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銀行業におけるデータ問題への対応  

その困難の背景 

 

銀行業におけるデータ問題への対応 

多くの銀行は、膨大なデータを収集・管理し、その財務状態を規制当局と一般社会の双方

に正確に報告するという困難な課題に直面してきました。この問題は長年にわたり存在し

てきましたが、金融危機による信用の消失と市場の機能停止にともない急激に顕在化し

ました。金融危機後5年以上が経過し、この問題は過去に例がないほど重要度を増してい

ます。しかし、多くの金融会社はリスクデータ集計における問題の深刻さに対処しきれて

いません。進展が見られない主因は、データの所有権と責任に関する文化的な考え方の

違いが根底にあるためと考えられます。今こそ、ビジネスリーダーと規制サイドの双方が

いわゆるデータリテラシーの最低必要水準を引き上げ、目の前に広がる多くの課題に全

力で取り組むべき時です。 

 

今日にいたるまでデータ問題に対して莫大な投資を行い、高まる国際基準への対応に必要

な追加投資を決めているにもかかわらず、多くの金融会社はリスクデータ集計に関する諸問

題に対し大きく前進できずにいます。「ビッグデータ」熱の高まりとは裏腹に、大銀行にとって

データはチャンスではなく、むしろ問題なのです。 

銀行専門家が規制遵守と当局報告を重視する国もあれば、行動指針によりデータを顧客中心

主義の補助的要素と捉える国もあります。さらにIT専門家はデータをIT上の問題とみなし、リス

クマネジャーはリスク問題と捉える、というように、戦略、財務、業務の分野ごとに見方はまったく

異なります。データへのアプローチは専門家の数だけ存在するのではないかとすら思えるほど

です。結果として、この業界はデータ問題の戦略的意味に対する一貫した理解を明らかに構築

できておらず、企業全体のビジネス戦略にそったデータ戦略というものの重要性が理解されて

いません。それによって予期せぬ長期的影響がもたらされるのではないかと懸念されます。 

 

June 2014 

銀行業務のあらゆる場面で収集される

データ量は、日々増加しています。 
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Risk Data Aggregation 

銀行業務のあらゆる場面で、収集されるデータ量は日々増加しています。しかし全般的にみ

て、経営陣は「データ問題」の完全性を適切に集約できておらず、さらに悪いことには把握も

していません。一方で、銀行はさらに規模を拡大し、より多様化、複雑化しています。技術の

変化によって、業務スピードとともにデータの集積、保管、処理のスピードも目ざましく向上し

ています。こうした中、データとシステムへの投資が不十分であったり（または最適でないシ

ステムに投資していたり）、新たな報告および情報要件を再考することなくただ無為に投資を

積み重ねていては、状況は悪化するのみです。現在、多くの大銀行がデータ管理とITインフ

ラおよび報告体制の向上を目指して1つ以上の大プロジェクトに取り組んでいます。これは非

常に頻繁に採用されているアプローチではありますが、KPMGメンバーファームの経験から

言って、目的とずれたプロジェクトは結束力にも一貫性にも欠けたものとなります。こうしたプ

ロジェクトでは統制とガバナンスと構造ばかりが重視され、「データがどう用いられるか」すな

わちデータ利用に関してはほとんど注意が払われません。例えば、データが事業部門でどう

利用され記録されているかは往々にして統制部門の視点とは大きく異なっています。後者の

観点は、根本的な影響がなく収益増や経費削減といった業績向上をもたらし得るものです。

しかし実際の多くのケースでは、費やしたコストが実質的な利益につながっていません。 

 

現在までの経過は？ 

データ問題への取組みの困難さを最も如実に示しているのが、リスクデータ集計とリスク報

告の効率向上を目指したバーゼル銀行監督委員会の諸原則に対する主要銀行の対応です。

各国の監督当局が諸原則をどのくらい厳格に解釈するかによって程度に差はあるものの、

多くの銀行はこれらの諸原則1を満たすことに非常に苦戦しています。 

2013年、バーゼル銀行監督委員会は「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」（以下、「諸原則」）への取組みの進捗度合いをレビューするため、GSIBを対象に自己評

