年間で自社の

リスクマネジメントプログラムで「優先順位が極めて高い」「非

常に高い」問題として1、2を争ったのはITシステムとデータに

関するものでした。すなわち、リスク情報システムと技術インフ

ラの拡充（78％）、リスクデータの品質、可用性、迅速性の向

上（72％）です。また、回答者の大多数が「優先順位が極めて 
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高い」「非常に高い」問題として挙げたものの中には、ビジネス

ユニットとリスクマネジメント部門との連携（74％）があり、これ

は効果的な三つの防衛線モデルを適用するうえで欠かせない

要素になっています。

リスクマネジメントの発展

デロイトが「グローバルリスクマネジメントサーベイ」を定期的

に実施してきたこの20年間、金融セクターの進化や金融機関

の規模拡大、企業間の世界規模での相互連関性の高まり、新

しい商品やサービスの導入を受け、金融サービス業界は以前

にも増して複雑になりました。同時に、リスクマネジメントに対

する規制要件や期待値が広がって幅広い点を網羅するように

なったほか、厳格度が増しました。特に世界的な金融危機以

降はこの傾向が強くなっています。デロイトが継続的に行って

いるサーベイでは、こうした動向に対する金融機関の対処法、

リスクマネジメントプログラムが成熟していく中で生じている大

幅な進化とその課題について評価してきました。この期間、リ

スクマネジメントプログラムは総じてほぼ全社的に普及し、現

在ではプログラムのケイパビリティが拡充されるようになりまし

た。取締役会が以前よりリスクマネジメントに関与するようにな

り、CROの職位を上級幹部レベルで設ける企業も増えまし

た。以下は、リスクマネジメントプログラムの継続的な発展に

ついて、本サーベイでまとめた主な動きです。

取締役会がより積極的に監督。2016年には、取締役会が全

体的なリスクマネジメントポリシー／ERMフレームワークを

レビューし承認しているとの回答が93％に上り、2012年の81
％から増えました。

取締役会のリスク委員会設置が活発化。規制当局が期待し

ているのは、取締役会がリスク委員会を設置し、主としてリス

クの監督に責任を負う体制の整備です。取締役会のリスク委

員会設置は広がっており、まだ浸透の余地は明らかに残って

いるものの、2012年には設置企業が43％だったのに対して、

2016年は63％に増えています（図1）。 

CRO職位の設置が増加。CROまたは同等の職位を設ける

企業はこの期間中に順調に増えており、2002年の65％から

2016年には92％とほぼ全社に行き渡りました（図2）。同時

に、CROを以前より上位の職位に置き、直属の上司も以前よ

り上級職になっています。2016年には、CROがCEO直属に

なっている企業が75％と、2002年のわずか32％から大きく伸

びました。同様に、CROを取締役会の直属とする企業も増

え、2002年の32％に対して2016年には52％まで増えていま

す。また、77％の企業はCROが上級経営委員会のメンバー

となっていると回答し、その割合は2010年の58％から増えま

した。

CROの責務が拡大。多くの組織において、CROや独立のリ

スクマネジメントプログラムの果たす責務が徐々に拡大してい

ます。

図1 リスクマネジメントに対する主たる責任者を取締役レベルとし、取締役会リスク委員会を設置している企業の割合 

 43% 
 51% 

63% 

2012 2014 2016 

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 
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CROの責務は全社的なリスクアペタイト・ステートメントの策

定・文書化支援であるとの回答が92％に上ったのに対し、

2008年にはこの割合は72％でした。同様に、自己資本の適

切性評価がCROの責務であるとの回答は76％だったのに対

し、2006年には54％でした。 

ERMプログラムの広範な採用。ERMプログラムの浸透度

は2006年の35％から、2016年には倍以上の73％に伸び

ました（図3）。 

ERMプログラムの導入は2010年に上向きましたが、これはお

そらく、金融危機以降、リスクマネジメントの強化が重要視され

るようになったためです。

リスクマネジメントプログラムの継続的な発展と成熟化におい

ては大幅な進化が見られましたが、まだ実施すべきことは山

積しています。リスクマネジメントプログラムのケイパビリティと

有効性を高めるべき具体的なポイントや、将来に課題となりそ

うな点は、本レポートで後述します。

図 2 CROまたは同等の職位を設置している企業の割合 

出所・デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

図 3 ERMプログラムを導入している企業の割合 

2006 

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

92% 92% 89% 86% 84% 81% 
73% 

65% 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

73% 69% 
62% 

52% 

36% 35% 

2008 2010 2012 2014 2016 

出所：デロイトの分析



不透明性の高まりが新たな課題の出現を予告 

9 

序論：経済および事業環境

ロイトの「グローバルリスクマネジメントサーベイ第10
版」が実施された頃は、様々なトレンドが金融サービ

ス業界に多大な影響を及ぼし、場合によっては、将

来の方向性を予測することも難しい状況でした。

低収益環境

金利が歴史的な低水準に留まり、経済成長が鈍化する一方、

規制要件がますます増える事業環境において、金融機関は懸

命に収益を上げようとしています。このように脆弱な経済状況で

は、収益機会が減少し、信用リスクが高まる可能性がありま

す。その結果、リスクマネジメントプログラムの費用管理が従来

以上に重視されるようになり、金融機関は効率性向上のために

センターオブエクセレンスの設置やプロセスの合理化・統合に

向かうようになりました。特に、第二の防衛策（独立したリスクマ

ネジメント部門）ではその傾向が強くなっています。

国際通貨基金（IMF）によると、世界経済は2016年に3.1％成長

し、2017年には成長率が3.4％に加速する見通しでした2。先進

国経済の見通しは世界全体より控えめであり、2016年に

1.6％、2017年に1.8％と予測されています。 

米国経済は2016年に1.6％、2017年に2.2％の成長率が見込

まれているのに対し、ユーロ圏はこの2年で1.7％、1.5％の成

長が予測されています。EU離脱決定を受け、英国では成長率

が2016年の1.8％から2017年に1.1％まで鈍化するとみられて

います。日本の成長率は、2016年、2017年ともに0.5％に留ま

る見通しです。中国のGDPは2016年に6.6％成長すると 

見込まれていますが、2017年には6.2％まで小幅鈍化すると

みられています。

脆弱な経済状況を受けて、金融機関には課題が生じました。

米国の銀行の平均株主資本利益率は2006～2007年に

12.2％だったのに対し、2016年第3四半期は9.0％でした3。

欧州の銀行業績はさらに弱く、平均株主資本利益率は2016
年第1四半期に5.9％と、株主資本コストを下回りました4。

IMFの分析では、EU加盟国の銀行は利益が2004～2006年

の半分にも達していないことが明らかになっています。

IMFによれば、景気がたとえ回復局面に入ったとしても、先進

国諸国では銀行の4分の1以上（総資産は約11兆7,000億米

ドル）が引き続き低迷し、構造的な課題に直面する見通しで、

最も深刻な問題を抱えているのは欧州と日本の金融機関で

す5。同様に、低金利が続く中、多数の保険会社では支払能

力が疑問視される可能性があります。

中国では、製造活動や投資に依存する経済から消費やサー

ビスが主導する経済への移行が進んでいます。加えて、金利

や為替レートの設定において、市場への依存度を高める方

向にも動いています。しかしながら、債務が急増していること

に加えて債務の相当部分がリスクにさらされており、特に国

有企業の債務に対して懸念が根強く残っています6。 

自己資本と流動性に対する規制

要件が増加
自己資本規制には、バーゼル2.5、バーゼルIII、ならびに米

連邦準備制度理事会（FRB）の資本計画規制があります。

デ 
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2011年半ばから2015年末にかけて、世界の主要銀行91行が

保有する普通株を1兆5,000億米ドル増やし、リスク加重資産

に対する自己資本比率が7.1％から11.8％に上昇しました。こ

れにより、銀行の自己資本比率はバーゼルIIIで求められてい

る最低水準の4.5％を大幅に上回りました7。 

各銀行の選択する内部モデルが異なり、銀行によって所要資

本水準の計算にばらつきがあったため、透明性だけでなく、計

算方法によっては存在するリスクが適切に反映されないので

はないかという疑問が生じています。バーゼル銀行監督委員

会（バーゼル委員会）は最低所要資本の算出における内部モ

デルの役割を排除または縮小するために、標準的手法を強化

した複数の案（通称「バーゼルIV」）を提示し、資本フロアの下

限値導入を提案しました。この変更案が導入されれば、リスク

加重資産が平均18～30％増加し、所要自己資本が増えると、

モルガンスタンレーは分析しています8。 

しかしながら、資本フロアの設定に対しては、欧州の銀行や政

府関係者が反発しています。自己資本を増強するために住宅

ローンなどの低リスク資産を大量に抱える結果、欧州の銀行

の競争力が低下すると考えたためです9。また、日本の金融庁

（JFSA）やインド準備銀行も懸念を示しました10。 

EU諸国で事業を展開する米国の銀行等、グローバルな銀行

は新しい規制案にも直面しており、これが導入されれば、欧州

事業で別個に中間的な持ち株会社を設立し、連結自己資本と

流動性の要件が課されることになります。

米国では、総資産2,500億米ドル未満かつ非銀行資産750億

米ドル未満の金融機関については、FRBが年次包括的資本

分析およびレビュー（Comprehensive Capital Analysis and 
Review：CCAR）の定性面の審査を廃止しました。FRBはま

た、ストレステストの結果を現行の自己資本バッファーに効果

的に組み込み、グローバルなシステム上重要な銀行（GSIB）

に上乗せするバッファーを導入するために新しい規制を提案

することも示唆しています。

欧州で活発に事業を行っている保険会社の場合には、2016
年1月1日に適用が開始されたソルベンシーIIの資本要件遵守

が義務付けられています。米国の保険会社には、これと同等

のリスクおよびソルベンシーの自己評価（Own Risk Solvency 
Assessment：ORSA）の自己資本規制が州の規制当局によっ

て課されており、遵守しなければなりません。ORSAの適用対

象である米国企業は、リスクプロファイルの自己評価、リスク

マネジメントのために整備したプロセス、かかるリスクの潜在

的影響、ならびにソルベンシーに対する見解を詳述した年次

報告書を州の保険当局に提出しなければなりません11。2017
年1月、米財務省は連邦保険局、通商代表部を通じ、保険と

再保険を巡る健全性措置を定めた「カバード」アグリーメントに

ついて、欧州連合との交渉が成功裏に終了したことを発表し

ました12。本アグリーメントでは、保険業務の監督に関して３つ

の分野（再保険、グループの監督、監督者間の保険情報の交

換）を対象としており、欧米の保険会社がそれぞれ互いの市

場で事業を展開している場合には、自国の監督のみを受ける

こととなります13。 

金融機関は世界的な金融危機以降、増え続ける流動性規制

にも直面してきました。導入過程にある流動性規制も含めれ

ば、バーゼルIIIに盛り込まれている流動性カバレッジ比率

（LCR）と安定調達比率（NSFR）などがあります。米FRBは先

ごろ、「健全性強化基準」（EPS）に基づき、米国で事業を手掛

ける米国の銀行および外国銀行のうち、連結資産が500億米

ドル以上の銀行に対して、流動性に関する追加報告を義務付

けました。こうした規制要件により、トレジャリー、リスク、オペ

レーションに影響が及びます。特に影響を受けるのはリスクマ

ネジメント、キャッシュフロー予測、緊急時資金調達計画、取引

限度額の設定、ストレステスト、流動性バッファーの規模決定・

管理、ガバナンスなどの領域です14。さらに報告要件2052aも

あり、FRBが各行の流動性特性を監督できるように、詳細情

報の提供が一層重要視されています15。以上をはじめとする

流動性要件は依然、最終決定または全面導入の前の段階で

あり、それらのもたらす影響やリンケージについては現在も検

討されています。
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先行き不透明な規制要件

世界的な金融危機以降、増え続けてきた規制要件が今後もそ

の傾向をたどるのかどうかについては、大いに疑問視されて

います。前述したとおり、バーゼル委員会は自己資本規制改

革案の一環で資本フロアの規制導入を計画していますが、一

部の欧州規制当局や金融機関はこれに対して反発していま

す。米国では、トランプ大統領が選挙戦でドッド・フランク法を

批判しており、2017年2月には、米国企業の競争力向上など

を目指す米国政府の方針と金融規制が合致しているのかに

ついて判断するため、財務省に金融規制の見直しを命じる大

統領令を出しました16。また、ドッド・フランク法の縮小または撤

廃を求める提案も米国議会から複数提出されており、同法は

見直しを経て2017年に再び立法化される見通しです。ただし、

同法の撤廃を実現するには、民主党の支持が必要です（議事

妨害を阻止して法案を成立させるには上院で60票必要である

のに対し、民主党が48議席を占めており、共和党は52議席で

あるため）。それでも、トランプ政権が規制を大幅に変更する

手段は他にもあります。たとえば、歳出法案への特例付加や

財政調整プロセス（上院で単純過半数があれば法案が成

立）、準拠法の範囲内での政府機関規則（agency rule）また

は規制ガイダンスの改正、規制制定や監督、執行に関わる手

法を連邦レベルで変更することなどがあります。

「規制改革のペースが向こう1、2
年で鈍化する兆しはないため、

今後も引き続き規制で何が求め

られているかを把握し、遅れずに

ついて行くことが必要です」
ー大規模金融サービス会社の 

最高リスク責任者 

さらにトランプ大統領は、自己資本規制や流動性要件等の変

更に対して大幅な裁量権を有する規制機関において指名権

を多数保有しています。そうした機関には、FRB、証券取引

委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、消費者金融

保護局（Consumer Financial Protection Bureau）、金融安

定監督評議会（Financial Stability Oversight Council）などが

あります。

トランプ大統領は2017年2月にメモランダムに署名し、同年4
月に導入予定の利益相反規則（Conflict of Interest Rule）案

について、労働省に最新の法的・経済的分析を実施し、悪影

響が生じていると判断されれば同規則を無効化または改正

するよう指示しました17。米国の各規制当局が裁量権を有す

る規則やガイダンスには、CCAR/DFASTプログラムの規制

やシステム上重要な機関としてのノンバンク金融機関の特定

などがあります。

規制の不透明性という点では、金融機関が稀に規制当局か

ら受ける想定外のフィードバックという別の種類の不透明性も

あります。直近では、FRBと連邦預金保険公社（FDIC）が、グ

ローバルなシステム上重要な銀行（GSIB）8行の提出した一

部の破綻処理計画が「信頼できるものでもなければ、破産法

に基づいて秩序立った破綻処理ができるものでもない」と判

断しました。次期破綻処理計画の提出期限は2017年7月1日

であり、各機関はどのような計画を求めているかについて明

確な指針を提供しています。FRBはその他の金融機関につ

いては、破綻処理計画の提出期限を先送りしました。

地政学的な不透明性
主要欧米諸国で2016年に生じた政治的な動きは金融規制に

影響を及ぼすかもしれないことに加えて、地政学的に不透明

な時期をもたらし、グローバリゼーションと貿易の将来に重大

な影響が及ぶ可能性が生じています。

英国が国民投票でEU離脱を選んだため、金融機関は多大な

影響を受ける可能性があります。EU域内で事業を展開して

いない金融機関ですら、経済活動の鈍化から影響を受けるで

しょう。
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英国のテリーザ・メイ首相は2017年1月、EUからの完全離脱

に向けて交渉する意向を示しました18。離脱すれば、英国と

EUとの間の貿易摩擦が深刻化し、国境を超える自由なヒトの

移動が減り、規制環境の複雑性と不透明性が高まる見通しで

す。また、不透明性が高まるために英国およびEU事業の自

己資本利益率を確実に予測することが一層難しくなるほか、

欧州の経済活動低迷を背景に収益が悪化し、英国とEUの間

で規制基準が乖離する可能性などもあります。

英国がEUを離脱する結果、英国を拠点とする企業は自社商

品をEU全域で販売できる「パスポート」を失います。これは、

金融センターとしての英国の役割にとって重要です。英国の

規制制度が「同等」とみなされる場合には、金融機関が自社

の一部商品をEU域内で販売を続けられる可能性は残ってい

ます19。仮に英国で事業を展開する企業がEU市場で自社商

品を販売できなくなれば、欧州全体で大規模な事業再編や拠

点の移転が必要になり、各社は関連費用と事業の中断が自

社の戦略的プランに合致するものであるかどうかを判断する

必要が生じます。

万が一、他の国が英国に追随してEU離脱を決定すれば、こう

した貿易面での影響はさらに大きくなります。フランスやオラン

ダ、オーストリア、イタリアでは、EU離脱を掲げるポピュリスト

政党が台頭しています。2017年に大統領選挙が行われるフ 
ランスでは、EU離脱を唱える国民戦線が主要政党の一つに

なっています。イタリアでも国民投票で憲法改正案が否決され

たことを受けて2017年に選挙が行われる可能性があり、EU
離脱を唱えるポピュリスト政党の五つ星運動が勢力を拡大し

ています。

トランプ大統領は、就任直後にTPPから離脱するとした大統

領令に署名しました。また、選挙キャンペーン中には、メキシコ

や中国との通商協定の再交渉を支持していたほか、事業を国

外に移転する米国企業の製品に課税する案を示していま

した。

財とサービスの世界貿易の伸び率は2012年以降わずか3％と

過去の水準を大きく割り込み、それ以前の30年間の平均伸び

率の半分未満に留まっています。これは、先進国と途上国の両

方で経済成長が同時に鈍化したためかもしれません。それ以外

の要因としては、中国における経済成長鈍化や、製造業の投資

から消費主導の経済への移行に伴いコモディティなどの財の輸

入が縮小したことが挙げられます。中国の輸入は直近10年間

で急増し、今では中国を主要貿易相手国とする国は世界100カ

国以上に上り、そうした国のGDPを合わせると世界の約80％を

占めます20。英国以外の国がEUから離脱することも、米国が貿

易協定の再交渉に入ることも可能性があり、今後さらに通商制

限が課されて世界の貿易が一層抑制されるかどうか、それが経

済成長にどのような影響を及ぼすかは、現時点ではまだ見通し

がつきません。

リスクマネジメントでビジネスユ

ニットが果たす役割に注目

このモデルは考え方としてはシンプルで魅力的ですが、時間の

経過とともに導入された実務が重複して非効率になっており、

場合によっては、ギャップが生じるために効果が薄い領域が生

じています。このため各金融機関は、各防衛線の役割と責任を

明確に定義し、自社のビジネスユニットが各自のリスクマネジメン

トに係る責任を果たし、事業活動を、自社のリスクアペタイトや

金融機関は、三つの防衛線によるリスクガバナンスモデルの枠

組みをより効果的かつ効率的に導入しようとしています。このモ

デルでは、ビジネスユニット（第一の防衛線）が各自の説明責任

を高めるために担当分野のリスクを管理し、リスクマネジメント

プログラム（第二の防衛線）が監督と検証／反論（challenge）を

担当します。リスクマネジメントの主たる責任を第一の防衛線で

あるビジネスユニットに置くと、各事業活動と業務に対するユ

ニットの知識を活用することでリスクマネジメントの有効性を高

められるほか、担当事業に内在するリスクに対して当事者意識

を持つ企業文化の醸成を促すことにもなります。
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リスクマネジメント方針と矛盾のないものにしようとしていま