価式のアンケートを実施しました。その結果は2013年12月に公表されています。諸原則への

遵守状況を示す4（最高）から1（最低）の評価スコアにおいて、平均評価は2.8であり、各行の

遵守申告の平均は“largely compliant”（「おおむね遵守」）から“materially non-compliant”

（「かなりの程度非遵守」）の中間に位置することになります。最も評価が低かったのは、原則

2（データ構造／ITインフラ）、原則6（適応性）、および原則3（正確性／統合性）の3原則で、こ

れらについては半数近くの銀行が「かなりの程度遵守できていない」と報告しています。 

諸原則への取組みの遅れは自己評価において明確であり、遵守期限である2015年末が刻

一刻と近づく中、改善のきざしは見られません。この段階において業界に必要なのはデータ・

ガバナンスへの総合的アプローチであり、個別の指令に求められる個別のデータセットのみ

を対象としたサイロ型アプローチでは不十分です。ここで重視すべきは大がかりでコストのか

かる規制上の要件だけではありません。組織内の文化を変革し、データ問題を全体的な視

点から捉えることが非常に重要になります。必要となる組織文化改革に着手できるかどうか

が、課題に対応するためのカギとなります。 

こうした様々な事情から即効薬的なソリューションを求める重圧が高まるところですが、中途

半端なその場しのぎの対策では結局のところ効果は不十分です。それどころか、むしろ既存

の問題を悪化させかねません。まず計画段階から、コンプライアンスへと企業を前進させる

プログラムをいかに設計するかのみならず、そこから生じる機会をいかにとらえて組織として

の意思決定の質を高め、最終的にデータの価値を引き出すことで業績をどのように向上させ

るかを考慮すべきです。 

                                                           
 
1  バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、「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の取組みに関する進捗状況」、BCBS268

諸原則、www.bis.org/publ/bcbs268.pdf 
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質的・量的対策の双方をカバーする諸原則の4つのキーエリア 

01. 経営上層部と取締役会が銀行のリスクデータ集計能力、リスク報告業務、IT能力に

対して強力なガバナンスを行使することの重要性。以下が含まれる。 

→上記の能力、プロセスの文書化、検証、安定性（新商品・業務の導入時、または

グループ構造の変更時） 

→平常時のみならずストレス時や危機時においても銀行のリスクデータ集計能力とリ

スク報告業務を完璧に支えるデータ構造およびITインフラの設計、構築、維持 

02. 集計されたリスクデータの正確性、統合性、完全性、適時性。以下が含まれる。 

→リスクデータとその集計を生成するシステムと管理の正確性 

→主要リスク、意思決定および規制上の要件の変化に対する迅速な適応能力 

03. 経営上層部と取締役会などへのリスク管理報告の正確性、包括性、明確性、有益

性、頻度および配布。以下を含む。 

→データの正確性とモデルの信頼性をモニタリングする手順 

→将来を見越したリスク評価の有効活用 

→経営上層部と取締役会へのリスク管理報告の有益性のレビュー 

04. 監督当局は銀行の上記3原則への遵守状況をレビューし評価することで、必要な是正

措置を促すとともに、母国およびホスト国の当局間で協力する必要がある。 

 

BCBS239諸原則 ― より大局的な見地から 

BCBS239諸原則では、データが入手できない場合に「専門的判断」を許容しています。し

かしこうした「免除規定」が蔓延すれば、定量的なリスクデータを記録して客観的リスク情

報を生成するためのプロセスとシステムを構築するインセンティブは低下します。データに

実際のものと「専門判断による」項目が含まれるのは仕方がないにせよ、完全かつ体系

的な網羅を前提としないデータ・ロードマップでは、この業界のソリューションは結局最善と

は言えないものに終わるでしょう。 

 

長年にわたり、銀行（および他の金融サービス企業）の経営システムは、高まる規制要件や

新たな企業構造、新商品およびオペレーション・モデル、その他の事柄（金融危機）への対応

を迫られてきました。そのため他のインフラと同様、リスクデータの収集、集計、分析システム

は漸進的に開発され、異なるモジュール、データ互換性の欠如、様々な個別プロセスを有す

ることとなります。データが複数システム間を一貫性のない統合メカニズムを超えて受け渡さ

れることにより、重要データが紛失したり不適切に分析されたりするケースが往々にして発生

し、組織内に「調整部門」が形成される結果となってしまいます。さらに、多くの組織が抱える

問題点が、データ抽出、手作業による計算、そして事業エリアごとの個別の報告に焦点をお

いた報告構成というパッチワーク的な報告構造です。これにより、例えば国や商品ごとの事

業部門を超えたリスク計算と報告が難しくなり、根底に流れる傾向や問題を掘り下げて、ある

いは個別に分析することが困難になります。リスクデータの提供が遅れ、基本事業や商取引、

そして関連する業務全体に情報を反映できないにもかかわらず、運営費だけは発生するとい

う事態も多々起こります。さらに、平常業務における要求に加え、再建・破綻処理計画の要

件を満たすうえでも迅速かつ正確なデータが必要となるため、平常時のみならずストレス時

にもデータの重要性は高いと言えます。 

今後も続くレビュー 

多くの銀行は、実施の最初の段階である

強固なデータ集計ガバナンスの確立を実

現できずにいます。代わりに、マニュア

ル管理の範囲を拡大し、リスクデータ集

計とリスク報告を危うくしているのです。

さらに重要なことに、全体の33％にあた

る10の銀行が、少なくとも1つの原則に

ついて、期限までの完全な遵守は難し

いと回答しています。その理由として、

いくつかの銀行は現在実施中の長年に

わたる大規模なIT・データ関連プロジェ

クトを挙げています。 



4 

 ©2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network  
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
 

Risk Data Aggregation 

規制当局は、リスクデータ集計システムの脆弱性が財務報告に及ぼす悪影響について警戒

を強めています。この欠陥は金融危機の只中で露呈したにもかかわらず、その後是正に関し

て大きな進展は見られません。多くの銀行は今もなお、求められるデータを提供できず、経

営陣や規制当局に要求されたデータを集めるべく膨大な手作業による場当たり的な対応を

行っています。必要な情報を迅速に抽出する能力がはたして銀行にあるのか、将来的にグ

ローバルな金融システムの信用危機につながりかねないリスクとエクスポージャーを特定し、

その規模を把握できるのか、主要な市場参加者はなおも懸念を抱えています。 

 

多くの銀行が直視を避けてきた問題 ― 「次なる金融危機に対処できるか？」 

自行はリスクデータ集計の原則を支える明確なデータ構造を有しているか、2016年1月1日の

期限までにBCBS諸原則を遵守できるデータ能力を今後実現できるか、銀行は自問する必要

があります。追加の報告能力の導入は、企業全体にわたってデータの質と完全性に根本的

変化をもたらすという、BCBS239諸原則を効率的に遵守するうえで必須の課題に比べれば

格段に容易と言えます。最大の問題は、データ品質、データ・ガバナンス、およびデータ管理

に関する技術を実用的かつ効率的に導入することで、リスク報告に用いるデータの質の高さ

を自然に示せる（測れる）かどうかです。 

グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）は2016年1月1日以降、諸原則を遵守するよう義

務付けられています。各国監督当局はそれまでに諸原則を解釈し、詳細な規制として制定する

必要があります。さらにバーゼル銀行監督委員会は、各国規制当局が「国内のシステム上重要

な銀行（D-SIBs）」に分類した銀行に対しても、指定から3年以内の遵守を求めています。 

時間的余裕がないことに加え、詳細な要件分析のためには現地国の規制制定を待たねばな

らないことで、さらなる問題が生じています。コストの高まりが予想され、人員、プロセス、技

術への要請も増大するでしょう。さらに、多くの銀行は複数の重複した（そしてときに矛盾する）

国内規制要件への対処に苦慮しています。かなりの数の銀行が期限を守れないか、あるい

は根幹的なレベルでの対応をとれず狭いレベルでの遵守を余儀なくされる可能性が高い状

況です。 

 

さらなる重要点 ― 次なる金融危機に対応できる適切なデータを確かに保持しているか？ 

加えて複雑なのは、一部の規制当局、例えばアメリカの連邦準備制度やOCCなどが、グロー

バル銀行全体を1つの地域から規制しようとしている点です。イギリスのPRAも同様のことを

示唆しています。しかし、こうした方針は、リテール部門と投資銀行部門とを資本分離し、秩

序のとれた破綻処理を実現するという資本のリングフェンス原則とは完全に矛盾するもので

す。これについては早急な解明は望めません。 

 