す。同時に、各防衛線のリスクマネジメントプロセスの簡素化

と合理化も図ろうとしています。

増大するサイバーセキュリティ

リスク
サイバーセキュリティリスクのマネジメントの改善は、金融

サービス企業にとって次第に大きな関心事となっており、規

制当局や政策立案者からもこれまで以上に注目されていま

す。サイバーリスクの種類は多岐にわたり、オペレーティング

システムへの攻撃、ユーザーのコンピュータやデータの乗っ

取り、データやシステムの盗難・破損、機密情報、知的財産ま

たは企業戦略の流出などがあります。

正式な規則案が制定される可能性があります。EUの規制当

局もこれに追随するとみられています。保険業界では、2015
年に全米保険監督官協会（NAIC）が効果的なサイバーセキュ

リティの原則を定めた文書を公表し、今やサイバーセキュリ

ティは保険会社に対する当局審査にも織り込まれています。

また、これも米国ですが、ニューヨーク州の金融サービス局

（DFS）が銀行と保険会社を対象として、規範的なサイバーセ

キュリティ要件の導入を提案しており、同局はこれを「米国初

のサイバーセキュリティ規則」と銘打っています23。 

アジア太平洋地域の規制当局にとっても、サイバー脅威のマネ

ジメントは優先事項となっています。香港金融管理局（HKMA）

は2016年5月、サイバーセキュリティ防衛計画（Cybersecurity 

「サイバーリスクは誰にとっても

最大の懸念事項であり、何かが

起きるかもしれないというより

は、むしろ、いつ起きるのかが問

題ではないかと思います」

― 多角化が進んでいる 
大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 

金銭・データの奪取や重要なインフラの侵害を狙うサイバー

犯罪者にとって、多額の金銭を扱い、オンラインやモバイルで

のサービス提供が増えている銀行、証券会社、資産運用会

社、保険会社、決済・清算システムは格好の標的です。サイ

バー攻撃は2016年第2四半期に前年同期から50％増え、金

融機関に対するサイバー攻撃件数は他業種に対する攻撃

の4倍に達すると推定されています21。2016年第1四半期の 

Fortification Initiative）を立ち上げました。これによって、金融

サービス会社が直面するサイバーセキュリティリスクの自己評

価のほか、シミュレーション訓練や専門要員養成プログラム、

サイバーセキュリティに関する情報共有プラットフォームのサ

イバーインテリジェンス共通プラットフォームの導入が盛り込ま

れています24。中国では、2017年6月1日に施行されるサイ

バーセキュリティ法が「重要な情報インフラ運営者」と「ネット

ワーク運営者」に対して様々な義務を課しており、その中に

は、中国で収集または生成された個人情報や重要な事業デー

タを国内で保管すること、適切な資格保有者がサイバーセ

キュリティ専門の担当者として従事すること、データオーナーと

当局にインシデントを報告すること、サイバーセキュリティの脅

威に関して毎年レビュー・評価を実施することなどがあります。

日本やシンガポール、オーストラリアの規制当局も、金融機関

によるサイバーセキュリティの枠組み導入、潜在的脅威のシナ

リオの予測、セキュリティ対策の定期的検証、特定された脆弱

性への対応の必要性を重視しています25。 

コンダクトと企業文化が果たす

中心的役割

ある調査によると、金融機関を狙ったサイバー攻撃は40％増

加しています22。 

FRB、FDIC、通貨監督庁（OCC）は2016年、大規模銀行を

対象として、サイバーリスクマネジメントと耐性基準を強化す

る規則の制定計画を事前に通知しており、2017年にはより 

規制当局は世界的な金融危機以降、社員に倫理的な行動を

促し、リスクマネジメントを徹底する企業文化を全社的に醸成

することを重視してきました。最近では、リテール市場とホール

セール市場の両方で大手金融機関が不適切な行動をとった

事例も目立っていることから、規制当局は今まで以上に企業

行動（コンダクト）と企業文化に目を配るようになる可能性があ

ります。
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金融機関は芳しくない企業文化や責任の欠如、整合していな

いインセンティブ・報酬方針の事例に対処していかなければ、

規制当局から介入される恐れもあります。

「コンダクトリスク自体がまったく

新しいものであり、的確な対処法

に関して模範とすべきモデルが

確立されていないために厄介な

領域です。当社では、第二の防

衛線であるリスク担当部署内に

コンダクトリスクを監督する別セ

クションを設けました。当社が重

視しているのはコンダクトリスク

に対するリスクアペタイトとリスク

マネジメントの枠組み、そしてす

べてを取締役会の期待に沿った

ものにすることです」
— 大規模金融サービス会社の 

最高リスク責任者 

欧州銀行監督局（EBA）は内部ガバナンスに関する指針を改

正し、これまで以上にコンダクト、企業文化、利益相反を重視

するようになりました。EBAが2016年に実施したストレステス

トでは、有害なコンダクトリスク・シナリオにおいて損失が710
億ユーロ増えると評価された一方、イングランド銀行が実施し

たストレステストでは対象7行でコンダクトリスクによって400億

ポンドのコストが追加で発生すると明確化されました。

欧州の保険会社は、商品ガバナンス、情報開示、利益相反に

関する保険販売業務指令（Insurance Distribution Directive）

の基準導入に向けて準備を進めなければなりません。欧州保

険・年金監督機構（EIOPA）は、2017年の戦略的優先事項と

して消費者保護を挙げています。

米国では、金融機関が新規採用、インセンティブ／報酬、「トッ

プマネジメントが取るべき適切な姿勢」の設定によって社員の

倫理的な行動を促すことの重要性について、FRBが強調して

います。ニューヨーク連邦準備銀行（FRBNY）は、金融サービ

ス業界における企業文化と行動に関する会議を3回開催し、こ

の問題の重要性を引き続き強く打ち出しています。米国の規

制当局は2度にわたって、インセンティブ報酬に関する規則を

提案しました。

オーストラリアの規制当局も、金融サービス業界のコンダクト

と企業文化を非常に重視しています。オーストラリア健全性規

制庁（APRA）は2016年末、業界のリスクカルチャーの発展が

極めて初期の段階にあるとの文書を公表しました。そして、業

界全体でリスクカルチャーを深く掘り下げて分析し理解を深め

るよう求めるとともに、試験的なレビューや報酬実務の現状把

握を含む詳細な監督業務計画を策定しました26。 

香港証券先物取引委員会（SFC）は先ごろ、経営上層部の責

任として何を期待しているかについて明確に説明しました。た

とえば、適切な人材を中核部門の「担当マネジャー」に任命す

ること、管理体制に関する情報や組織図を提出することなど

が盛り込まれています27。この分野が重視されるようになった

ため、金融機関にとっては、コンダクトと企業文化に係る正式

なリスクマネジメントプログラムを整備し、適切な人材を配置す

ることが重要になっています。コンダクト、企業文化、倫理管理

の複雑さに対応するために金融機関は一層力を尽くし、実際

の業務とインセンティブ／報酬をリスクマネジメントと結び付

け、リスクマネジメントへの配慮を日常業務のすべてに組み込

まなければなりません。この分野においてリスク統制自己評

価（risk control self-assessment：RCSA）プロセスを導入す

れば、社内の階層にかかわらず、経営陣も一般社員も、自社

が直面するコンダクト・企業文化リスクならびに関連統制の有

効性を特定・評価することができるため、役に立つはずです。ま

た、コンダクトに影響を及ぼす主な事業分野においてガバナン

スや監督の向上を図った機関もあります。一部の機関は予測
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分析ツールを活用して追加調査の対象となる社員の行動パ

ターンを洗い出しています。

フィンテックがもたらす破壊的変化

戦略リスクをもたらす要因には、フィンテックのスタートアップ

企業が幅広い分野で出現していることもあります。こうした企

業は技術力を駆使して融資や決済商品、ウェルスマネジメン

ト、損害保険等の分野で伝統的な銀行、資産運用会社、保険

会社としのぎを削っています。その活動範囲はまだ市場のほ

んの一部に限られていますが、フィンテック企業は急速に拡大

しています。フィンテックへの投資は2010年の18億米ドルから

2015年には190億米ドルに増え、ゴールドマン・サックスは

2015年にフィンテック市場が4兆7,000億米ドル規模に達した

と推計しています28。フィンテック企業は伝統的な金融機関よりも

急ピッチでイノベーションを実現しています。たとえば、ローン組

成プラットフォームを構築して顧客の税務記録や他の金融プロ

バイダーから直接情報を入手し、ローン組成プロセスの迅速

化、低コスト化、省力化を進めながらも精度向上を実現してい

る企業もあります。

「フィンテックはいずれ、銀行業

界と融合していくと思います。既

存企業にとっては有益であると

同時に、弊害も生じます。フィン

テックが銀行業界に熾烈極まり

ない競争をもたらすことが、徐々

に認識されつつあるようです」

— 大規模金融サービス会社の 
最高リスク責任者 

世界各国の規制当局は、フィンテックが金融規制に及ぼす影

響について検討を進めています。米通貨監督庁（OCC）は

2016年12月、フィンテック企業に特別目的国法銀行（special-
purpose national bank）と呼ばれる事業免許を制限付きで交

付するプロセスを構築するとともに、健全性に関して監督対象

とすることを発表しました。

欧州では、金融安定理事会（FSB）が、金融の安定性に対す

るフィンテックの潜在的リスクや便益について監視している段

階です。特に重視されているのは、（ブロックチェーンをはじめ

とする）分散型台帳技術、ピアツーピア（P2P）レンディング、人

工知能（AI）です29。欧州委員会はフィンテックに関する内部タ

スクフォースを設置し、2017年内にポリシー案を作成する計画

です30。英国では、金融行動監視機構（FCA）がクラウドファン

ディングに関する「call for input」（意見収集）を開始しており、

金融セクターのリスク（融資期限と投資家に対して約束した流

動性期限のミスマッチなど）に対して規則変更を検討する意向

が示されています31。 

アジア太平洋地域の規制当局は域内におけるフィンテックの

発展を促し管理するために、幅広いプログラムを立ち上げて

います。多くの法域（オーストラリア、香港、インドネシア、シン

ガ ポ ー ル 、 韓 国 な ど ） が 採 用 し て い る の は 「 regulatory 
sandbox」（規制の実験室）と呼ばれるアプローチであり、これ

により、規制が厳しくない環境でフィンテック企業は事業を展

開できるようになっています。域内のリーダーであるシンガ

ポールの通貨監督庁は、「regulatory sandbox」のガイドラ 
インやロボアドバイザーのアルゴリズム調査計画、「KYC」（本

人確認）関連の国の諸手続整備、フィンテック企業R３との提

携によるブロックチェーン構築等、様々なイノベーションプログ

ラムを大枠で打ち出しています32。2016年12月には、オースト

ラリア証券投資委員会（ASIC）がフィンテック企業に事業免許

の取得を免除すると発表し、この措置について「世界初」と称

しました33。 

伝統的な金融機関も、フィンテック企業と手を組んでいます。

たとえば2015年には、JPモルガン・チェース銀行が小規模法

人向け融資で、フィンテックの融資プラットフォームである

OnDeck Capitalと提携すると発表しました34。このほか、新興

のフィンテック企業に対抗するため、オンラインの資産管理ア

プリケーションを構築するなど、フィンテック企業の起業家手

法を採用して自社内に取り込もうとする金融機関もあります。

フィンテックなどの破壊者が事業環境の変化をもたらすことに

なりますが、これに対応するために重要なのは、万全の戦略

リスクプログラムを整備することです。一部の金融機関にとっ

ては、これまで以上に頻繁に戦略リスクを特定し対応計画を

立案しなければならない可能性があります。
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こうしたプログラムでは新しいマインドセットを育み、業界破

壊の可能性について一層真剣に検討する必要があるかも

しれません。目標とすべきは、安定した収益を維持する力と

破壊が生じうるシナリオで生き残る力に焦点を当てること

です。

本サーベイについて

本レポートは、デロイトが世界の金融サービス業界を対象に継続的に実施している、リスクマネジメント業務調査第10回から導き

出した主な結果について記したものです。本サーベイは2016年7月から10月にかけて、世界各国の金融サービス会社77社の

CROまたは同等の職位者から回答を得ました。 

本サーベイに参加した金融機関は世界の主要経済圏に所在しており、その本社は米国・カナダ、欧州、アジア太平洋地域、中南米

に置かれています（図4）。調査対象企業の多くは多国籍企業であり、対象企業の61％が本国以外でも事業を展開しています。 

サーベイ参加企業は幅広い金融サービスを提供しており、内訳は銀行（61％）、保険（51％）、資産運用（45％）となっています 
（図5）35。 

参加企業の総資産を合わせると13兆6,000億米ドルに上り、各社の資産規模には幅があります（図6）。資産運用サービスを提供

する企業の運用資産は合計6兆5,000億米ドルに上ります。 

本レポートでは、今回の調査結果をこれまでの調査結果と適宜、比較しています。

図4  調査参加企業の本社所在地

別内訳

その他 
4% 

図5  調査参加企業の提供商品

別内訳

図6  調査参加企業の資産

規模別内訳

中東・アフリカ6% 米国・カナダ 12% 
              

 51% 
45% 

100億米ドル 
未満 35% 

1,000億米ドル 
以上 29% 

中南米 10% 

欧州 34% 

アジア太平洋地域

34% 

出所：デロイトの分析

銀行 保険 資産運用 100億～1,000億米ドル36% 

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

資産規模による分析 
本レポートでは、以下の定義に基づき、選択したサーベイ結果を、参加企業の資産規模に応じて分類したうえで、

分析しています。

• 小規模金融機関—総資産が100億米ドル未満の金融機関

• 中規模金融機関—総資産が100億米ドル以上1,000億米ドル未満の金融機関

• 大規模金融機関—総資産が1,000億米ドル以上の金融機関
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リスクガバナンス

取締役会の果たす役割

規制当局は金融機関の取締役会に対して、リスクマネジメント

プログラムを監督する重要な役割を果たしてほしいと考えてい

ます。バーゼル委員会が公表した基本原則では、銀行の取締

役会がリスクマネジメントに対して総合的な責任を果たし、銀

行は有効なリスクマネジメント部門を独立して設置すべきであ

ると明確化されています36。米連邦準備制度理事会（FRB）が

2014 年 3 月 に 発 表 し た 「 健 全 性 強 化 基 準 （ Enhanced 
Prudential Standards：EPS）」規則は、株式を上場している米

国の銀行のうち連結資産が100億米ドル以上の銀行に、取締

役会内にリスク委員会を設置し、委員長には社外取締役を任

命することを義務付けています37。また、EPSでは、連結資産

500億米ドル以上の米銀に対して、取締役会内に独立したリ

スク委員会を設置すること、少なくとも四半期に1度は委員会

を開催すること、大規模で複雑な銀行におけるリスクマネジ

メントに精通している社外取締役を複数名任命することを義務

付けています38。米通貨監督庁（OCC）が発表した基準は、大

規模銀行に対して、取締役会が承認済みのリスクガバナンス

の枠組みを設けるように求めています。米国の保険会社につ

いては、全米保険監督官協会（NAIC）が2014年、保険会社に

コーポレートガバナンス（取締役会の方針と業務も含む）につ

いて毎年情報開示を求める枠組みを、州の保険監督官が採

用することを承認しました39。 

オーストラリアでは、健全性規制庁（APRA）の「健全性基準

CPS 220リスクマネジメント」において、規制対象機関（銀行や

保険会社等）に対する要件が定められています。これら要件

には、重大なリスクに対処するリスクマネジメントの枠組みを

取締役会が整備すること、かかる枠組みに戦略・事業計画を

盛り込むこと、取締役会が明確なリスクアペタイト・ステートメン

トを積極的に策定・レビューすること、事業全体にわたって適

切に通知することを求める規則が含まれています。規制対象

機関はさらに、リスクマネジメント部門だけでなく、取締役会

内に個別のリスク委員会を設置し、CEO直属のCROを任命 

すること、健全なリスクマネジメント文化を醸成してリスク教育

とリスクプロセスを継続的に行い、言動をモニタリングしてリス

クアペタイト内に抑制することが求められています40。 

取締役会に求められているのは積極的な監督であり、リスク

マネジメントの枠組みとリスクアペタイトの承認もその一部で

す。単に定期的に報告を受けるだけでなく、経営陣の意思決

定や提案事項を適宜、検証する準備を整えておく必要があり

ます。

規制要件の範囲が広がり、厳しさを増したことに加え、経済環

境が急速に変化していることを受け、自社の取締役会が2年

前に比べて多くの時間をリスクマネジメントの監督に費やして

いるとの回答が過半数を超えました。自社の取締役会がリス

クマネジメントの監督に費やす時間が2年前から大幅に増えた

との回答は44％、やや増えたとの回答は42％に上ってい 
ます。

業種別に見ると、取締役会がリスクマネジメントに費やす時間

が2年前より大幅に増えたという回答の割合は銀行で高く

（57％）、資産運用会社（43％）や保険会社（44％）を上回りま

した。

「当社が変えようと努力している

のは、取締役会が受け取る情報

の合理化と最適化、さらに単に

取締役会に報告するだけという

状況から脱却して、リスクマネジ

メントに関して本質的な協議を行

うようにすることです」

― 多角化が進んでいる 
大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 
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図7 貴社の取締役会または取締役会内のリスク委員会は、以下のリスク監督業務のうちどれを実施していますか？ 