問題に取り組む 

BCBSの諸原則が各国規制当局によって具体的にどう実施されるかは、いまだ不透明です。

しかし、これが根本的には戦略的問題だという事実を考えれば、今から改善の構造と方向性

の計画に着手することは可能です。そうすることで各銀行は真の戦略的優位性への基盤を

固めるとともに、2016年からの諸原則遵守に向けてより良い状況を作れるでしょう。 

とはいえ、問題は複雑です。まず、基準により通常時とストレス時両方において幅広い情報

を生成する能力が求められます。加えて、ひとつの一貫したフレームワークを構想することの

困難さも挙げられるでしょう。例えば、信用リスクはかなり容易に累積しますが、市場リスクは

ポートフォリオ分散により軽減します。さらに、これを法人組織の階層内で計算し、シンプル

多くの銀行はデータレポジトリ関連のIT 

ソリューションにより意図した利益を得ら

れなかったことで、今もなお悪影響を受

けています。そのため、「リスクデータ」

レポジトリを「戦略的」データレポジトリに

隣接する形で構築する銀行が多くなるで

しょう。しかしこの時点で、設計が限定さ

れデータの所有権に混乱が生じる恐れ

があります。例えばリスクデータが元

データから何らかの形で変更されている

場合、元データ所有者はリスクデータの

所有権を認めない可能性があります。

すると、元データの所有者、修正後デー

タの所有者、一次的、二次的に連合した

データ構造、というように構図が複雑化

して混乱が生じてしまいます。 
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に集約することは困難です。業務リスクも、量的・質的データの価値という点で今も大いに議

論となるテーマです。また危機発生時には、規制当局から予期せぬ未知の状況へのエクス

ポージャーに関する評価を求められる場合があります。諸原則によればこうした容易に回答

できない要請にも、経営陣には正確かつ迅速な対応が求められます。 

こうした点を考慮すると、完全に自動化されたフロント・トゥ・バックのデータ・ソリューションは

最適な解決策ではないことがわかります。データについて把握し、適切に介入でき、データを

解釈して新たな状況に対応できる人材が経営陣にとっては必要なのです。自動化と柔軟性

をうまくバランスさせることが課題となります。 

 

取り組むべき主な問題 

データの質：複数の個別システムを用いると、互換性のない定義や一貫性のなさ、欠落や

重複などによりデータの質が低下します。質の低いデータは、リスク管理の効率に深刻な

影響を与える可能性があります。 

柔軟性：市場の動きに素早く対応する能力は非常に重要です。同様に、規制当局の要求

に迅速に応え、膨大な手作業に頼ることなく報告やデータ提出を行えることも大切です。 

効率性：データが個別の異なる「サイロ」に格納され、データ管理に対する全く異なる姿勢

とアプローチのもと、異なる部署に所有されているというのは、よくあるケースです。システ

ムが複数にまたがりデータに互換性がないと、リスク専門家は集計、照合、分析に多大な

時間と労力を費やすこととなり、その結果をリスク管理と意思決定に反映する十分な時間

が確保できません。 

多くの銀行にとっての障害 

所有権：リスクデータの所有権はしばしば統制部門とIT部門の間で不安定に揺れ動き、経

営上層部が直接の責任を負うことも稀です。データ所有権の明確化とデータ・ガバナン

ス、そしてビジネス・アライメントによって、組織全体を通じてデータの作成者、使用者、管

理者を把握し、その方向性を一致させることが可能になります。ガバナンスと所有権の明

確な構造なくして、品質へのアカウンタビリティと根本的なコミットメントは望めません。さら

に、リスクデータが元データとは所有者の異なる二次生成物となるケースも考えられま

す。するとデータの一次使用と二次使用を考慮に入れる必要が出てくるため、品質基準

の導入に問題が生じます。 

エンド・トゥ・エンドでデータを管理し、定められたプロセスや手続きに違反したデータの追

跡も含めて、データを規定、文書化、統制するプロセスや構造は、技術により実現可能で

す。しかし、こうしたメソッドやツールは本来企業全体のデータ管理効率向上のために存

在するにもかかわらず、ほとんどの企業はこのシステムが自社環境でどう機能するかを

具体的に規定できていません。すなわち、多くの銀行ではいまだに、通常時またはストレ

ス時のリスク報告で求められる幅広いデータに関して、効率的なデータ品質管理体制が

導入できていないということです。 
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Risk Data Aggregation 