リスクマネジメント方針／ERMの枠組みに関するレビューと承認 

リスクアペタイトに照らしたリスクテイクの監視

（財務リスクと非財務リスクを含む）

自己資本の適切性評価

全社的なリスクアペタイト・ステートメントの承認

新しいリスクおよびエマージングリスクの監視

組織のリスクプロファイルとの整合性の観点から、

企業戦略をレビュー 

個別のリスクマネジメント方針のレビュー

全社的なリスクカルチャーの確立・定着化の支援、および

リスクに関する自由な議論の促進

リスクマネジメント方針の不遵守を是正する

経営陣の対策レビュー

リスクマネジメントの報告ラインおよび独立性の確立

インセンティブ報酬制度をレビューし、リスクと報酬の

整合性を検討 

経営幹部とCROの会議実施 

その他

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.com 

銀行業界の規制要件と指針の変更ペースとその範囲を考え

れば、自然な流れです。そうした規制の大半は、リスクマネジ

メントに特に焦点を当てたものか、あるいはリスクマネジメント

に大きな影響を及ぼすものとなっています。

取締役会と取締役会内のリスク委員会は、リスクマネジメント

に関して幅広い責務を担っています。従来型のリスクマネジ

メント業務の多くは、ほとんどどの企業においても取締役会が

行っており、その中には総合的なリスクマネジメント方針／

ERMの枠組みに関するレビューと承認（93％）、財務リスクお

よび非財務リスクを含む、リスクアペタイトに照らしたリスクテ

イクの監視（89％）、自己資本の適切性評価（89％）、新しい 
リスクおよびエマージングリスクの監視（81％）があります 
（図7）。 

その一方で、最近になって注目を集め始めた点の多数につい

ては、多くの企業で改善の余地があります。戦略に関する意

思決定はリスクプロファイルに多大な影響を及ぼすことがある

ため、自社の取締役会が企業戦略をレビューしてリスクプロ

ファイルと整合しているかどうかを確認しているとの回答が

68％と、対象企業の約3分の2を超えることも予想に難くない

かもしれません。また、規制当局が最近になって効果的なリス

クマネジメントに対する企業文化の重要な役割に注目するよ

うになっている一方で、多くの対象企業では、全社的なリスク

カルチャーの確立および定着化の支援（67％）やインセンティブ 

93% 

89% 

89% 

88% 

86% 

86% 

81% 

68% 

68% 

67% 

63% 

58% 

55% 

53% 

49% 

5% 

経営幹部レベルのリスク委員会規定をレビュー

組織が直面している多様なリスクに関するリスクマネジメント

定期レポートのレビュー

組織の正式なリスクガバナンスの枠組みのレビューと承認



不透明性の高まりが新たな課題の出現を予告 

19 

報酬制度のレビューによるリスクと報酬の整合性検討（55％）

が取締役会の監督業務に含まれていませんでした。

取締役会内のリスク委員会

リスクマネジメント業務の監督責任を取締役会内のリスク委員

会に置くことは、一般的に規制当局から期待されていることで

あり、リーディングプラクティスとみなされるようになっていま

す。バーゼル委員会は2010年に指針を公表し、特に大規模

銀行や国際的に活発に事業を展開する銀行にとって、取締役

レベルのリスク委員会が重要であることを強く打ち出しました。

さらに2015年には指針を改正し、リスク委員会の適切な役割

を定めました41。前述したとおり、FRBが公表したEPSでは、米

銀が取締役で構成するリスク委員会を設置する点に関して特

定の要件を定めており、一部の要件は銀行規模に応じて段階

的に適用が開始されています。

主にリスクの監督を責務とするリスク委員会を取締役会内に

設置しているとの回答は63％に上り、2014年の51％から上昇

しました。取締役会内リスク委員会への移行を背景に、取締

役会の全員が主としてリスクの監督に当たっているとの回答

はわずか16％となり、前回調査時の23％から減少しました。

一部には、リスクの監督責任は取締役会内の監査委員会とリ

スク委員会が共同で負っている（8％）との回答や、取締役会

内の他の取締役委員会が負っている（9％）との回答もありま

した。

監督責任を主として取締役会内のリスク委員会に置くことは米

国／カナダで広く浸透（2014年の61％から89％に上昇）して

おり、欧州（65％）、アジア太平洋地域（52％）、中南米（63％）

を大きく上回りました。これは、取締役会内リスク委員会に

関するFRBのEPS規制とOCCの基準強化に伴う動きである

可能性があります。

取締役会内のリスク委員会が主として監督責任を担う体制は

資産運用会社（2014年の44％から65％に上昇）や保険会社

（49％から61％に上昇）でも増えましたが、銀行（56％から

74％に上昇）のほうが一般的に採用しています。 

前述したとおり、規制当局は金融機関に対して、取締役会内

のリスク委員会に社外取締役を迎えるように求める傾向があ

ります。FRBのEPSではリスク委員会に少なくとも社外取締

役を1名選任することを義務付けており、OCCの規定では社

外取締役の最低人数が2名に引き上げられています。 

デロイトのサーベイでは、取締役会内のリスク委員会に社外

取締役を加える傾向が顕著に示されました。自社の取締役

会内リスク委員会に（他の取締役に加えて）社外取締役が2
名以上参加しているとの回答は45％、全員が社外取締役で

あるとの回答は36％となりました（図8）。取締役会内リスク委

員会に参加している社外取締役は1名だけとの回答はわず

か5％に留まり、社外取締役は1人もリスク委員会に参加して

いないとの回答は13％となりました。 

規模の比較的大きい金融機関においては、社外取締役がリ

スク委員会の委員長を務め、リスクマネジメントの専門家を委

員に迎えることが規制当局から求められつつあります。

図8 取締役会内リスク委員会またはリスクマネジメントの監督業務を担う同等の委員会において、 
社外取締役の選任に関する貴社の状況を適切に示すものは以下のうちどれですか？

社外取締役は1人も

参加していない

36% 45% 5% 13% 

全員が社外取締役

注：各回答比率は四捨五入しているため合計しても100％に達しない場合がある。

（他の取締役に加えて）

社外取締役が2名以上参加 
社外取締役が

1名参加 

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 
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実務的には、特定されたリスクマネジメントの専門家を確保す

るよりも、社外取締役の選任や社外取締役の委員長就任の

ほうが実践しやすいと考えている企業が多数に上りました。社

外取締役が取締役会内のリスク委員会で委員長を務めてい

るとの回答が72％となったのに対し、委員会にリスクマネジ 
メントの専門家が参加しているとの回答は67％でした。 

特定されたリスクマネジメントの専門家がリスク委員会に参加

する体制が特に浸透しているのは米国／カナダ（78％）、アジ

ア太平洋地域（72％）、中南米（86％）であり、欧州ではそれ

ほど一般的ではありませんでした（52％）。欧州で浸透率が低

い一因は、欧州の規制はより一般的な規定が多く、リスク委

員会の構成メンバーについては「しかるべき知識、スキル、専

門性を有し、組織のリスク戦略とリスクアペタイトを十分理解で

きることとする」と定められています42。 

CROの役割 
規制当局からは、リスクマネジメント部門を独立して設置し、

CROが統率することが期待されています。ガバナンスに関す

るバーゼル委員会の指針では、大規模銀行や国際的に積極

的に事業を展開する銀行がリスクマネジメント部門とCROの

職位を設置し、「しかるべき権限、地位、独立性、経営資源、

取締役会との連携を十分持たせる」ことを推奨しています43。 

企業でCROの報告体系を改善する余地がありそうです。 

取締役会またはリスクマネジメントを担当する取締役会内委

員会とCROが定期的に会議を開いているとの回答は90％に

上り、CROが経営幹部会議で取締役と会議を開いているとの

回答はそれを下回る53％に留まりました。CEOや上級幹部が

不在の場で、取締役または取締役会内リスク委員会とCROが

話し合う機会を設けることは、リスクマネジメントプログラムの

現状や自社が直面している具体的な課題について、取締役が

率直な評価を聞くことができる機会となります。

CROが取締役会に報告しているとの回答は中南米で最も低

かった（14％）のに対し、それ以外の地域では50％以上に達

していました。また、CEOに報告しているとの回答はその他の

地域で3分の2を超えた一方、中南米では52％に留まりまし

た。CROがCFOに報告しているとの回答は中南米で29％に

上り、その他の地域では10％を下回りました。 

CROがリスクマネジメントプログラムの責任を負う最高職位で

あることがリーディングプラクティスですが、CROが一律にこ

の役割を担っているわけではありません。リスクマネジメントプ

ログラムの責任を担う最高職位はCROまたは同等の職位で

あるとの回答はわずか48％となり、2014年とほぼ同水準に留

まりました。これ以外で多かった回答はCEO（27％）、経営幹

部レベルのリスク委員会（16％）、CFO（4％）でした。リスクマ

ネジメントの責任を主にCROに課すことは米国/カナダ（78％）

で一般的であり、欧州（50％）、アジア太平洋地域（38％）、中

南米（25％）を上回りました。 

CROが率いる全社的な独立リスクマネジメント部門には、幅

広い責務が課されています。リスクマネジメントの枠組み、手

法、基準、方針および限度の策定・導入（94％）、新しいリスク

およびエマージングリスクの特定（94％）、リスク情報の報告 

CROの職位設置はほぼ全体に行き渡っており、対象企業の

92％が自社にCROまたは同等の職位が設けられていると回

答しています。CROの職位設置は米国／カナダ（89％）や欧

州（92％）でより一般的であり、アジア太平洋地域（73％）や中

南米（63％）を上回りました。 

CROを取締役会とCEOの直属とすることには多大な効用が

あり、規制当局も一般にそれを望んでいますが、多くの企業で

はその体制が実現されていません。CROが取締役会直属で

あるとの回答は対象機関の52％と、2014年の48％から小幅

の上昇に留まりました。また、CROがCEOの直属になっている

機関は75％であり、対象機関の4分の1では、CROが組織の上

層部の直属になっていないことが伺えます。見たところ、多くの
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メカニズムの確立（94％）など、監督業務の多くはほぼ全社で

行われていました。

しかしながら、それ以外の重要な監督業務を遂行している企

業は3分の2未満に留まり、事業戦略の策定・事業計画の定期

的評価への情報提供は65％、リスクプロファイルに影響を及

ぼす日々の事業上の意思決定への関与は63％に留まりまし

た。リスクマネジメントへの配慮は戦略と事業上の意思決定の

双方に織り込み、リスクに及ぼす影響を吟味しなければなりま

せん。この点では、今なお進化を図る必要があります。

このほか、新規事業または新商品の承認（58％）も、リスクマ

ネジメントプログラムの責任範囲としてあまり挙げられません

でした。これは、現在の経済・規制環境の下では新商品があ

まり導入されていないことが一因です。

さらに、規制当局や業界リーダーは、インセンティブ報酬や企

業文化がリスクマネジメントに果たす役割についてかなり注目

してきましたが、報酬プランを積極的にレビューしてリスクアペ

タイトや企業文化に及ぼす影響について評価しているとの回

答は54％に留まりました。この業務をリスクマネジメントの責

任範囲として遂行している企業の割合を見ると、米国／カナダ

（75％）と欧州（62％）で高く、アジア太平洋地域（38％）や中

南米（43％）を上回りました。 

リスクアペタイト

リスクアペタイト・ステートメントを文書化しておくと、上級幹部

が自社の戦略目標を設定する際、および事業部門がビジネス

上の意思決定を下す際に指針となります。リスクアペタイトと

いう考え方が登場してしばらく経ちますが、世界的な金融危機

以降に再び注目を集めるようになっています。FSBは2013年

11月に、効果的なリスクアペタイトの枠組みに関する基本的

原則を公表しました44。2015年には、バーゼル委員会が指針

を公表し、自社のリスクアペタイト設定において上級幹部、

CROとともに取締役会が果たすべき役割について強く訴えま

した45。 

今日では、文書化した全社レベルのリスクアペタイト・ステート

メントを取締役会が承認することが幅広い企業で採用されて

います。こうしたステートメントを自社の取締役会が承認して

いるとの回答は85％に上り、2014年の75％から増えました。

規制当局のリスクアペタイト重視は銀行業界から始まった動

きであり、同業界では取締役会がステートメントを承認してい

る、またはステートメントを策定し取締役会の承認を得ようと

しているとの回答を合わせると91％に上りました。こうしたス

テートメントは現在では資産運用会社（83％）や保険会社

（85％）でも一般的になっています。 

「当社はリスクアペタイト・ステー

トメントを修正して、リスクアペタ

イトや様々なリスクカテゴリーに

関する質的な説明を大幅に増や

したほか、それが全社的な目標

とどう関わるのかについても記

載しました。従来のリスクアペタ

イト・ステートメントには、そうした

質的な面が欠落していました。

次に大きく変更した点は、定量

的指標の見直しでした」

— 大規模金融サービス会社の 
最高リスク責任者 

自社ビジネスに有益な指針をもたらすリスクアペタイト・ス

テートメントを策定するには、課題が幾つかあります。回答者

から寄せられた意見では、新しいタイプのリスクに係る選好

度を定義することは「極めて難しい」「非常に難しい」という回

答が多くなっています。たとえば、風評リスクではリスクアぺタ

イトの定義が「極めて難しい」「非常に難しい」の回答が49％

に上り、戦略リスクで48％、モデルリスクで48％、サイバーセ

キュリティリスクで46％などとなりました（図9）。こうした種類

のリスクはそれぞれ、定義するのも測定するのも容易ではあ

りません。たとえば、戦略リスクでは、自社の事業戦略によっ

てもたらされるリスクを評価しなければなりません。一方で風

評リスクは通常は二次的なものであり、風評リスクをもたらす

市場リスクや信用リスク、オペレーショナルリスクなどの別の

種類のリスクイベントが自社に幅広く影響を及ぼすために測

定や上限設定が難しくなっています。
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図9 全社レベルのリスクアペタイト・ステートメントを定義し実施するうえで、以下の各項目はどのくらい難しいですか？ 
数字は、「極めて難しい」「非常に難しい」との回答を合算したもの

風評リスクに係るリスクアペタイトの定義  

戦略リスクに係るリスクアペタイトの定義  

モデルリスクに係るリスクアペタイトの定義  

サイバーセキュリティリスクに係る

リスクアペタイトの定義

各ビジネスユニットへのリスクアペタイトの配分

各種リスクアペタイトの定量的なリスク限度への転換

ストレス下におけるリスクアペタイトの定義等、

リスクアペタイトとストレステストの統合

事業戦略や計画策定プロセスとリスクアペタイトの

整合性確保

リスクアペタイトとリスク限度の導入において、

各ビジネスユニットの積極的な関与の確保

オペレーショナルリスクに係るリスクアペタイトの定義

リスクアペタイトに対する規制当局の期待への対応  

流動性リスクに係るリスクアペタイトの定義

市場リスクに係るリスクアペタイトの定義

信用リスクに係るリスクアペタイトの定義

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

の定義で、流動性リスク（12％）、市場リスク（10％）、信用リ

スク（7％）となりました。こうした領域では各社ともに長年にわ

たって経験を積んでおり、リスクを定量化し適切なリスク限度

を設定するためのデータや解析手法の開発が進んでい

ます。

欧州の企業は「極めて難しい」「非常に難しい」問題として他

地域よりも多くの点を挙げる傾向にあり、戦略リスクに係るリ

スクアペタイトの定義（米国／カナダの38％に対して58％）、 
風評リスクに係るリスクアペタイトの定義（米国／カナダの

49% 

48% 

48% 

46% 

38% 

37% 

34% 

32% 

30% 

27% 

15% 

12% 

10% 

7% 

オペレーショナルリスクは、多くの企業がリスク限度の測定と

設定を可能にする適切な解析手法の策定に手間取ってきた

領域です。しかしながら、この領域が今まで以上に注目される

ようになり、進展が見られるようになりました。オペレーショナ

ルリスクに係るリスクアペタイトの定義が「極めて難しい」「非

常に難しい」との回答の合計は27％となり、2014年の38％か

ら減りました。

これに対して、「極めて難しい」「非常に難しい」問題とあまり認識

されなかったのは従来型のリスクタイプに係るリスクアペタイト
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38％、アジア太平洋地域の36％に対して63％）となりました。

逆に、オペレーショナルリスクに係るリスクアペタイトの定義が

「極めて難しい」「非常に難しい」との回答は米国／カナダ

（50％）や中南米（43％）で多く、欧州（24％）やアジア太平洋

地域（19％）を上回りました。 

また、全社的なリスクアペタイト・ステートメントをもとに、社内の

各部門やビジネスユニットの各業務にリスクアペタイトを配分・

付与してリスク限度を設定することも容易ではありません。一

部の企業では、より詳細な指標を策定中であり、リスクアペタイ

トの各ビジネスユニットへの配分・付与にも現在取り組んでいる

段階です。これ以外の重要な業務が「極めて難しい」「非常に

難しい」と回答された比率は低かったものの、多くの企業にとっ

て今なお課題となっている業務もありました。たとえば、リスク

アペタイトの各ビジネスユニットへの配分（38％）、各種リスクア

ペタイトの定量的なリスク限度への転換（37％）、ストレス下に

おけるリスクアペタイトの定義等、リスクアペタイトとストレステ

ストの統合（34％）などです。 

「三つの防衛線」によるリスク

ガバナンス モデル
「三つの防衛線」によるリスクガバナンスモデルは、規制当局

が適用を期待しているものであり、リスクマネジメントにおいて

ビジネスユニット、リスクマネジメントプログラム、内部監査がそ

れぞれ適切な役割を果たすリーディングプラクティスとして認め

られています。三つの防衛線モデルは、以下の要素で構成さ

れています。

• 第一の防衛線：ビジネスユニットがそれぞれのリスクを負担

し、これを管理する

• 第二の防衛線：独立したリスクマネジメント部門が監督し、

検証／反論する

• 第三の防衛線：内部監査部門がリスクとコントロールの枠

組みを検証する

三つの防衛線モデルは今では実質的に広く浸透しており、

サーベイ対象企業は全社が適用していると回答しています。

このモデルは概念として健全ではあるものの、実際に適用す

るとなると課題が生じる場合があります。特に、複数のビジネ

スユニットや拠点を抱える大規模金融機関ではその傾向が

強くなります。適用するにはまず、各防衛線にスキルを備え

た人員を十分確保する必要があります。業界全体がリスクマ

ネジメントのプロフェッショナルを競って獲得しようとしている

ため、リスクマネジメントのスキルを備えた経験豊富な人材の

採用が今まで以上に難しくなっています。特にビジネスユニッ

トでは、ビジネスとリスクマネジメント両方の経験を備えた人

材確保が難しい可能性があります。実のところ、三つの防衛

線によるリスクガバナンスモデルの適用で重要な課題として

最も多く挙げられたのは、三つの防衛線すべてにおいて十分

なスキルを持った人材を確保すること（64％）でした。 

重要な課題として見なされていた課題にはこのほか、ビジネ

スユニット（第一の防衛線）とリスクマネジメント（第二の防衛

線）との相互関係を巡る課題が挙げられました。次に「極めて

難しい」「非常に難しい」課題として挙げられたのは、第一の

防衛線（ビジネスユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメン

ト部門）との区別の明確化とその維持（2014年の51％から

55％に上昇）でした。各ビジネスユニットは、リスクマネジメン

トのプロセスに賛同し、リスクマネジメント部門とうまく連携し

ていく必要があります。現状では、三つの防衛線モデルを適

用した結果、コントロールとレビューが三つの防衛線にまた

がって重複する（結果、言わば、「チェッカーがチェッカーを

チェックする」）状況が頻発しています。また、こうした重複を

解消するには、各関係部門の役割と責務を明確化しなけれ

ばなりません。

「極めて難しい」「非常に難しい」との回答が3番目に多かった

のは、第一の防衛線（ビジネスユニット）の賛同確保（2014年

の36％から44％に上昇）でした。第一の防衛線に当たるビジ

ネスユニットの幹部は、リスクマネジメントを「リスク」担当者に

単に割り振るのではなく、自部門の日常業務に係るリスクの

責任を負わなければなりません。つまり、自部門の業務に係

る重大なリスクを評価し、それをマネジメントする適切なコント

ロールを整備する必要があります。たとえば、コンプライアン

スとコンダクトの検証プロセス、品質保証手続き、問題のエス

カレーションプロセスなどを整備しなければなりません。

それでも、ビジネスユニットからはなかなか賛同を得られない

かもしれません。なぜなら、ビジネスユニットの評価指標はい

くら売り上げたかであり、あくまでもリスクマネジメント業務で

はないからです。
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三つの防衛線モデルに対する各社の姿勢は様々であり、一