データを正しく把握する ― 比較可能性、測定、文書化、監査可能性 

→BCBS239諸原則を満たすうえで重要な目標が、正確性と柔軟性です。データと報告は

すべてにおいて一貫性と迅速性を保ち、銀行が適宜様々な形でデータを分割、分析で

きるようにしておく必要があります。さらに事業全体を通じて同等のデータ粒度が求め

られますが、これはグローバルな環境下では困難な課題となるでしょう。特に、規制改

革の一環として組織構造の分離措置が求められる中ではなおさらです。 

→経営上層部と取締役会は、マクロ経済環境と現存する様々なリスクの評価について明

確に把握しておく必要があります。すなわち、適切な人員にデータの記録と報告を担当

させ、取締役会との間に適切なリンクを設けることです。 

→最適なモデルは、図1に示すように、事業全体にわたって様々な可変要素や事業部門

をカバーします。 

 

変革の戦略的利点 

成功によって得られる戦略的利益は甚大です。恩恵を得られる分野には、例えば以下のよう

なものがあります。 

 リスク、取引先リスク、カントリーリスクなどをタイムリーに集計できる能力 

 財務とリスクデータの統合 

 商品や市場に関してより良い戦略決定を行う能力 

 報告とダッシュボードの合理化 

リスクと機会は、いわばひとつのコインの裏と表です。つまり、リスクデータ集計とは概念的に

は機会データ集計と同義なのです。すなわち、銀行が直面するリスクを管理するとともに、コ

スト削減や売上増加、効率向上、利益拡大といった目の前に広がる機会を活用するために、

必要なすべての重要データを特定、集計、モデリング、分析、管理する作業が、リスクデータ

集計なのです。その意味では、リスクデータ集計は銀行が適切な事業管理のために整備す

る幅広いデータ収集、情報管理、および分析構造の一部に過ぎません。 

 

【図1】    

重要リスクの網羅 全事業における重要リスクをカバーした集計とMI  

粒度と柔軟性の 
高いリスクデータ 

必要に応じてより深く詳細なリスク分析を自在に行う能力 
スライス＆ダイス分析能力（左記の次元にわたって） 

正規化リスクデータ 複数次元にわたって一貫した構造のリスクデータを集計 

一貫したデータ・ディクショナリと手法 

将来を見越した 
リスク概観 

ストレスシナリオを正式に事象に対応して実行することが可能に 

堅牢なフロント・ 
トゥ・バックの 

データ・ガバナンス 

主要リスクプロセスに信頼性の高いリスクデータを供給 
（MI、限界モニタリング、VaR、資本） 

アカウンタビリティと所有権を明確化 
ソースシステムと重複を最小化し、手作業での調整を最低限に 
データを高品質、完全かつ正確に保つ十分な管理 

タイムリーな 

リスク情報提供 

情報に基づいた、先を見越した管理対策が可能に 

携帯機器やインターフェースなど様々な形式でリスク情報を 
提供可能 

柔軟な構造と 
データモデル 

最小限の中断とコストで更新や修正を行う能力 

的を絞った適切な 

リスク・アウトプット 

特定顧客の様々なニーズに合わせたリスク情報／アウト 

プット提供能力 
ファイナンスなど他主要銀行の評価基準との比較が可能 

出典：KPMG International、2013年5月 
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効果的なプロジェクト構造の構築 

揺るぎないアプローチは、以下を考慮したインパクト評価から 

→銀行内部のリスク管理要件と規制当局への報告ニーズの両方を満たすべきリスクデー

タ（関連する参照データも含めて） 

→収集されたリスクデータの範囲と品質 

→関連会社ごとの集計も含めた、リスクデータの効率的集計 

→経営上層部と取締役会などへの集計リスクデータの内部報告の頻度、適切性、質、意

思決定情報としての利用 

→経営上層部と取締役会レベルでのリスクデータ集計とリスク報告のガバナンス手順（こ

れらの分野でのIT能力も含めて） 

効果的なプロジェクト構造に求められる、3つの主要段階 

→ギャップ分析 ― 諸原則をどの程度満たせているかを評価し、ギャップを明確化したう

えで、その解消に必要なデータ・プロセス変更を特定 

→諸原則の遵守 ― 既存プログラムの範囲を拡張するか新たなイニシアチブを導入する

ことで、プログラムの目的達成に必要な改善を設計、導入 

→検証 ― データ管理・集計・報告を外部レビューによって保証し、常に目的に即した、リ

スクタイプを問わず効果的にリスクデータを集計できる堅牢なデータ・報告プロセスの

維持を徹底 

 