部の企業は多くの業務を一部門に集約する一方、各ビジネス

ユニットに多くの業務を割り振って分散化する企業もありま

す。企業が下さなければならない意思決定には、リスクとコン

トロールの枠組みを検証する全社的なコントロール部門をどこ

に置くかがあります。分散方式を採用している企業は実質的

に、第一の防衛線をビジネスユニットのリスクマネジメント業務

（第一の防衛線A）と検証業務（第一の防衛線B）に分け、第二

の防衛線でモニタリング、ポリシー、検証／反論を担当すると

ともに、第三の防衛線が追加の検証業務に当たっています。

しかしながら、この方式では検証プログラムが重複する恐れ

があります。

三つの防衛線モデルを厳密に解釈すると、検証業務を内部監

査（第三の防衛線）に集約すべきですが、実際にそうしている企

業は31％です。残りの企業は様々な方式を採用しており、集約

したコントロール検証業務を第二の防衛線に組み込んで

（23％）いたり、様々な部門で担当（20％）したり、第二の防衛線 

であるリスクマネジメントチームに組み込んだり（17％）、第一

の防衛線であるビジネスユニットに組み込んだり（7％）してい

ます。

「当社が注力してきたのは、オペ

レーショナルリスクに係るオペ

レーティングモデルの簡素化、本

当の意味での第一線の責任拡

大、効果的な検証／反論業務の

重複回避です」
— 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス企業のリスク担当幹部 

同様の組織的な検証／反論が、リスクタイプごとになされてい

ます。各リスクタイプ（「縦軸（stripe）」）のマネジメントにおい

て、全社的なリスクの監督に対して経営幹部が一人で責任を

負うべきか、各ビジネスユニットに責務を分散すべきか、どち

らでしょうか。大半の企業では、個人が一人で伝統的なリスク

タイプの監督責任を担っており、各リスクタイプで見ると、流動

性リスク（76％）、規制リスク／コンプライアンスリスク（76％）、

市場リスク（75％）、信用リスク（72％）となっています。こうした

伝統的なリスクタイプに対して一人が責任を負う体制は銀行

でよく見られ、流動性リスク（87％）、規制／コンプライアンスリ

スク（84％）、市場リスク（89％）、信用リスク（81％）となってい

ます。これに対して、資産運用会社や保険会社では総じて

80％を下回っています。規制当局が銀行のリスクマネジメント

プログラムを注視していることを踏まえると、このように経営幹

部が一人で責任を負う体制は筋が通っています。

また、サイバーセキュリティリスク（67％）とオペレーショナルリ

スク（65％）でも、個人が一人で責任を担う体制を採っている

企業が過半数を占めています。最近ではサイバーセキュリ

ティリスクが注目されており、米国／カナダでは全対象企業が

一人で責任を負う体制を採っていると回答しました。これに

この問題を乗り越えるには、リスクの特定とマネジメントがビジ

ネスユニットの果たすべき重要な責任であることを周知徹底す

る企業文化を、全社的に醸成する必要があります。

三つの防衛線モデルは米国／カナダや欧州で長年にわたっ

て適用されており、それがサーベイにも反映されています。た

とえば、三つの防衛線すべてにおいて熟練の人材を十分確保

することは「極めて難しい」「非常に難しい」との回答はアジア

太平洋地域（77％）と中南米（75％）で多く、米国／カナダ

（56％）、欧州（46％）を上回りました。同様に、第一の防衛線

（ビジネスユニット）の賛同確保を「極めて難しい」「非常に難し

い」課題に挙げた回答者は米国／カナダ（44％）や欧州

（42％）よりも中南米（63％）で多くなりました。一方で米国／カ

ナダの企業は、今なお第一の防衛線（ビジネスユニット）と第

二の防衛線（リスクマネジメント部門）の役割における差異の

明確化と維持に苦労しており、78％がこの課題を「極めて難し

い」「非常に難しい」と評価しました。これに対して他の地域で

は、この回答比率が60％を下回りました。 
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対して、欧州（62％）、アジア太平洋地域（60％）、中南米

（75％）ではその比率が低くなりました。監督責任が最も一元

化されそうもないのは第三者リスクであり、個人が責任を負う

体制を採っているのは対象企業の44％でした。この比率は

欧州では26％、保険会社ではわずか32％に留まってい 
ます。
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エンタープライズリスクマネジメント（ERM） 

ERMプログラムは幅広く導入されており、73％の企業がERM
プログラムを導入していると回答しています。さらに、現在導

入中であるとの回答は13％、将来的に構築する計画であると

の回答は6％に上りました。 

ERMプログラムはアジア太平洋地域（69％）や中南米（38％）

よりも、規制当局がERMプログラムを重視してきた米国／カ

ナダ（89％）、欧州（81％）で一般的になっています。ただし、

中南米の対象企業の50％が、現在ERMプログラムを導入中

であると回答しています。

ERMの枠組みと方針は社内のリスクマネジメントを統括する

重要な文書であり、取締役会または取締役会内のリスク委員

会がレビューし承認すべきものです。これは現在、ほぼ全対

象企業で行われています。ERMの枠組み／方針を取締役会

が承認していると回答したのは91％に上り、ERMプログラム

の大半が進展したことが伺えます。ERMの枠組み／方針を承

認するという取締役会の役割は中南米（71％）ではあまり広

がっておらず、米国／カナダ（100％）、欧州（95％）、アジア太

平洋地域（91％）を下回りました。 

今後2年間で、各企業がリスクマネジメントプログラムに関して

優先させるべき事項は多岐にわたっています。「優先順位が

極めて高い」「非常に高い」課題を2つ挙げてもらったところ、最

も多かったのはITシステムやデータに関わるものであり、リス

ク情報システムと技術インフラの強化（78％）とリスクデータの

品質、可用性、迅速性の向上（72％）となりました（図10）。 

「今後2年程度で実施すべきはこ

うした実務の統合であり、それに

よってリスクマネジメント担当部

署の効率性向上を促すプロセス

の合理化を図ることです」

— 多角化が進んでいる 
大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 

 

「優先順位が極めて高い」「非常に高い」課題として、回答者の

大多数が挙げたもう一つの点は、ビジネスユニットとリスクマ

ネジメント担当部署間の連携（74％）であり、これは効果的な

三つの防衛線モデルの整備に不可欠です。この結果と一貫性

がある考え方、つまり、第一の防衛線（ビジネスユニット）と第

二の防衛線（リスクマネジメント担当部署）の役割の違いを明

確にし、維持することが三つの防衛線によるリスクガバナンス

モデルの導入において重要な課題であるとの回答も55％に上

りました（「『三つの防衛線』によるリスクガバナンスモデル」の

セクションを参照）。

規制要件の増加を受けて、金融サービス企業はリスクマネジ

メント担当部署とビジネスユニットの両方でリスクマネジメント要

員を増員しました。その結果、そうした専門職の人材獲得競争が 

RMプログラムは、企業が直面しているリスクを特定し

管理する総合的なプロセスの構築を目的として設計さ

れています。全社的なプログラムを構築すると、重要

なリスクの見落とし防止、様々な事業部門や地域の間に存在

する相互関係の明確化、組織のリスクアペタイトとリスクテイク

の整合が促進されます。規制当局はERMプログラムを導入

し、事業戦略の立案やビジネス上重要な意思決定に知見を役

立てるよう金融機関に促しています。

E 
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図10 貴社は向こう2年間のリスクマネジメントにおいて、以下の各項目をどの程度、優先させますか？ 
数字は、「優先順位が極めて高い」「非常に高い」と回答した企業の割合

リスク情報システムと技術インフラの強化

ビジネスユニットとリスクマネジメント担当部署間の連携

リスクデータの品質、可用性、迅速性の向上

必要なスキルを備えたリスクマネジメント

専門要員の採用と離職防止

リスクカルチャーの全社的な確立と定着

規制要件と期待の増加への対応

新しいリスクとエマージングリスクの特定と管理

リスクマネジメント担当部署と他の部署との間の連携

必要なリスクマネジメントスキルを備えたビジネス

ユニット専門要員の採用と離職防止

上級管理職の役割と関与の強化

適切な予算と経営資源の確保

最高責任者レベルの幹部の役割と関与の強化

取締役会の役割と関与の強化

報酬・インセンティブのリスクマネジメント

との整合

出所：デロイトの分析

 

 
 

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

激しくなりました。70％の回答者は「優先順位が極めて高い」

「非常に高い」課題として、必要なスキルを備えたリスクマネジ

メント専門要員の採用と離職防止を挙げています。

規制当局は、リスクマネジメントを重視する企業文化を醸成す

ることの重要性にますます注目しています。これを反映して、

リスクカルチャーの全社的な確立と定着を優先順位の高い課

題として挙げた回答者は70％に達しました。 

現在は金融機関にとって低収益環境であり、リスクマネジメン

ト費用の削減圧力が生じています。このため、43％の回答者

は、「優先順位が極めて高い」「非常に高い」課題として適切な 

予算と経営資源の確保を挙げており、各社ともにリスクマネ

ジメントプログラムの合理化や統合を通じて効率を高める機

会を模索しています。この取り組みにおいて、最新テクノロ

ジーを活用しようという新しいトレンドが出現しつつあります。

たとえば、認知分析や最新アナリティクス技術を駆使して行

動パターンを特定する方法や、予測アナリティクスでエマー

ジングリスクを特定する方法などがあります。ロボット技術で

可能になった自動化ワークフローや意思決定ツールなどといっ

たロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）も、ルーティン

タスクの自動化によるコスト削減と品質向上のために活用され

ています。こうした最新テクノロジーの活用はまだ始まったば

かりですが、RPA技術を活用して準拠性テスト（compliance 
testing）を全面的に自動化しようとしている企業もあります。 

78% 

74% 

72% 

70% 

69% 

67% 

61% 

58% 

54% 

49% 

43% 

33% 

33% 

26% 
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「当社では、中小規模企業向け

評価モデルなどの自動化や、

ワークフロー管理ツールなどに

重点的に投資を行っています」

— 多角化が進んでいる 
大規模金融サービス会社の最高リスク責任者 

規制当局がこれまで以上にリスクマネジメントに高い期待を寄

せているため、費用抑制の取り組みは難しくなっています。自

社のリスクマネジメント年間費用が2年間で10％以上上昇す

ると予測する回答は44％に上り、そのうち13％は上昇幅が

25％を超えると答えています。これらの数字は2014年をもと

にした上昇幅であり、同年には10％以上の上昇を予測した回

答者が37％、25％を超える上昇を予測した回答者が9％に

上っていました46。 

「難しい」との回答がやや少なかった課題も、示唆に富んでい

ます。リスクマネジメントにおいて最高責任者レベルの幹部の

役割と関与を強化することは「優先順位が極めて高い」「非常

に高い」との回答はわずか33％に留まり、リスクマネジメント

に対する取締役会の役割と関与の強化を挙げた回答者と同

率になりました。すなわち、ほとんどの企業はすでにこうした

課題に対処済みであることが示唆されています。最も少な

かった回答は報酬・インセンティブのリスクマネジメントとの整

合（26％）でした。世界的な金融危機の直接的な影響で報酬

問題がかなり注目を集めていますが、ほとんどの企業は他に

もっと緊急を要する課題があると判断したようです。コンダクト

と企業文化が引き続き重視されていることを踏まえると、報酬

とインセンティブに一層焦点を当てる必要があるかもしれま

せん。

地域別に見ると、リスクマネジメントにおける優先事項には興

味深い差異が多数ありました。向こう2年間の優先事項とし

て、規制要件の増加と期待値の高まりへの対応を挙げた回答

者は米国／カナダ（100％）や欧州（81％）が、アジア太平洋地

域（52％）や中南米（25％）を上回り、この差には各地域にお

ける規制見直しのペースが反映されています。リスクデータの

品質、可用性、迅速性の向上も、米国／カナダ（100％）や欧

州（88％）がアジア太平洋地域（56％）や中南米（50％）を上

回りました。取締役会の役割と関与の強化を優先事項として

挙げた回答者は欧州（42％）で最も多く、ここ数年間、この問

題が注視されていた米国／カナダ（11％）で最も少なくなりま

した。

アジア太平洋地域の回答者が優先事項として挙げた回答で

最多となったのは、全社にリスクカルチャーを確立し定着させ

ること（71％）であり、この課題は米国／カナダ（78％）や中南

米（75％）でも多かったものの、欧州（58％）ではやや少なくな

りました。

中南米では、最も多い回答がビジネスユニットとリスクマネジ

メント担当部署との間の連携（100％）であり、これを挙げたの

は米国／カナダと欧州ではおよそ4人に3人、アジア太平洋地

域では60％となりました。 

金融セクター別に見ると、銀行の優先事項で多かったのは適

切な予算と経営資源の確保（50％）であり、資産運用会社

（44％）や保険会社（42％）を上回りました。これは、銀行業界

が直面している低収益環境を踏まえると予想通りの結果で

す。報酬とインセンティブがリスクマネジメントにおいて果たす

役割は銀行の監督当局に注目されており、優先事項として報

酬・インセンティブのリスクマネジメントとの整合（37％）を挙げ

た銀行は資産運用会社（18％）や保険会社（18％）を上回りま

した。
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経済資本

済資本は、多くの金融機関が自社のリスク調整後の

業績を評価し、資本を配分するために用いる手段で

あり、サーベイに参加した金融機関は例外なく経済

資本を算定していると回答しました。各社が特に経済資本を算

定しているのは伝統的なリスクタイプに対してであり、信用リス

ク（2014年の68％から93％に上昇）、オペレーショナルリスク

（62％から82％に上昇）、市場リスク（72％から79％に上昇）、

カウンターパーティ信用リスク（51％から64％に上昇）などとな

りました（図11）。 

新しいリスクタイプの一部ではリスクをモデル化することが難し

く、経済資本を用いる企業は大幅に少なくなりました。たとえ

ば、サイバーセキュリティリスク（15％）、風評リスク（13％）、シ

ステミックリスク（7％）となっています。 

経済資本の活用用途を尋ねたところ、特に多かったのは全社レ

ベルにおける経済資本の評価／配分（76％）、上級管理職レベ

ルにおける戦略的意思決定（69％）、取締役会レベルにおける

戦略的意思決定（64％）での活用となりました。それより下位の

レベルがビジネス上の意思決定を下す際に使うことは少なくな

りましたが、前回調査時よりはやや増えており、顧客レベルに

おけるリスクベースの収益性分析支援（2014年の32％から 

41％に上昇）、ビジネスユニットレベルにおけるリスク調整後

の業績の評価（45％から53％に上昇）、デスク／商品レベル

における商品ミックスのリスク／リターン最適化（37％から

50％に上昇）、取引レベルにおけるリスクベースのプライシン

グ（44％から53％に上昇）という結果となりました。 

その一方で、経済資本が幅広く活用されているという回答が

2014年調査時よりも少なくなった点は複数に上り、全社レベ

ルにおける経済資本の評価／配分（34％から27％に減少）、

上級管理職レベルにおける戦略的意思決定（24％から20％

に減少）、取締役会レベルにおける戦略的意思決定（23％か

ら16％に減少）となりました。 

経済資本は世界的な金融危機以降、期待通りの成果を上げ

ていないと批判されてきました。当時採用されていた自己資本

規制よりも高度の手法として導入されましたが、それ以降、自

己資本規制や、CCARをはじめとする特定ストレス下における

資本規制が高度化し、大手銀行を中心に多くの企業に重視さ

れるようになりました（「業界特集：銀行」と「業界特集：保険」を

参照）。

経 
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図11 貴社では、以下のどのリスクタイプについて、経済資本を算定していますか？ 

信用リスク

リスクタイプをまたがる分散効果／効用

アンダーライティング／準備金の積み立てリスク*

大災害リスク* 

死亡率リスク* 

罹患率リスク* 

失効リスク* 

サイバーセキュリティリスク

風評リスク

長寿リスク* 

システミックリスク

その他

*保険サービスを提供している企業のみを対象とする

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 
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12% 

7% 

12% 

投資リスク

オペレーショナルリスク

市場リスク

カウンターパーティ信用リスク

バランスシートの金利リスク

流動性リスク

戦略リスク
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ストレステスト

資本ストレステスト

世界的な金融危機以降、金融機関の資本が十分かどうかを

判断するに当たって、規制当局は一層ストレステストに依拠す

るようになっています。米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州

中央銀行、イングランド銀行、保険会社を管轄するEIOPAを

はじめ、規制当局は金融機関に対して、ストレステストの実施

を義務付けています。FRBはストレステストの結果を実質的に

現行の資本バッファーに組み込む案を公表する意向を示して

いますが、その案が最終決定されるかどうかは不透明です47。

また、米国では、リスクアペタイト、リスクの特定、データ品質、

モデル検証、財務計画の予測といった幅広い問題に対処する

ためにFRBが資本計画規則を設定していますが、その内容は

ストレステストや自己資本規制を超えています。オーストラリア

では、オーストラリア健全性規制庁（APRA）が国内銀行の自 

「ストレステストは、ストレス下に

おけるバランスシートだけでなく

損益計算書も考慮する状態に進

化しました。従来はバランスシー

トに偏重しており、ビジネスモデ

ルリスクの検討にはあまり時間

をかけていませんでした。将来

的には、ビジネスモデルリスク

の検討が主軸になると思われ

ます」
— 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス会社のリスク担当上級幹部 

資本ストレステストの活用を牽引している主な要因が規制要

件であることは間違いありません。米国では、FRBの資本計

画規則のうちストレス後の要件が多くの大規模銀行を拘束す

る資本上の制約になっています。資本ストレステストの結果

の活用用途として、規制要件および期待値の充足（92％、う

ち広範に活用しているとの回答は59％）、自己資本比率の十

分性の評価（94％、うち広範に活用しているとの回答は

52％）と回答した企業はいずれも9割を超えました（図12）51。 

FRBの資本計画規則をはじめ、規制当局が求めるストレステ

ストには、定量的要件と定性的要件の両方があります。定量

的手法では、現行およびストレス後の環境において所要自己

資本の水準を上回る資本を保有することが金融機関に求め

られています。これに加えて金融機関は、効果的なリスクマ

ネジメントプログラム（優れた内部統制、経営者の効果的な

検証／反論（challenge）、方針と手順の文書、モデルの検

証、優れたITシステムと質の高いデータなど）を整備している

ことを示す定性的手法も求められています。

己資本比率を国際的な銀行の上位4分位に匹敵するように監 
督する業務を負っているほか、ストレステストの実施義務の適

用範囲を生命保険会社にも広げました48。日本では、システム

上重要な銀行に対して、金融庁が指定するストレスシナリオを

用いてストレステストを実施することがすでに義務付けられて

います49。また、保険会社に対して金融庁は、ストレステストの

先進的、標準的、限定的取り組みの事例を示したうえで、大規

模の国内保険会社に対して先進的なストレステストの取り組

みを織り込むことを将来的に求めると発表しました50。 

資本ストレステストを活用していると回答した企業は83％に上

り、この手法を活用している企業の割合は米国／カナダ

（89％）と欧州（92％）がアジア太平洋地域（77％）や中南米

（75％）を上回りました。 

資本ストレステストの結果を活用している企業はほぼ全社に

上り、その活用用途は上級幹部への報告（94％、うち広範に

活用しているとの回答は49％）、取締役会への報告（94％、う

ち広範に活用しているとの回答は46％）となっています。 
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図12 貴社では、資本ストレステストの結果を以下の各用途でどの程度活用していますか？ 
母集団は、資本ストレステストを活用している調査対象企業

上級幹部への報告

取締役会への報告

自己資本比率の十分性の評価  

自社のリスクプロファイルの把握

 

 

リスクに係る資本キャパシティ要件の定義／更新

リスクアペタイトの定義／更新

経済資本の適切性の評価

戦略および事業計画の策定

 

格付機関からの問い合わせ対応

 

M&Aに関する意思決定 

各事業および商品への資本配分

商品または給付の価格設定

広範に活用している ある程度活用している

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。

出所：デロイトの分析. Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.com 

規制当局が過去に銀行の資本計画を却下した場合、その理

由は、ストレス後の資本不足という定量的な面である傾向が

強かったのに対し、最近では定性的なコントロールの強化や

能力の向上が重視されるようになっています。

「極めて難しい」「非常に難しい」と評された課題には資本スト

レステストの定性的な面に関するものが多く挙げられており、

その中で最も多かったのは、資本ストレステストのITプラット 

フォーム（66％）、データ品質と資本ストレステストの算定管理

（52％）の2つでした。 

資本ストレステストでは、各ビジネスユニットのほか、財務など

の各職能部門を含め、情報とデータを全社的に集約しなけれ

ばなりません。多くの回答者が「極めて難しい」「非常に難し

い」課題として挙げた中には、資本ストレステストの実施に当

たり複数の職能部門や業務間の調整が必要（例えば、リスク

担当部門、トレジャリー、各ビジネスユニット、IT、モデルの開

発と導入、モデルの検証）（48％）という点がありました。 
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ヘッジなどリスク軽減戦略の決定

集中度の評価およびリミットの設定



不透明性の高まりが新たな課題の出現を予告 

33 

各社が資本ストレステストの実施・計画をする際に必要な情報

を幅広くまとめられるプラットフォームには、標準規格でなおか

つすべてを網羅できるものはありません。それよりもむしろ、シ

ステムをカスタム開発したうえでデータウェアハウスを活用し

て全社的に収集したデータを集約する必要がありますが、実

際にそうするには保守・管理に多大な課題が生じる場合があ

ります。

これ以外に、資本ストレステストに関して多数の回答者が「極

めて難しい」「非常に難しい」課題として挙げた中には、資本ス

トレステストで用いたモデルに対して正式な検証手続きと文書

化基準を適用すること（47％）、規制で義務付けられている資

本ストレステストの一環として、資本ストレステスト手法／モデ

ルを開発し当局の承認を得ること（44％）、資本ストレステスト

の目標設定、シナリオの決定、手法と前提事項の検証／反論

において上級幹部と取締役会が積極的に関与すること

（40％）、資本ストレステストの解析（39％）が挙げられました。 

流動性ストレステスト

流動性ストレステストは最近になって規制当局の優先事項に

加わり、従来の資本ストレステスト重視を補完しています。流

動性を重視する考え方は、バーゼルIIIの流動性カバレッジ比

率と安定調達比率（NSFR）の規制で顕在化しました。米国の

FRBも最近、流動性に関する追加報告を大規模銀行に義務

付けています。流動性ストレステストを義務付ける規制当局が

増えている現在、銀行を中心に、流動性ストレステストを実施

する企業も増えています。流動性ストレステストはなお新しい

分野であり、規制当局の期待することが次第に明確になり、金

融機関がこれから経験を積んでいくとみられています。

流動性ストレステストを実施しているとの回答は82％に上り、

銀行（91％）のほうが資産運用会社（80％）や保険会社（74％） 

よりも一般的に実施していました。規制が大きく進展したこと

により、資産運用会社にとって流動性ストレステストの重要性

が将来的に高まる可能性が示唆されています。金融安定理

事会（FSB）は流動性ストレステストのファンドへの実施義務

付けないし指針の提供を規制当局に提言しているほか、証券

監督者国際機構（IOSCO）が流動性ストレステストの追加指

針の策定を検討していると発表しています52。 

流動性ストレステストの結果を、経営上層部に報告するため

に活用している企業はほぼ全企業に上り、取締役会への報

告（98％、うち広範に活用しているとの回答は51％）、上級幹

部への報告（95％、うち広範に活用しているとの回答は

52％）となりました（図13）。 

流動性ストレステストの活用用途としてはこのほか、規制要

件および期待値の充足（95％、うち広範に活用しているとの

回答は52％）、規制で求められている流動性比率および流動

性バッファーの適切性の評価（87％、うち広範に活用している

との回答は49％）53となりました。 

また、かなりの割合の企業が流動性ストレステストの結果の

活用用途として挙げたのは、リスクに係る流動性キャパシティ

要件の定義／更新（93％、うち広範に活用しているとの回答

は43％）、自社のリスクプロファイルの把握（93％、うち広範

に活用しているとの回答は44％）、流動性のリミットの設定

（87％、うち広範に活用しているとの回答は44％）でした。 

資本ストレステストと同様、流動性ストレステストの活用で「極

めて難しい」「非常に難しい」との回答が最も多かったのは2
つともITシステムとデータに関わるものであり、流動性ストレ

ステストのITプラットフォーム（45％）、データ品質とストレステ

ストの算定管理（33％）でした。次に多かったのは、複数の職

能部門や業務との調整（31％）、ストレステストで用いるモデ

ルへの正式な検証手順、文書化基準の適用（30％）でした。 
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図13 貴社では、以下の各用途で流動性ストレステストの結果をどの程度活用していますか？ 
母集団は、流動性ストレステストを活用している調査対象企業

取締役会への報告

規制要件および期待値の充足

 

 

上級幹部への報告

流動性キャパシティ要件の定義／更新

緊急時調達計画などのリスク軽減戦略

に関する意思決定

 

過剰流動性の適切性評価

流動性のリミットの設定

規制で求められている流動性比率および

流動性バッファーの適切性の評価

格付機関からの問い合わせ対応

流動性コストの各事業および商品への配分

商品または給付の価格設定

広範に活用している ある程度活用している

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 
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業界特集：銀行

ーゼル委員会は現在、市場リスク、信用リスク、オ

ペレーショナルリスクに係る自己資本規制の改定を

提言しようとしていますが、その狙いは総じて、一連

の標準的手法を精緻化して、先進的手法における内部モデル

への依拠を軽減することにあります。リスクアセット（RWA）に

対する、こうした自己資本規制の一連の見直しは総称バーゼ

ルIVと呼ばれています。これら見直しの進捗状況は様々で、市

場リスクの規制が最終決定されています54。 

信用リスクに関しては、内部モデルの使用に制約を課すととも

に、標準的手法の改定が提案されています55。バーゼル委員

会は、特定のエクスポージャーについては、十分な信頼性を

もってパラメータ推計値を推計することができないと判断し、内

部格付手法を利用する選択肢の廃止を提案しました。内部格

付手法の利用が可能なポートフォリオについては、最低限の

保守性を確保するため、エクスポージャー単位で、モデルによ

るパラメータ推計値に対するフロアの採用を提言するとともに、

リスクアセットのばらつき低減のためにパラメータの推計実務

トレーディング勘定に内在するリスクにより効果的に対応し、

モデルの結果に銀行間で生じるばらつきを抑制することにあ

ります。

FRTBの導入で先頭に立っているのは欧州で、FRTBの導入

を義務付ける法整備は提案されたばかりではあるものの、多

くの銀行がすでに導入に着手しています。米国では、これに

対応する規則がまだ提案されておらず、米銀での導入はまだ

初期段階にあります。現時点では、FRTBの適用開始は

2019年と見込まれており、各行は所要手続きを2017年から

適用し始め、2018年は並行して実施することが必要になりま

す。新しいFRTB規則を導入するには、多くの様々な分野で

データやアナリティクス、プロセスの開発が必要になり、大き

な課題が生じます。

「自己資本の面では、バーゼル

委員会の提案で多大な影響を受

けることになりますが、それは全

行がすべからく受けるものである

ため、競争上、不公正なもので

はありません」

— 多角化が進んだ 
大規模金融サービス企業の最高リスク責任者 

FRTBの導入で「極めて難しい」「非常に難しい」課題として最

も多く挙げられたのは、テクノロジー／インフラ（56％）、規制

要件の明確性／期待（54％）、データ管理（50％）となりました

（図14）。 

バ 

に関してより詳細な仕様設定を提起しました56。こうした規制改 
定案を受け、一部の銀行は手法や制度の大幅な変更に乗り出

す可能性があります。

オペレーショナルリスクでは、現行の手法に代わる新しい標準

的計測手法（SMA）が提案されています57。SMAでは、各行の

財務諸表に基づく情報と個別行の損失実績を標準的な手法で

統合し、所要オペレーショナルリスク資本を計測する手法とし

て、モデルに依拠しない単一の手法を設定しています。

バーゼル委員会の新しい市場リスク規制（カウンターパーティ信

用リスクや証券化に関する新しい標準的手法等、トレーディング

勘定の抜本的見直し（FRTB）から派生）では、銀行がトレー

ディング・ポートフォリオの所要自己資本を測定する手法が定め

られています。この取り組みの狙いは、自己資本規制の手法が
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図14  バーゼル委員会の市場リスク新規制（カウンターパーティ信用リスクや証券化に関する新しい標準的手法

等、トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）から派生）の導入において、以下の各事項は貴社にとってどの

程度難しいでしょうか？

「極めて難しい」「非常に難しい」との回答を合算した数値

テクノロジー／インフラ

規制要件の明確性／期待

データ管理

社内の経営資源、能力および予算

プログラム／導入管理

事業の再編成

職能の再構築／統合

 本国／現地の監督

出所：デロイトの分析

米国／カナダでは欧州ほど対応が進んでいないため、米国／

カナダの銀行は多くの事項を「極めて難しい」「非常に難しい」

とみる傾向が強いです。例えば、テクノロジー／インフラ（欧州

の55％に対して、米国／カナダでは100％）、データ管理（欧

州の45％に対して、米国／カナダでは75％）、社内の経営資

源、能力および予算（欧州の36％に対して、米国／カナダで

は100％）などです。 

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

バーゼル委員会がグローバルなシステム上重要な銀行（G-
SIB）に新たに義務付けた総損失吸収能力（TLAC）規制は、

対象行の自己資本とレバレッジ比率を引き上げることによって

財務上の深刻な状況にも対応できるようにすることを目的とし

ています。TLACは、2019年に適用が開始される予定です。こ

のため、どのような影響が出るかはまだ理解されていません。

回答者がTLACの適用で「極めて難しい」「非常に難しい」と 
判断している課題として特に多かったのは、規制要件の明確

性／期待（42％）、データ管理（41％）、厳格な期限（38％）で

した。
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業界特集：保険

資本要件と経済資本

世界各国の保険会社はすでに長い間、自己資本規制の増加

に直面しています。影響力が最も大きい自己資本規制はソル

ベンシーII（SII）であり、EUの規制当局が保険会社を対象とし

て設定したものですが、現在では世界中の保険会社がSIIを
考慮しています。サーベイの参加企業では、SIIの要件が適用

されている（38％）、同等の自己資本規制が適用されている

（40％）、SIIも同等の規制も適用されていないが、自主的に

SIIに対応している（3％）を合わせると、8割に上ります。EU以

外の規制当局はSIIを指針として、自身の自己資本規制を設

けており、それは、保険会社の40％がSIIと同等の規制を適用

していると回答したことにも反映されています。SIIは規制とし

て課されていない場合でも、各社が自社の経済資本モデルで

使用する前提条件や手法を策定するに当たって、基準として

見なされつつあります。

SIIまたは同等の規制を適用している保険会社は米国／カナ

ダ以外で圧倒的に多く、米国／カナダでは80％の企業がSII
や同等の規制を適用されても採用してもいないと回答していま

す。当然のことながら、SIIまたは同等の規制を遵守していると

の回答は、資産運用会社（74％）や銀行（56％）よりも、保険

会社（82％）で多くなりました。 

SIIまたは同等の自己資本規制に関して、今後2年間で自社が

重視する領域を尋ねたところ、最も多かった回答はシナリオ分

析（66％）でした58。経済資本のシナリオ分析において重要性が

特に高い役割は、ストレスシナリオを設定して、そうした深刻な 

状況に耐え支払能力を維持できるほど資本が十分かどうか

を判断することです。

SIIの算定には、複数のソースから幅広いデータを収集するこ

とが必要になるため、重点事項として、データインフラとデー

タの処理要件（2014年の87％から63％に低下）を挙げる企

業が多くなりました。この課題を重点事項に挙げる回答者が

2014年の調査時点から少なくなったのは、この分野において

各社で能力の向上が進んだ結果と考えられます。

SIIの重点事項として3番目に多かった回答は、リスク許容度

とリスクアペタイトの向上（59％）です。多くの企業はリスクア

ペタイト・ステートメントをよりよいものとして、リスクエクスポー

ジャーの時間的な変化に合わせてビジネス上の戦略的な意

思決定に情報を提供するために活用しています。

保険監督者国際機構（IAIS）は、グローバルな保険資本基準

（Insurance Capital Standard: ICS）の策定に取り組んでい

ます。回答者は、検討されている一連の規制から自社に少な

くともある程度の影響を受けると予測していますが、その影響

が「極めて大きい」「非常に大きい」との回答はやや少なくなり

ました。例えば、再建・破綻処理計画では59％が「ある程度

以上の影響を受ける」と答えましたが、そのうち、「影響が極

めて大きい」「非常に大きい」との回答は31％でした。ICSで

は、54％のうち、「影響が極めて大きい」「非常に大きい」は

26％、リスクマネジメントとガバナンスに関する規制の広範な

共通の枠組み（ComFrame）では、59％のうち、「影響が極め

て大きい」「非常に大きい」は31％、資本要件およびより高い

損失吸収力では59％のうち、「影響が極めて大きい」「非常に

大きい」は31％となりました。日本では、金融庁がIAISに対し

て、意図せざる影響（リスクマネジメントに対する各社の取り

組み阻害、過度のリスク回避の促進、あるいは、横並びの投

資戦略採用の助長など）を及ぼす枠組みを構築しないように

留意すべきとの見解を表明しています59。 
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保険リスクの評価

保険リスクを評価する一次的な手法として最も一般的に使用

されている手法は数理計算上の準備金（72％）、規制資本

（59％）でした（図15）60。数理計算上の準備金は従来、最良

の見積りを用いて保険リスクに係る将来キャッシュフローの予

想現在価値を割り出すものであり、これに対して、規制資本は

万が一、極端な保険リスクイベントが生じた場合に備えて企業

が保有すべき必要資本額を表すものです。これらは、従来通

りの保険数理上、財務上、統計上の原則に基づいて規定され

た指標であり、保険リスクの評価手法として広く認められてい

ます。

保険リスクの評価にストレステストを使用しているとの回答は

保険会社の72％に達し、そのうち一次的手法として利用して 

いるとの回答は33％、二次的手法として利用しているとの回

答は39％に達しました。この結果は、ストレステストを重視す

る規制当局の姿勢とも合致しています（本セクションの冒頭

部分の説明を参照）。

保険リスクを評価するために用いる手法は、企業規模によっ

て大きく異なります。保険リスクを評価する一次的または二次

的手法として、経済資本を活用しているとの回答は大規模な

保険会社（82％）で多く、中規模企業（50％）や小規模企業

（54％）を上回りました。大規模な保険会社は、万全の自己

資本体制を築くうえで、より高度な能力を備える傾向があり、

厳密度には幅があるもののたいていはSIIに基づいていま

す。一次的または二次的手法として、やや機械的ではあるも

のの、それでも複雑なバリューアットリスクの計算を用いてい

る企業は中規模企業で多く（67％）、その割合は大規模企業

（45％）や小規模企業（45％）を上回りました。一次的または 

図15 貴社は、以下の保険リスクの評価手法をどの程度活用していますか？ 
母集団：保険／再保険サービスを提供している企業

数理計算上の準備金  

規制資本
 

ストレステスト

損害率に基づく分析

経済資本

バリューアットリスク

資産の充実度分析

新規事業の価値

動的財務分析

市場整合的エンベディッド・バリュー

確率論的エンベディッド・バリュー

一次的手法 二次的手法

注：数値は四捨五入しているため、合算しても100％にはならない場合があります。 

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 
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「最大の課題は、こうした中短期の要因を前に、実際にビジネスモデ

ルの変更について熟慮し、プランを策定・実施することです。過去の

自己資本と期待マージンに基づいて、成果と利益を上げるビジネスを

再構築することはますます難しくなっています」

— グローバルに事業を展開する 
大手保険・資産運用会社の最高リスク責任者 

二次的手法として、簡単な損害率に基づく分析を用いている

企業は中規模企業（75％）と小規模企業（83％）で多く、大規

模企業（50％）の比率を上回りました。 

保険会社が通常、最も重視しているリスク要因は何でしょう

か？ストレステストを実施している企業のうち、金利リスク

（83％）、損害保険支払額リスク（76％）に対してストレステス

トを実施している企業が最も多くなりました。このほか挙げら

れたのは、死亡率リスク（59％）、失効リスク（55％）、費用リ

スク（55％）、罹患率リスク（52％）でした。しかしながら、死亡 

率リスク（10％）、失効リスク（20％）、費用リスク（30％）、罹

患率リスク（10％）に関してストレステストを実施している小規

模企業は少数派で、これはおそらく、経営資源の不足による

ものと考えられます。

戦略リスクなどの他の要因についてストレステストを実施して

いる企業は17％でした。保険業界は全体として、戦略リスク

やオペレーショナルリスクを管理することが重要であるとの意

識が高く、各社ともこうしたリスクを確実に測定・管理する方

法について熟慮しています。
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業界特集：資産運用

資産運用セクターは、企業規模、組織構造、商品ポートフォリ

オ、対象顧客が多岐にわたる企業で構成されています。こうし

た企業は顧客の投資目標や、それ以上の実績を達成しよう

と、顧客対応、投資目標、リスク許容度の設定、顧客の金融

資産管理において基本的なプロセスを共有しています。こうし

た共通の投資管理プロセスを実行するため、資産運用会社は

たいてい一連のアプローチを採用しています。

受託者である資産運用会社は基本的には、顧客の金融資産

の守護者であり、自身の利益よりも顧客の利益を優先させる

責任があります。顧客には、知識が豊富な金融会社から金融

知識の乏しい個人まで幅広いため、資産運用会社が管理す

べきリスクは複雑であり、個々の戦略に応じてリスクマネジ

メントの優先事項が採用されています。

サーベイでは、資産運用業務でリスクを管理するうえで生じる

一連の課題が自社にとってどれくらい難しいかを尋ねました。

「極めて難しい」「非常に難しい」課題として最も多く挙げられた

のは、ITシステムとデータに関わるものでした。例えば、ITアプ

リケーションとシステム（2014年の55％から50％に低下）、

データの管理と可用性（2014年の42％から36％に低下）61な

どです（図16）。 

サーベイの結果が示す通り、資産運用会社がリスクを管理す

るうえで生じる課題とリーディングプラクティスの起点はデータ

とテクノロジーにあります。総合的なオペレーティングシステ

ム・アーキテクチャ内で動作する複数のアプリケーションにお

いてデータが複製され重複するために、「確実なデータソース

（golden source）」を確立し維持することは容易ではありま 
せん。多くの企業は、システムアーキテクチャ内におけるデー

タの多様性をうまく管理するのに四苦八苦しています。その結

果、資産運用会社の効果的なリスクマネジメントに不可欠の

自動検証に対する信頼感が往々にして低下しています。

こうした問題を解決するにはまず、データを組織の貴重な資産

とみなさなければなりません。第一のステップはデータソース

や用途などを明記した、広範なデータディクショナリを構築す

ることですが、多くの資産運用会社はこれを行っていません。

もう一つのリーディングプラクティスはデータガバナンス委員会

を正式に設立し、データ要件の一覧作成やデータディクショナ

リの構築について責任をもたせることがあります。こうした要

素を導入した段階でデータモデルを作成し、データの利用や

自組織に送信されたり自組織を通過したりするデータの流れ

を追跡すべきです。こうした措置を講じたら、リスクマネジメント

テクノロジーのインフラを自社の状況に適応させるとともに、新

しいリスクマネジメント機能の一つひとつに対応するためにテ

クノロジーアーキテクチャを一層複雑にするのではなく、むしろ

合理化することに着手できます。データをリスクマネジメントに

おける不可欠の資産とみなし、データガバナンスの総合的な

枠組みを拡充すれば、企業は主要リスクのマネジメントを高め

る絶好の機会を実現できます。

自社の資産運用業務でリスクを管理するために高度なプログ

ラムを整備しており、難易度が比較的低い分野として回答者

が挙げたのは経営資源の確保（2014年の33％から25％に低

下）、投資リスクの管理とポートフォリオ組成リスクに対する影

響管理（25％）62、リスクガバナンス（2014年24％の19％に低

下）でした。

自社の資産運用業務において「極めて難しい」「非常に難し

い」課題として、リスクガバナンスを挙げた企業が比較的少数

派だったのは明るい材料です。優れたリスクガバナンスがリス

クマネジメントを支える柱であることを踏まえると、リスクガバ

ナンスの向上は戦略的優先事項とすべきであり、規制当局も
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図16 貴社の資産運用業務でリスクを管理するうえで、以下の各項目はどの程度難しいですか？ 
母集団：資産運用サービスを提供している企業

数値は、「極めて難しい」「非常に難しい」と回答した企業の割合を合算したもの

ITアプリケーションとシステム 

信用リスクと流動性リスクの管理、およびポート

フォリオ組成リスクに対する影響の管理

リスクの透明化と外部サービスプロバイダーの監督

効果的なプロセスレベルのコントロール

（解析、レポーティング等）

経営資源の確保

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.com 

ガバナンスの実務を次第にレビューするようになっています。

資産運用会社で導入されているリスクガバナンスの手法に

は、リスクの体系化、報告、統制、低減に対するその企業の戦

略的アプローチが表れます。三つの防衛線において企業がリ

スクを管理し報告するために行うことは意識的に行うにせよ無

意識的に行うにせよ、すべてリスクガバナンスに該当します。

リスクガバナンスは以下につながります。

• リスクマネジメントの枠組み

• リスクデータの一貫した捕捉、測定、報告

• 自社全体におけるリスクの理解向上

リスクマネジメントの枠組みにおいて優れたガバナンスの実務

を行っていれば高いリスクを特定できるため、最大のリスクが生

じる分野においてリスク低減の取り組みに優先的に取り組むこ

とができます。リーディングプラクティスでは、第一および第二の

防衛線で各リスクに対して明確に責任者を選任・特定します。

最後に、ガバナンスにおいてリスクの報告を行えば、全社的に 

リスクを俯瞰できるため、リスクの統制手続きの有効性やコン

プライアンスの全体的な状況を評価する際の明確な基盤とな

ります。

最大の課題をもたらすリスク

回答者に向こう2年間を見通してもらい、自社の資産運用業

務に最大の課題をもたらすリスクタイプを3つ挙げてもらった

ところ、規制／コンプライアンス（81％）が最大の課題をもたら

す上位3つのリスクとして最も多くなりました。規制／コンプラ

イアンスは常に不安定で、堅牢なコンプライアンスリスクのマ

ネジメントプログラムが必要となります。資産運用会社は複数

の規制当局が絡む法域の監督を受けることが多いため、規

制コンプライアンスは特に難しくなる場合があります。

米国で大幅に変更された規制には、報告の近代化、流動性

リスクの管理、デリバティブの使用があります。

50% 
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25% 

25% 

25% 

25% 

19% 

投資リスクの管理とポートフォリオ組成リスク

に対する影響管理

規制のコンプライアンス

データの管理と可用性

リスクガバナンス
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さらに、デリバティブの使用に関しては世界的に規制が増える

傾向にあります。例えば、カナダでデリバティブの使用に関す

る報告が義務付けられているほか、香港金融管理局の市場

改革、欧州市場インフラ規制（EMIR）などがあります。こうした

規制の全体的な方向性にはかなり一貫性があるものの、国ご

とに異なる規制要件に遅れずに対応することは、様々な地域

で事業を展開する企業にとって一層難しくなっています。

今後2年間におけるリスクの上位3つの中で2番目に多かった

のは投資リスク（72％）であり、ここにはポートフォリオ組成リ

スク、信用リスク、市場リスク、流動性リスクも含まれます。こ

こ数年間における投資家の行動や期待値の変化、新しい規

制、テクノロジーの進化を受けて、資産運用業界は営業利益

率の低下に直面してきました。こうした課題は、すでに老朽化

しつつある投資リスクの管理インフラ（すなわち、人材、プロセ

ス、テクノロジー、データ、ガバナンス、企業文化）に負担と

なっています。その結果、資産運用会社では、日常的に遭遇

する事業上のニーズに対応するうえで、インフラの効率と効果

を高めなければならないという圧力が増大しています。

投資リスク、財務リスク、規制リスク、オペレーショナルリスク、

風評リスクの管理において、多くの企業で重要な役割を果たし

ているのは、投資コンプライアンスマネジメント（ICM）部門で

す。ICMの有力なプログラムは、急速に変化する市場状況、

新しい規制要件、移ろいやすい投資家行動に対する万全の

業務体制の整備や組織的な対応を促します。これらのリスク

マネジメント領域における成果は、顧客の投資目的と指針に

応じて顧客の資産を運用するとともに規制要件を遵守し、株

主などのステークホルダーのために業務成果を上げようと業

界が全力を挙げて取り組んでいることに反映されています。し

かし、厳しいコスト環境下ではICMインフラへの投資は他の 
インフラ投資よりも優先順位が劣る可能性があります。

業界に対する圧力は今後も増大しかねず、規制の動きや投

資家行動の変化を受けて新規顧客の獲得競争は特に激しさ

を増すでしょう。現行の能力を強化し、ICMの戦略的重要性を 

重視すれば、こうした圧力に対処するうえで直接的、間接的な

便益が得られます。

ICMプロセスの効率性、有効性、拡張性を高めるために資産

運用会社の経営幹部が検討すべき重要な点には、以下など

があります。

• 顧客との契約、規制要件、自社の目標を踏まえて改善点

を特定するため、現行のオペレーティングモデルと自社の

ICM部門の組織設計を評価する

• ICMの費用、ならびに商品と顧客の収益性に対するその

影響を分類・算定する

• 現行の組織設計やインフラの状況が経営資源のキャパシ

ティに対して及ぼす影響を理解する

• ユーザー拒否や統制不備の事例を増やすICMプロセスの

非効率性を特定する

• データ品質、システム機能に対処して、新しい規制要件や

ますます複雑になる顧客の指針を実現する

• 費用を管理し、対象分野に関する知識を得て業務効率を

高めるため、アウトソーシングの機会を模索する

ICMを戦略的優先事項とすることは、顧客の要求や規制要件

に対応するうえで役立つだけでなく、資産運用会社の競争力

と収益性の向上も後押しします。

最近ではサイバーセキュリティや流動性リスクに注目が集まっ

ていますが、自社の資産運用業務に最大の課題をもたらすリ

スクとしてこれらを上位に挙げた企業は比較的少なくなりまし

た。向こう2年間で最大の課題をもたらす3つのリスクとしてサ

イバーセキュリティを挙げた企業はわずか28％、流動性リスク

は22％に留まりました。 

投資リスクの監督

企業は、投資リスクの監督責任を有する個人（一名または複数

名）に幅広い責任を課していると回答しており、そのうち最も
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一般的な責務は投資リスクに係る投資ガイドラインの遵守状

況の監視（86％）、投資リスクマネジメントの枠組み、手法、基

準、方針、限度の策定と実施（78％）、ガバナンス、手法、報告

等、ストレステストの実施プロセスの管理（72％）、投資リスク

マネジメントの監督責任をもつガバナンス委員会との定期会

議（72％）でした。 

投資リスクマネジメントの監督責任をもつ個人に課されること

が最も少ないのは、リスクや関連モデルのバックテストの実施

（58％）、ポートフォリオ管理部門とは別に、個別のリスクテクノ

ロジーを活用したリスク解析（56％）、リスクプロファイルに影

響を与える日常の投資判断への情報提供（44％）でした。 

資産運用における流動性リスク

の管理
資産運用業界をはじめ、金融セクター全体において、規制当

局が流動性リスクの管理に一層注目するようになっています。

例えば米国ではSECが規制を変更し、オープンエンド型投資

信託に正式な流動性リスク管理プログラムの設立、流動性リ

スク管理プログラムの責任者の任命、純資産価額（NAV）に影

響を与えることなく、換金するために必要な日数に応じた資産

の分類を義務付けるほか、規制当局への報告や株主情報の

開示を求めることになります63。2015年12月、IOSCOは世界

の資産運用会社が流動性リスクの管理に利用できるツールに

関するレポートを公表し、2013年の流動性リスク管理原則に

加えて追加の指針を策定することを検討する意向を示しま

した64。 

しかしながら、投資リスクに係る流動性リスクの管理が自社に

重要な課題をもたらすと考えている回答者は比較的少なく、流

動性リスク管理に関する「極めて難しい」「非常に難しい」課題

として最も多かったのは、ファンド資産の流動性分類（31％）で

あり、営業日／暦日に基づくカテゴリーや、同じポジション内の 

複数の流動性レベルへの資産の分類時に使用する前提事項

の決定などが挙がりました。「極めて難しい」「非常に難しい」

課題として挙げられた点はこのほかにも幾つかありますが、そ

うした回答者の比率は約25％低くなりました。その中には、 
流動性の測定と継続的な監視を推進するために必要なシステ

ム／テクノロジーの対応力整備（25％）、ポートフォリオの流動

性の確認、監視、定期的な評価のために使用する流動性リス

ク管理業務の徹底（22％）、流動性に関する規制当局への報

告遵守（22％）があります。 

資産運用におけるオペレーショ

ナルリスクの管理
向こう2年間で自社に最大の課題をもたらすリスクを3つ選ん

でもらったところ、回答者の56％がオペレーショナルリスクを

挙げ、これが3番目に多いリスクとなりました。オペレーショナ

ルリスクの具体的な要素について尋ねると、増大するサイ

バーセキュリティリスク、データと情報システムの機密性、可

用性、完全性に対する影響への対処を「極めて難しい」「非常

に難しい」課題として挙げた企業は、資産運用サービスを提供

している企業のうち50％となり、最も重要な課題となりました

（「サイバーセキュリティリスク」のセクション参照）。

オペレーショナルリスクはあらゆる企業に存在していますが、

資産運用会社にとって難しいのは、オペレーショナルリスク管

理を適正な規模で実施することです。問題発生の前にオペ

レーショナルリスクを特定すれば、効果的な管理が可能です。

リスクマネジメント上における問題は、オペレーショナルリスク

を事前に特定することが難しく、顕在化する前にリスクを軽減

しても、その成果を数値化することが容易ではないことです。

このため、回答者の33％はオペレーショナルリスクの管理に

おいて、最も優先すべきリスクの対応に適切な経営資源を確

保することが「極めて難しい」「非常に難しい」課題であると答

えました。「やや難しい」も含めると86％に上ります。 
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予算上で十分な権限を得ることが難しい場合、多くの資産運

用会社でリスクマネジメントに対する取り組みに問題があるこ

とが示唆されます。障害の1つとして考えられるのは、リスクマ

ネジメントへの投資拡大によって得られる利点の数値化等、

費用対効果の明確化が往々にして難しいことです。

質の高いデータの取得も難しい問題であり、オペレーショナル

リスクの数値化のために信頼性の高いデータを整備し、リスク

に基づく意思決定を促すことが「極めて難しい」「非常に難し

い」との回答は33％に達しました。また、「やや難しい」との回

答も含めると89％に上りました。 

オペレーショナルリスクを管理するには、絶え間なく業務の変

革を図るのも1つの方法です。人材、プロセス、テクノロジーが

一新されるとオペレーショナルリスクの時計が実質的にリセッ

トされ、更新期間中に導入リスクやプロジェクトリスクが代わり

に生じます。逆に、長期間使用しているシステムをそのまま維

持する企業は自社の人材、プロセス、テクノロジーを体系立っ

てレビューして、オペレーショナルリスクを同様に低減しなけれ

ばなりません。

もっと複雑で最上位のエンタープライズシステムアーキテク

チャを利用している企業では、レビューによってオペレーショナ

ルリスクを低減することが特に難しくなります。最上位のアー

キテクチャは、一層多くのオペレーショナルリスクを伴います。

なぜなら、多くのアプリケーション間で更新スケジュールの調

整が不十分な傾向があるほか、こうしたアプローチでは独自

の特徴的なインターフェースを取る可能性があります。

オペレーショナルリスクを一歩先んじて管理すると、明白と

なっている利点を超えるメリットが得られます。言い古された

言葉通り「壊れていないなら、直さない」という姿勢を取れば、

先取的なオペレーショナルリスクの管理で得られる利点を逃

すことになります。オペレーションに問題が生じて顧客、業務

あるいは財務に影響が出てからようやく、オペレーショナルリ

スクの管理に投資し始めるといった対応は避けるべきです。

オペレーショナルリスクを効果的に管理する企業には、他のメ

リットもあります。人材、プロセス、テクノロジーのレビューで微

調整を加えて潜在的なオペレーショナルリスクに対応すれば、

効率性の向上につながります。社員を訓練すればオペレー

ショナルリスクの低減につながるほか、士気や社員の離職防

止、イノベーションの向上も図れます。プロセスをレビューして

オペレーショナルリスクを低減すれば、タイミングやスループッ

トを改善できる可能性もあります。オペレーショナルリスクを

管理する目的でアプリケーションやインターフェースをレビュー

する場合には、その過程で、ハードウェアの改良から保守計

画の調整まで、幅広い改善点が突き止められる可能性もあり

ます。

オペレーショナルリスクに関わる課題のうち、自社の資産運用

業務で「極めて難しい」「非常に難しい」課題として多くの回答

者が挙げた最後の点は、新規事業計画に伴うオペレーショナ

ルリスクの理解と管理（33％）でした。企業が新規事業に乗り

出す際に特に顕著なリスクには、顧客体験の点でも業務上の

点でも、営業プロセスから始まるクライアントオンボーディング

があります。顧客の第一印象はこの段階で形成され、業務に

関わる専門性もその第一印象の一部に入ります。オンボー

ディングプロセスに適切な専門人員を配置しておけば、見込

み顧客に明快かつ簡潔な対応ができるだけでなく、初日から

オペレーショナルエクセレンスに向かうことができます。逆にク

ライアントオンボーディングでつまずくと、不適切なポートフォリ

オ運用指針や不正確な文書、業務の非効率といった潜在的リ

スクに資産運用会社がさらされます。

こうしたオペレーショナルリスクの管理におけるリーディングプ

ラクティスには、以下等があります。

• 文書化、レビュー、承認に関して正式な方針と手順を整備

する

• 投資コンプライアンスの手順を策定し、業務承認時の影響

を評価する

• ファンドの受け入れまたは取引前にポートフォリオの管理

指針を検証する

• オンボーディングプロセスを管理・追跡するためにワークフ

ロー管理ツールを利用する

オペレーショナルバリューチェーンの初期段階でリーディング

プラクティスを実行しておけば、資産運用会社は、プロセスの

初期段階がうまくいかない場合に起こり得る誤謬の増大を回

避でき、顧客との関係初期において潜在的顧客にオペレー

ショナルエクセレンスを実証できることになります。

規制当局が企業文化やコンダクトを以前より重視しているこ

とを受け、資産運用会社は利益相反の可能性も低減しようと
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しています。利益相反は、幅広い資産運用会社において多種

多様な形で生じます。個人向け商品を提供する資産運用会社

では、販売や仲介業者に対する報酬・手数料に規制当局の注

目が集まっています。プライベートエクイティ（PE）会社などの

高度な知識を有する投資家にサービスを提供する資産運用

会社においては、利益相反ははるかに複雑です。PEにおいて

特に重要な相反は費用をファンドに課す（投資パフォーマンス

に影響が出る）か、あるいはゼネラルパートナーに課す（PE会

社の収益性に影響が出る）かです。

個人向けの資産運用で規制当局が介入するとすれば、その

目的は消費者保護です。PEといった機関投資家向けでは、リ

ミテッドパートナーが個別またはILPA（Institutional Limited 
Partners Association）といった組織を通じて購買力を行使し

ているため、その傾向はあまりありません。いずれにおいて

も、利益相反から生じるリスクは趣が非常に異なるとはいえ、

資産運用会社にとってリスクであることに変わりありません。

拡張エンタープライズリスク

資産運用会社の4分の3以上が、リスクの透明化と外部の

サービスプロバイダーの監督を難しいとみなしており、そのう

ち「極めて難しい」「非常に難しい」との回答は25％となりまし

た。これに対して、2014年にこの点を「極めて難しい」「非常に

難しい」課題として挙げた回答者は41％でした。向こう2年間

で自社の資産運用業務において最大の課題を3つ挙げても

らったところ、資産運用会社の31％が第三者リスクを挙げま 
した。

資産運用会社は、ほとんどを社内で対応している場合から全

面的にアウトソースしている場合まで、幅広いオペレーション

モデルを採用しています。ほとんどを社内で対応している企業

ですら、様々なサービスで外部ベンダーを活用しています。こ

うしたベンダーは往々にして別のベンダーに業務を再委託し、

そのベンダーがまた別のベンダーに委託するといったことになり

がちです。こうした関係の薄い当事者で何らかのリスクイベントが 

生じて問題が起きたとしても、責任を問われるのは依然とし

て資産運用会社です。取締役会や投資家、規制当局は次第

に、資産運用会社が直面する拡張エンタープライズリスクに

注目するようになっており、そうしたリスクには以下などがあ

ります。

• 事業の一時停止

• 個人を特定できる情報の流出または想定外の漏洩

• 知的財産の漏洩

• 規制違反（投資コンプライアンス、マネーロンダリング対策

または情報開示）

• 第三者の信用リスク

• サービス障害

効果的なリスク低減策の要素の1つに、重要なサービスにお

いて万一に備えた代替プロバイダーを確保しておくことがあり

ます。拡張エンタープライズリスクモデルにおいては、リスク

プロファイルが異なる代替サプライヤーを確保することが不

可欠です。代替サプライヤーが現行サプライヤーと同一地域

に所在していたり、重要なサービスに関して同一プロバイ

ダーを起用していたりすれば、サプライヤーの特性の多様化

を図るよりも効果がはるかに劣ります。

第三者リスクの管理には、自社と第三者との関係性から生じ

るリスクをレビューする監視プログラムを継続的に実践してい

なければなりません。調査回答者は、資産運用業務における

第三者との関係性に応じて、こうしたベンダー／サービスプロ

バイダーを継続的または年に3～4回モニタリングしていると

答えています。資産運用会社が継続的または年に3回以上モ

ニタリングする外部ベンダーのタイプとして上位に挙がったの

はプライシングベンダー（56％）とカストディアン（54％）でし

た。こうした頻度でモニタリングを受ける可能性が最も低い

ベンダーのタイプは、 参照データプロバイダー（27％）と臨時

スタッフ（35％）でした。こうした第三者は年に1～2回モニタ 
リングを受けることが多く、臨時スタッフではこの割合が

35％、参照データプロバイダーでは27％になりました。 
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主要なリスクの管理

自社のリスクマネジメントを総合的に評価してもらったところ、

「極めて効果的」「非常に効果的」との回答が69％に達しまし

た。自社のリスクマネジメントが「極めて効果的」「非常に効果

的」と高く評価する回答が多かったのは米国／カナダ（89 ％）

であり、これに対して欧州は65％、アジア太平洋地域は

65％、中南米は63％でした。 

「極めて効果的」「非常に効果的」との回答が多かったのは従

来型のリスクに関するもので、流動性リスク（84％）、アンダー

ライティング／準備金の積み立てリスク（83％）、信用リスク

（83％）、ALMリスク（82％）、投資リスク（80％）、市場リスク

（79％）となりました。こうしたリスクは長年、規制当局の注目

を集めてきており、企業は規制要件の遵守において経験を

積んできました。有効な手法や解析法が備わり、関連データも

入手可能であるために、こうしたリスクに係るリスクマネジメン

トプログラムはより進展しています。

金融機関がかねてからオペレーショナルリスクを管理している

とはいえ、自社のオペレーショナルリスクの管理が「極めて効

果的」「非常に効果的」との回答は51％と従来型のリスクを下

回りました。オペレーショナルリスクのモデル、リスク評価、統

制に伴う課題に留まらず、多くの企業はオペレーショナルリス

クの管理プログラムで得られる成果の評価にも力を入れてい

ます。

もっと新しいリスクタイプについては規制当局の期待が明確性

を欠いており、金融機関が利用できる手法や解析法、システ

ムがまだ十分に発達していないほか、関連データの入手が

進んでいないために、管理が一層難しくなっています。さらに、

こうした新しいタイプのリスクはたいてい、本質的に管理が難

しいものです。例えばサイバーセキュリティリスクでは、システ

ムに不正侵入されたとしても金融機関は検知できず、たとえで

きたとしても侵入されてからずっと後になることが多々あり

ます。

調査回答者は、新しいタイプのリスクに対する自社の管理

が不十分であると見なしており、サイバーセキュリティリスク 

（42％）、モデルリスク（40％）、第三者リスク（37％）、データの

完全性リスク（32％）、地政学リスク（28％）となりました。 

モデルリスクはここ数年、かなり注目を集めてきたため、この

種のリスクマネジメントにおいて自社が「極めて効果的」「非常

に効果的」との回答がわずか40％に留まったのはやや意外で

した。米国では、規制当局が期待していることは明確化されて

います。例えばFRBは2011年に指針SR 11-7を、それ以前に

は指針OCC 2000-16を公表しています。米国以外では、規制

当局の期待値は米国ほど明確になってはいませんが、規制

当局のこの分野における期待値は高まっています。モデルリ

スクの管理には、高水準の数学スキルを備えるだけに留まら

ず、銀行などの金融機関において金融モデルがどのように機

能しているかを習得している専門人材を起用する必要があり

ます。こうしたスキルセットを有する専門人員の獲得競争が激

しくなっているため、これは容易ではありません。

自社のサイバーセキュリティリスクの管理が「極めて効果的」

「非常に効果的」との回答は銀行で多く（49％）、これに対して

資産運用会社は41％、保険会社は38％となりました。銀行の

監督当局は、サイバーセキュリティに対してこれまで以上に注

目しています。

回答者に向こう2年間を見越してもらい、自社事業にとって重

要性が最も高まると思われるリスクを3つ挙げてもらいました。

上位3つのリスクで最も多かったのはサイバーセキュリティリス

ク（41％）でした。重要性が高まりそうな上位3つのリスクとして

サイバーセキュリティリスクを挙げた回答者の割合は2014年

時点とほぼ同等でしたが、重要性が高まりそうなリスクの筆頭

に挙げた回答者は2014年の12％に対して18％に上りました。 

上位3つのリスクで2番目に多かったのは規制／コンプライ 
アンスリスク（36％）であり、これをリスクの筆頭に挙げた回答

者は9％でした。これらの割合は2014年当時よりも減少してお

り、2014年時点では、重要性が高まりそうな上位3つのリスクの 
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1つに規制／コンプライアンスリスクを挙げた回答者が51％、

筆頭に挙げた回答者が20％に達していました。これは、世界

的な金融危機から数年間、根本的な規制改革が進められてき

たことを反映している可能性もありますが、そのペースは鈍化

もしくは転換点に差し掛かっているようです。

2014年と同様、3番目と4番目に挙げられたのは信用リスク

（上位3つの1つに挙げた回答者は32％、筆頭に挙げた回答

者は16％）と戦略リスク（上位3つの1つに挙げた回答者は

32％、筆頭に挙げた回答者は17％）でした。規制の先行きが

以前にも増して不透明であり、多くの先進国の政治動向が不

確実であるほか、フィンテック企業との競争激化を受けて、戦

略リスクは高まっている可能性があります。金融機関が特に

注視しているのは自己資本規制の影響であり、これは、金融

機関がみずから進出した事業に影響をもたらす可能性があり

ます。金融機関は今後、戦略リスクの識別を今まで以上に頻

繁にレビューし、経営陣が事業の一時停止の可能性にもっと

注意を払わなければならないかもしれません。

米国／カナダの回答者では、今後、重要性が高まりそうな上

位3つのリスクとして信用リスクを挙げる人（11％）が少なく

なったのに対し、欧州（23％）やアジア太平洋地域（48％）、中

南米（50％）では、信用リスクが先々重視されるとの回答が米

国／カナダを大きく上回りました。こうした回答は、他の地域と

比較して米国とカナダの経済力が大きいことを反映している可

能性があります。

地政学的な不透明性

サーベイの実施時期は、EU離脱を問う英国の国民投票や米

国の大統領選挙など、多くの国々における政治動向を受け

て、将来のグローバリゼーションや貿易に関する不透明性が

高まった時期でした。こうした動きがあったために、地政学リス

クの測定と評価がいつにも増して難しくなりました。自社の地

政学リスク管理が「極めて効果的」「非常に効果的」との回答

者比率が2014年の47％から2016年はわずか28％に低下し

た原因は、以上の状況で説明できるかもしれません。

「当社は地政学的な変化を予測

しようとするよりも、どんな結果と

なっても対応できるようにただ

万全を期しています」
— 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス会社のリスク担当上級幹部 

複数国が通商協定の見直しを提案していることが自社の直

面するリスクに及ぼす潜在的な影響について回答者に尋ね

たところ、回答が分かれました。（自社の直面するリスクが大

幅に高まるとの回答はわずか6％に留まったものの）、リスク

が高まるとの回答が48％に上ったのに対して、何ら影響を受

けないとの回答は49％でした。リスクの高まりを予期している

幹部は欧州で多く、68％がリスクの上昇を予測し、そのうち

16％はリスクが大幅に上昇するとみています。しかしながら

米国／カナダでは、通商協定の見直し提言でリスクには何ら

影響が出ないとの回答が89％に上り、リスクの上昇を予想し

ている回答者はわずか11％となりました。 

信用リスク

世界の多くの市場で経済が比較的低調であるため、信用リス

クの管理は金融機関にとって大きな課題です。向こう2年間

において信用リスクの管理がどのくらい難しいかを尋ねたとこ

ろ、「極めて難しい」「非常に難しい」分野として最も多かった

のは担保のバリュエーション（38％）、商業不動産（33％）、無

担保融資（33％）、住宅ローン／ホームエクイティローン

（30％）となりました。担保のバリュエーションと商業不動産に

関わる問題は関連性があり、規制当局は商業不動産で生じ

うる課題について物件種別に応じて協議しています。

信用リスクを管理するうえで「極めて難しい」「非常に難しい」

課題として商業不動産を挙げる回答者は米国／カナダ

（67％）の金融機関で多く、欧州（38％）やアジア太平洋地域

（24％）、中南米（29％）を上回りました。 



グローバル リスクマネジメント サーベイ 第10版 

48 

その一方で、住宅ローン／ホームエクイティローンが「極めて

難しい」「非常に難しい」との回答では、欧州（53％）が米国／

カナダ（33％）、アジア太平洋地域（12％）、中南米（29％）を

上回りました。また、無担保融資では、米国／カナダ（17％）、

アジア太平洋地域（24％）、中南米（29％）よりも欧州（44％）

で「極めて難しい」「非常に難しい」と考えられています。資産

規模別では、大規模機関（53％）のほうが商業不動産を「極め

て難しい」「非常に難しい」と認識する傾向が強く、中規模企業

（15％）や小規模企業（38％）を上回りました。 

近年の原油価格の低下を受けて規制当局は現在も原油や天

然ガス関連の融資に対して懸念を示しているものの、資源へ

の依存度が高い国や組織に対する融資を管理することは今

後2年間「やや難しい」「非常に難しい」との回答は26％に留ま

りました。

用いられている現行の信用リスク測定手法には活用できるか

もしれない要素があります。自社の現行信用リスク管理手法

が新しいCECLモデルと全面的あるいはほぼ全面的に整合し

ているとの回答がわずか26％に留まったのに対し、ある程度

しか整合していないとの回答は41％、ほとんど整合していな

い、またはまったく整合していないとの回答は33％となりまし

た。IFRS第9号に関しても同様で、現行の信用リスク管理手法

がIFRS第9号の新しい手法に全面的またはほぼ全面的に整

合しているとの回答は38％、ある程度しか整合していないとの

回答は40％、ほとんど整合していない、またはまったく整合し

ていないとの回答は23％となりました。 

FASBのCECL基準は米国の銀行、貯蓄組合、信用金庫、金

融持ち株会社のすべてに適用されます。予想損失を貸出金の

残存期間にわたって予測し、「合理的で裏付け可能な予測」を

織り込むことは、モデル化の問題に留まりません。各社ともに

より多くの判断や前提事項に関する根拠を適用し文書化する

ことが必要になります。導入段階が終了しても、金融機関にお

いては万全のガバナンスと報告プロセスが不可欠です。

市場リスク

市場リスクは従来型のリスクタイプであり、たいていの金融機

関ではこの分野のリスクを管理する手法や方針が高度化し

ています。そのため、市場リスク管理に関わる様々な課題が

米国財務会計基準審議会（FASB）の現在予想信用損失

（CECL）モデルや国際財務報告基準（IFRS）第9号の下で導

入されつつある新しい減損規定を遵守するには、まだやるべ

きことが山積みであるとの回答が寄せられました65。CECLと
IFRS第9号の目的はどちらも、信用損失の認識の遅れに対応

することです。信用損失の認識の遅れは、貸出金およびリー

ス債権の貸倒引当金（ALLL）に関する現行の発生損失会計

指針の問題点と認識されています。これに対してCECLと
IFRS第9号は会計基準を改定し、発生損失モデルから予想損

失モデルに変えています。CECLでは、「合理的で裏付け可能

な予測」をはじめ、その時点で入手可能な情報をすべて使用

して、貸出金の残存期間にわたって予想信用損失を予測する

ことが義務付けられることになります。IFRS第9号では、予想

損失をすべて直ちに認識することを求めていませんが、いず

れは予想信用損失を計上することを提案しています。

CECLとIFRS第9号は予想信用損失の会計処理における大き

な変更ですが、バーゼル委員会によって求められている自己

資本の計算や経済資本、ストレステスト（CCAR/DFAST）で 

いずれの会計基準においても、地域によって大きな差が生じ

ました。自社の既存信用リスク管理手法が新しい減損モデル

と整合していると回答した比率では、米国／カナダと欧州の金

融機関のほうがはるかに高くなりました。例えば、米国／カナ

ダでは50％、欧州では69％の企業が、自社の信用リスク管理

手法が新しいIFRS第9号と全面的またはほぼ全面的に整合し

ていると回答したのに対し、アジア太平洋地域では12％、中

南米では14％となりました。また、CECLと全面的またはほぼ

全面的に整合しているとの回答は米国／カナダで50％だった

のに対し、欧州ではこの回答がわずか33％に留まりました。 
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「非常に難しい」と認識する企業は比較的少数に留まりまし

た。トレーディング勘定の市場リスク管理に関わる課題のう

ち、回答者が向こう2年間で「極めて難しい」「非常に難しい」課

題になると特に予測していたのは、市場リスクの最低所要自

己資本に対するバーゼル委員会の改定基準の遵守（31％）で

あり、複数のポートフォリオや事業領域にまたがって一貫して

市場リスクの算定結果を集約すること（24％）や市場リスク管

理と全体的なERMプログラムとの整合（23％）が続きました。 

バーゼル委員会は2016年1月、トレーディング勘定の抜本的

改定（FRTB）から派生した、市場リスクの最低所要自己資本

の最終的な枠組みを発表しました。この枠組みへの対応準備

は、米国やカナダより欧州の銀行で進んでいます。これは

サーベイにも反映されており、市場リスクの最低所要自己資

本に関するバーゼル委員会の改定基準遵守が「極めて難し

い」「非常に難しい」との回答は欧州（22％）よりも、米国／カナ

ダ（38％）で多くなりました。 

流動性リスク

世界的な金融危機以降、規制当局と金融機関は流動性リスク

の管理を非常に注視しており、この領域において金融機関の

対応が進んだように見受けられます。バーゼルIIIで安定調達

比率（NSFR）と流動性カバレッジ比率（LCR）が導入されたほ

か、バーゼル委員会が総損失吸収能力（TLAC）のグローバ

ルなシステム上重要な銀行（G-SIB）への義務付けを提案して

おり、流動性ストレステストを実施する企業が増えています。

向こう2年間で流動性リスク管理の様々な面が「極めて難し

い」「非常に難しい」課題になると予測する回答者は比較的少

数に留まりましたが、一部では、2014年から回答比率が伸び

た分野もあります。これは、一部の金融機関が流動性リスク

マネジメントを検討する初期段階にあった、あるいは、流動性

リスクマネジメントの難しさを大幅に過小評価していたためで

あることを示唆しています。向こう2年間で流動性リスクの管

理で「極めて難しい」「非常に難しい」課題になるとの回答が

最も多かったのは、キャッシュフローの予測と報告機能への

投資（2014年の22％から32％に上昇）、流動性の使用状況

をデイリーベースで全社的に管理すること（23％から31％に

上昇）、流動性バッファーの費用を自社内で配分すること

（31％）66となりました（図17）。また、回答者の26％は、正確

な流動性リスクデータを十分かつ迅速に入手することが自社

にとって向こう2年間「極めて難しい」「非常に難しい」課題に

なると回答しました。

各社はバーゼルIIIの流動性要件を遵守するために対応手順

を整備したようであり、この要件が2014年と比べて「極めて難

しい」「非常に難しい」課題と見なされる割合は低くなりまし

た。バーゼルIIIのLCR遵守に向けたオペレーションなどの機

能への投資は31％から23％に低下し、バーゼルIIIのNSFR
遵守に向けたオペレーションなどの機能への投資は40％か

ら23％に低下しました。 

ALM 
ALMに関する課題のうち、「極めて難しい」「非常に難しい」と

の 回 答 が 最 も 多 か っ た の は 、 銀 行 勘 定 の 金 利 リ ス ク

（IRRBB）と信用リスクのモデルを銀行勘定内で統合しストレ

スシナリオに織り込むこと（34％）、金利やバランスシートの

変化に伴う純金利収入への影響を動的にモデル化すること

（29％）、資産や流動性に関する正確なデータを十分かつ迅

速に入手すること（28％）となりました。 

オペレーショナルリスク

バーゼル委員会をはじめ、規制当局は長年、オペレーショナ

ルリスクを注視してきました。

資産1,000億ドルを超える金融機関では、バーゼル委員会の

市場リスクの最終枠組み遵守が「極めて難しい」「非常に難し

い」との回答が半数を超えました。これは主に、規模の大きい

金融機関ではトレーディング勘定が複雑であり遵守が煩雑に

なるためです。複数のポートフォリオや事業領域にまたがって

一貫して市場リスクデータの算定結果を集約することが「極め

て難しい」「非常に難しい」との回答はアジア太平洋地域

（29％）や中南米（29％）で多く、米国／カナダ（13％）と欧州

（14％）を上回りました。 
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図17 流動性リスクの管理において、以下の各事項は今後2年間、貴社にとってどの程度難しくなると予測していますか？ 
数値は、「極めて難しい」「非常に難しい」との回答者比率を合算したもの

キャッシュフローの予測と報告機能への投資

 

 

流動性ストレスシナリオの定量化

バーゼルIIIのNSFR遵守に向けたオペレーション

などの機能への投資

バーゼルIIIのLCR遵守に向けたオペレーション

などの機能への投資

緊急時調達計画の策定と検証

流動性リスクアペタイトの策定とその監視

その他の主要なバランスシート比率の管理

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

しかしながら、規制当局が金融機関に対して求めるオペレー

ショナルリスクの評価法が近く変更される可能性があります。

2016年3月、バーゼル委員会はオペレーショナルリスクの算

定で内部モデルに基づく手法を用いれば「リスクアセットのば

らつきが過度に大きくなり、銀行によっては所要自己資本が不

十分となる」と述べて、内部モデルを廃止し単一の標準的手

法に切り替えることを提案しました67。 

規制当局がオペレーショナルリスクを注視しているため、金融

機関はこの分野で用いる手法の改善を図ってきました。オペ

レーショナルリスクは本来、測定と管理が難しく、今後も一層

重点的に取り組まれるはずです。オペレーショナルリスクの管

理では成熟した手法がかなり以前からあり、リスク評価に関し

て、自社のオペレーショナルリスクの管理手法が「極めて発達

している」「非常に発達している」との回答が大半を占めました

（63％）（図18）。 

このほか、回答者の3分の1以上が「極めて発達している」「非

常に発達している」と評価した手法は、内部の損失事象デー 
タ／データベース（45％）、リスクおよび資本モデル（36％）、シ

ナリオ分析（35％）でした。 

重要リスク指標（KRI）は他の手法に比べてあまり発達してお

らず、「極めて発達している」「非常に発達している」との回答

は30％でした。その一方で、KRIを整備している企業や拡充し

ている企業が増えています。有意義なKRIの割り出しが難し

く、一貫性のあるデータが入手できないこともあるため、こうし

た取り組みには絶えず課題が発生しています。

依然として開発途上にある手法が幾つかあり、その中には外

部の損失事象データ／データベース（19％）、原因事象分析

（16％）、スコアカード（12％）があります。この種のオペレー

ショナルリスク解析手法には十分に発達し広く認められている

手法がないため、多くの企業にとってなお課題になってい

ます。

32% 

31% 

31% 

27% 

26% 

24% 

23% 

23% 

20% 

15% 

14% 

正確な流動性リスクデータの十分かつ迅速な入手

流動性バッファーの費用の自社内における配分

流動性の使用状況をデイリーベースで

全社的に管理すること

信頼できる流動性ストレスシナリオ（システミックと企業固有）

の策定と文書化
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図18 貴社において、以下の各オペレーショナルリスクマネジメント手法はどの程度十分に開発されていますか？ 
数字は、「開発が極めて進んでいる」「非常に進んでいる」との回答者比率を合算したもの

リスク評価

内部の損失事象データ／データベース

リスクおよび資本モデル

シナリオ分析

重要リスク指標

外部の損失事象データ／データベース

原因事象分析

スコアカード 12% 

19% 

16% 

30% 

36% 

35% 

45% 

63% 

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

特定の種類のオペレーショナルリスクを、自社がどの程度効

果的に管理しているかを評価してもらったところ、より従来型

のリスクタイプに対しては「極めて効果的」「非常に効果的」と

の回答が多くなりました。例えば、規制コンプライアンスリスク

（64％）、法務リスク（62％）、税務リスク（58％）、不正行為リ

スク（46％）です。これに対して、より新しいリスクタイプに対し

ては自社の管理を高く評価する回答者が少なくなり、データの

完全性リスク（23％）、第三者リスク（26％）、サイバーセキュリ

ティリスク（32％）となりました。 

サードパーティーに関しては、無数のリスク（契約不履行、法

律違反および倫理に反する行為、情報漏洩、知的財産の流

出、災害・インフラ障害時における業務停止など）が伴いま

す。多くの金融機関は近年、コスト削減に向けて業務のアウト

ソーシングを進めてきましたが、ベンダーやサービスプロバイ

ダーが金融機関の直接管理下にあるわけではないため、こう

したリスクの管理には特殊な課題が生じます。しかしながら、

関わるリスクは多大であり、財務損失や風評被害をもたらす

可能性もあります。

規制当局は、サードパーティーによって生じるリスクを管理す

る責任が金融機関にあると明確にしています。例えば2013年

には、OCCがサードパーティーとの関係に起因するリスク管

理について指針を発表し、「業務が安全かつ健全な方法で行

われ、なおかつ適用法に準拠するように徹底する責任は銀行

の取締役会および上級幹部にあり、銀行がサードパーティー

を活用していても、その責任は損なわれない」68ことを強く打ち

出しました。

特筆すべきは、サードパーティーの関わるリスクタイプに対し

て自社の管理が「極めて効果的」「非常に効果的」と認識して

いない回答者が大半を占めたことです。自社の第三者リスク

の管理が「極めて効果的」「非常に効果的」との回答が特に多

かったのは、財務リスク（47％）、契約リスク（46％）、業績およ

びオペレーションに関わるリスク（41％）、規制／コンプライ 
アンスリスク（40％）でした。自社の管理を効果的と考える回

答者が以上に挙げたリスクタイプより少なかったのは風評リス

ク（31％）、サイバーセキュリティリスクおよびデータ保護リスク

（27％）、復元性および継続性リスク（24％）でした（以下の「サ

イバーセキュリティリスク」のセクションを参照）。
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サイバーセキュリティリスク

数多くのセキュリティ侵害が広く報道されていることを受け、規

制当局や金融機関はサイバーセキュリティリスクに対する懸

念を募らせています。今後2年間で自社にとって最も重要性が

高まりそうなリスクタイプを挙げてもらったところ、サイバーセ

キュリティリスクとの回答が最も多く、上位3つのリスクの1つと

して挙げた回答者が41％、そのうちリスクの筆頭に挙げた回

答者は18％でした。 

デロイトのサーベイ結果は、ほとんどの金融機関において、こ

の分野でやるべきことが山積していることを示唆しています。

サイバーセキュリティリスクの管理において自社が「極めて効

果的」「非常に効果的」との回答はわずか32％であり、サード

パーティーとの関係におけるサイバーセキュリティリスクの自

社の管理を同じように高く評価した回答者はわずか27％で 
した。

予想できるかもしれませんが、具体的なサイバーセキュリティ

の脅威やリスクに関して自社の管理を高く評価する回答者は

やや少数に留まりました。最も高い評価を得た項目でも、自社

の管理が「極めて効果的」「非常に効果的」と回答した企業が

約半数に留まり、妨害型（disruptive）攻撃（51％）、財務損失 

または不正行為リスク（51％）、顧客に起因するサイバーセ

キュリティリスク（47％）、機密性の高いデータの損失（46％）

となりました。

他の種類のサイバーセキュリティリスクについて、自社の管理

が「極めて効果的」「非常に効果的」との回答はさらに少なく、

内部脅威（38％）、外部提携企業に起因するサイバーセキュ

リティリスク（35％）、国家（政府）の関与する脅威（35％）、熟

練のハクティビストからの脅威（33％）、破壊型（destructive）

攻撃（36％）となりました。 

サイバーセキュリティ上の課題

金融機関は、サイバー攻撃の脅威を管理するうえで多くの課

題に直面しています。「極めて難しい」「非常に難しい」課題の

筆頭に挙がったのは、変化するビジネスニーズの一歩先を行

くこと（66％）、高度の技術を有する攻撃者の脅威に対応する

こと（61％）でした（図9）。 

金融サービスをはじめ各業界でサイバー攻撃が増えているた

めに人材獲得が一層難しくなっており、熟練のサイバーセキュ

リティ要員の採用・確保が「極めて難しい」「非常に難しい」との

図19 貴社にとって、サイバーセキュリティリスクの管理に関わる以下の各項目はどの程度難しいですか？ 
数値は、「極めて難しい」「非常に難しい」との回答を合わせた比率

変化するビジネスニーズの一歩先を行くこと  

高度の技術を有する攻撃者の脅威への対応

熟練のサイバーセキュリティ要員の採用・確保

サイバーセキュリティプログラムの現状を示す

実行可能な指標の策定

複数年にわたる効果的なサイバーセキュリティリスク戦略の

策定と取締役会からの承認取得

サイバーセキュリティリスクにおける役割を

各ビジネスに理解してもらうこと

 

継続的な資金／投資の確保 

同業他社または業界団体との脅威情報の共有

各ビジネスの上級幹部および取締役会との

効果的なコミュニケーション

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

66% 

61% 

58% 

57% 

55% 

53% 

47% 

38% 

34% 

31% 

実行可能でほぼリアルタイムの脅威情報の入手
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「当社は、侵入テスト、シミュレー

ション、脆弱性評価の実施などで

外部関係者と協力してきました。

また、脅威の状況をリアルタイム

で監視し、新たに発生する攻撃

やリスクに瞬時に対応できるよ

う、セキュリティ対応センターも設

置しています」
— 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス企業のリスク担当上級幹部 

回答は58％に上りました。また、実行可能でほぼリアルタイム

の脅威情報の入手に対して同じように評価した回答者は57％

でした。

好材料としては、サイバーセキュリティに対する金融機関の取

り組みが社内サポートを得られている様子があります。組織

的なサポートに関する複数の項目では、「極めて難しい」「非

常に難しい」との回答はかなり少なく、継続的な資金／投資の

確保（38％）、同業他社または業界団体との脅威情報の共有

（34％）、各ビジネスの上級幹部および取締役会との効果的な

コミュニケーション（31％）となりました。これらの項目はいずれ

も、ほとんどの企業で適切な経営資源を投入し、上級幹部や

取締役会と問題点についてコミュニケーションし、他社や業界

団体との連携準備が整っていることを示しています。

サイバーセキュリティに対する取り組みに明らかにサポートが

得られているとはいえ、サイバーセキュリティをはじめとする技

術的なリスクタイプを監督できる十分な専門性を蓄積するうえ

で多くの取締役会は課題に直面しています。一部では、技術

的な専門性を補完するために外部の専門家を起用するといっ

た手法を採用している取締役会もあります。

サイバーセキュリティリスクを管理する有効なプログラム導

入において、複数の点でなお苦戦しているとの回答も多く

寄せられました。自社にとって「極めて難しい」「非常に難し

い」との回答が約半数に上ったのは、サイバーセキュリティプ

ログラムの現状を示す実行可能な指標の策定（55％）、複数

年にわたる効果的なサイバーセキュリティリスク戦略の策定

と取締役会からの承認取得（53％）、サイバーセキュリティリ

スクにおける役割を各ビジネスに理解してもらうこと（47％）と

なりました。

規制リスク

世界的な金融危機以降、金融機関が直面する規制上の課題

の多くは景気循環に関わるものというよりも、構造的なものに

なりつつあります。規制当局は近年の規制改革を維持したい

意向ですが、（EU離脱を決定した英国の国民投票や米国の

大統領選挙の結果等が示す通り）、欧米主要国では政治局

面が不透明であり、規制環境をめぐる不確実性が増大してい

ます。バーゼル委員会の追加提案のほか、米国ではドッド・フ

ランク法の適用規則の残り、欧州連合では資本要件規則・指

令が懸案事項のまま残っています。

規制改革が多大な影響を及ぼした領域には、リスクガバナン

スのより効果的な枠組みへの期待、自己資本や流動性規制

の引き上げ、事業活動の制約、消費者保護の強化、規制当

局への報告強化などがあります。規制当局は近年では、リス

クカルチャー／コンダクト、インセンティブ、内部統制の有効

性など、質的な面にも注目しています。

世界的な金融危機以降、数々の規制要件が導入されて新た

な要件や厳しい要件が課される中、現在の低収益環境も重

なり、ほとんどの金融機関は事業を展開する主要法域の規

制改革によって自社の戦略が多大な影響を受けたと回答し

ています。回答が最も多かったのは、コンプライアンスコスト

の増大（2014年の87％から79％に低下）、自己資本増強を

求める規制（2014年の62％から71％に上昇）でした（図20）。

コンプライアンスコストは業界全体で上昇しており、金融機関

はプロセスの合理化と効率向上に向けた取り組みを強化して

います。
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図20 以下の各項目が今後2年間において貴社に及ぼしうる影響について、貴社はどの程度憂慮していますか？ 
数値は、「極めて憂慮している」「非常に憂慮している」との回答を合算した比率

既存事業のコスト増大を招く基準や規制の厳格化

文書化義務付けおよびプログラムのコンプライアンス実証証拠に係る

費用の増大

公式・非公式の取締措置を講じる規制当局の意向の増大

調査における介入度・厳格度の上昇

採算性の高い事業が新たに制約・禁止される結果、ビジネスモデルや

法的構造の大幅な変化が必要になること

消費者保護規制の遵守に対する注目度の高まり

M&A計画に対する規制当局の監視強化 

出所：デロイトの分析 Deloitte University Press | dupress.deloitte.com 

例えば、ロボティクスプロセスオートメーション（RPA）の活用に

よるルーティンタスクの自動化などです。自己資本の増強を求

める規制が敷かれたことを受け、金融機関は所要自己資本の

最小化を目指して自社が参入・撤退する事業種目に大きな影

響が及びました。

新しい規制は金融機関の戦略に重要な影響を及ぼし、その影

響には例えば、特定の製品ライン／事業活動の調整（2014年

の60％から49％に低下）、流動性の高い水準での維持（2014
年と同じく36％）がありました。規制改革からは多大な影響を

受けなかったとの回答は、わずか5％でした。 

コンプライアンスコストの上昇に気づいたとの回答は米国／カ

ナダ（100％）や欧州（92％）で多く、アジア太平洋地域（65％）

や中南米（50％）を大幅に上回りました。 

向こう2年間を見越すと、監督当局および規制当局の多くのプロ

セスによって自社が影響を受けるのではないかと「極めて憂慮 

している」「非常に憂慮している」との回答は多く、既存事業の

コスト増大を招く基準や規制の厳格化（59％）や文書化義務

付けおよびプログラムのコンプライアンス実証証拠に係る費用

の増大（56％）が懸念事項の筆頭に挙がりました。規制当局

への報告義務付けの増加は規制当局への提出データの管

理、集約、向上を目指したものであり、金融機関でも注目され

ています。

このほか、大きな懸念事項として多くの金融機関が挙げた規

制関連の項目は、公式・非公式の取締措置を講じる規制当局

の意向の増大（42％）、調査における介入度・厳格度の上昇

（37％）、採算性の高い事業が新たに制約・禁止される結果、

ビジネスモデルや法的構造の大幅な変化が必要になること

（36％）でした。 

米国／カナダや欧州で規制当局の監視の目が厳しくなったこ

とを受け、向こう2年間で自社が受ける影響について懸念が高

まっています。例えば、既存事業のコスト増大を招く基準や規制

の厳格化を「極めて憂慮している」「非常に憂慮している」との 

59% 

56% 

42% 

37% 

36% 

34% 

24% 

7% 

システム上重要な金融機関（SIFI）への懸念 
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「当社がリスクマネジメントやコンプライアンスプログラムに投じた費

用を見ると、ここ7～8年で急増しています。そのため、規制遵守の費

用をどう管理するかが大きな課題の1つです」 
— 多角化が進んでいる 

大規模金融サービス会社のリスク担当上級幹部 

回答は米国／カナダ（78％）と欧州（84％）で多くなり、アジア太

平洋地域（26％）や中南米（38％）を上回りました。同様に、文

書化義務付けおよびプログラムのコンプライアンス実証証拠に

多くなりました。また、調査における介入度・厳格度の上昇に

ついて「極めて憂慮している」「非常に憂慮している」との回答

も米国／カナダ（78％）で多く、欧州（44％）、アジア太平洋地

域（13％）、中南米（25％）を上回りました。 係る費用の増大についても、米国／カナダ（67％）や欧州

（92％）のほうがアジア太平洋地域（22％）や中南米（38％）よりも 
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リスクマネジメント情報システム

およびテクノロジー

リスクデータの戦略とマネジメントを改善する取り組みを牽引

してきたのは主として、特定法域における規制当局の圧力で

した。データマート／ウェアハウスにおいて自社が「極めて効

果的」「非常に効果的」との回答がアジア太平洋地域でわず

か17％、中南米でゼロだったのに対し、米国／カナダで

44％、欧州で33％となったのは、北米と欧州の規制当局がこ

の分野を重視していることで説明できるでしょう。

自社のリスクマネジメント情報技術システムに関しては、ほ

とんどの回答者が大きく懸念を募らせていました。規制変更の

ペースを考慮した際に、「極めて憂慮している」「非常に憂慮し

ている」との回答が最も多かったのは、規制要件の変化に応じ

たリスクテクノロジーの適応可能性（52％）でした。このほかに

もITシステム関連で「極めて憂慮している」「非常に憂慮して 
いる」との回答が約半数に上ったのは、レガシーシステム 
と時代遅れのアーキテクチャまたは寿命を迎えつつある 

「データ面における当社取り組み

のほとんどは、報告義務付けの

新しい要件導入や強化をきっか

けに着手したものですが、今では

規制面だけに留まらず、顧客レ

ベルのデータと集計にも力を入

れ始めています。狙いは、プライ

シングに関する情報提供をよりよ

いものにし、収益性を明確に理

解することです。
— 大手地方銀行の 

エンタープライズリスクガバナンス責任者 

システム（51％）、緊急性のある単発の要請に対応できない

（49％）、現行システムの柔軟性が低く拡張できない（48％）、

システム間のインテグレーションが不十分（44％）でした。この

ようにシステム関連の問題に懸念が高まっていることを踏まえ

ると、フィンテックを活用して解決できる可能性があると考えら

れます。

一方で、回答者がここまで懸念を募らせていなかった点は、ト

レーディング勘定とバンキング勘定の集計不足（13％）、商品

クラスと資産クラスのカバー不足（22％）、複数の資産クラスに

またがるリスク計算の不足（25％）でした。 

リスクデータに関する戦略とそのマネジメントは多くの金融機  

関にとって長年にわたって重要な課題であり、この分野で自

社の対応が効果的であると評価している回答者はやや少数

に留まりました。自社が「極めて効果的」「非常に効果的」との

回答が特に多かった課題は、データガバナンス（26％）、デー

タマート／ウェアハウス（26％）、データ標準（25％）でした。こ

のほかの課題を同じように高く評価する回答者はさらに少 
なく、データの調達戦略（16％）、データプロセスアーキテク

チャ／ワークフローロジック（18％）、データの統制／検証

（18％）となりました。 
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結論

スクマネジメントプログラムは今後、ますます不確実性

を伴うでしょう。現在のような超低金利環境は長引くの

でしょうか、それとも、ようやく終わりを迎えようとして

いるのでしょうか。多くの国で高まる自由貿易協定への反対姿

勢は、経済的にどのような影響をもたらすのでしょうか。フィン

テックのスタートアップ企業は、伝統的なビジネスモデルに対し

てどのような破壊力をもたらすのでしょうか。

最も重要な不確実性はおそらく、規制の方向性に関わるもので

しょう。世界的な金融危機以降、金融機関は前例のない規制変

更の波にのまれ、規制当局の対応範囲が広がったほか、規制

要件が格段に厳格化されました。年を追うごとに、規制強化が

進む傾向にありました。リスクマネジメントプログラムにとって

は、エスカレートする規制要件を遵守する力と経営資源が潤沢

にあるのかどうかを自問しなければなりませんでした。

しかしながら、リスクマネジメント担当幹部が現在答えを出そう

としているのは、規制が絶えず強化される傾向に転換点が訪れ

て終焉を迎えつつあるのか、あるいは反転して一部で規制が後

退しようとしているのか、という問いです。

とはいえ、近年の猛スピードの新規制の導入ペースが続かない

としても、金融機関はリスクマネジメントプログラムの規模を

縮小しないのが賢明でしょう。規制変革のペースが鈍化する

のか、規制要件が減るのかどうかはまったく不透明です。リ

スクマネジメントへの投資を縮小すれば、新しい規制要件が

課された際に、自社の機能を容易に調整できないかもしれま

せん。また、新しい規制要件によって新常態（ニューノーマ

ル）や業界に対する新しい一連の期待値が生まれたことに気

づいた金融機関は多く、こうした金融機関はその状態を変え

たくないと思う可能性があります。

このように不確実性を伴う環境で金融機関は、規制の動向に

対して引き続き目を光らせ、規制の変更に素早く対応し、規

制を遵守し続ける力を蓄積するべきです。また、規制の方向

性に関する話し合いに積極的に関与することも検討すべき

です。

リスクマネジメントの今後の方向性が従来よりも不確実であ

るため、最も重要な教訓はおそらく、多くのリスクマネジメント

プログラムの敏捷性を高めなければならないと学び取ること

でしょう。今後リスクマネジメントプログラムは効果と効率を重

視するだけでなく、リスクマネジメントに関する新しい一連の

要求に対して柔軟に対応できるように敏捷性を習得すること

が同じくらい必要になります。

リ 
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文末脚注

1. 「リーディングプラクティス」という用語について。本書においては、業界の実務には「先進的（ leading）」から「後進的

（lagging）」まで、幅があるとみなしています。業界で行われている実務の中には、リーディングプラクティスとみなされるもの

があります。これらは一般に、その実務が優れた成果をもたらす可能性が高いことから、規制当局、業界の専門家、関係者

から一般に好意的に受け取られています。また、広く使われていることが確認されている一般的実務と目される手法もありま

す。位置付けが最も低いのが後進的実務で、これは通常、十分に発達していない手法であり、その成果は最適とは言えない

場合もあります。本書においてリーディングプラクティスとして示されている項目は、サーベイに対するフィードバックと関連機

関に関する編集者および寄稿者の経験に基づいています。

2. 本セクションの経済統計は国際通貨基金のWorld Economic Outlook（世界経済見通し、2016年10月）によるものです。

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf

3. 米 セ ン ト ル イ ス 地 区 連 銀 「 Return on average equity for all US banks 」 （ 2016 年 11 月 15 日 ）

https://fred.stlouisfed.org/series/USROE、国際通貨基金「Global financial stability report（国際金融安定性報告書）」

（2016年10月） http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2016/02/pdf/text.pdf
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