【図2】 

消費者

ビジネス

財務･
トレジャリー

経営上層部･
取締役会

投資家

格付け機関

規制当局

顧客

銀行の戦略的課題と、効果的リスク管理の利点 

減額圧力が増す状況でも収益や利益を維持 

 意思決定やそれに影響を与えるリスク部門の能

力ステータス強化 

 リスク管理の脆弱性（特に業務リスク）によって生

じる損失の確率と深刻度を低減 

 自動化／STPによりコストを削減 

 資本と流動性の最適化 

持続可能かつ達成可能な長期戦略の策定 

 情報入手のスピードおよび情報の質を向上し、意

思決定を支える 

 規制リスクと風評リスクを低減することで、組織と

しての信用を向上・回復 

 先を見越した視点による「将来性のある」戦略 

過失に対して個々人に保証を求め厳格なペナルティが

課される中、一見不可能とされるような状況下で、大規

模かつ複雑な機構に対する効果的統制をアピール 

 複雑性の中を見通せる透明性 

 信頼と自信に満ちた保証 

 付加価値分析およびMI 

銀行の直面する課題 

認可業者／SIF管理体制の変更。責任は個々人が負う 

経済の主要な一部である銀行業務部門の回復力、破綻

処理の実行可能性、安定性を重視 

監督アプローチの再考。統制評価だけにとどまらず、多

くの報告と個別要求を伴う、より詳細な評価を 

 BCBSのリスクデータ集計および報告に関する諸

原則 

 FSB開発の共通データテンプレート 

 バーゼルの大口エクスポージャー規制 

 COREP、FINREP、バーゼルⅢ、RRP、FATCA、

EMIRなどその他の規制当局報告格付け機関顧

客規制当局 

出典：KPMG International、2013年5月 
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諸原則の遵守を目指すうえでは、第1に、継続的なリスク報告作成用のデータと、ストレス時

における規制当局からの個別要請に対応するためのデータの両方を特定し、管理しなけれ

ばならないという点に難しさがあるように思います。第2に、こうしたデータをBCBSの諸原則

に適合した形で管理するという点も大きな課題となるでしょう。そして第3に、ほとんどの

G-SIBは単一の構造ではなく複数の異なるプログラムを用いたデータ構造／戦略を有してお

り、調整と報告が困難かつ複雑になることが予想されます。 

こうした状況下では、まず銀行が現在すでに遵守を求められている最も重要な規制要件から

取り組むのが良策でしょう。アメリカでは2009年から年次ストレステストが実施されており、EU 

でも欧州銀行監督機構（EBA）と欧州中央銀行（ECB）によるストレステストが現在進行中で

す。ストレステストで規制当局に求められるデータ、そして銀行自身が内部ストレステストに

必要とする事柄に目を向けることが、最初のタスクとなります。 

また、行動指針に加え、データを顧客中心主義の補足的要素と解釈することはいずれも重要

であり、見逃すべきではありません。顧客データを統合・分析することによって顧客のニーズ

をより良く把握し、より効果的・効率的・有益な形で顧客に対応することで、真の競争優位性

が生まれます。 

現在リスクデータに変化を促す新たな規制が数多く生まれており、その状況は国によって異

なります。いくつか例を挙げると以下のとおりです。 

 OTCデリバティブ取引報告。ポジション、カウンターパーティー、時価評価、担保などに

関する精密な情報が必要。 

 ヨーロッパにおけるCOREP／FINREP資本・財務報告。リスクポジション・集中に関するより

精密な情報がより大量に必要｡資本、資金調達、財務状況に関する並列データも必要。 

 BCBSのその他のイニシアチブ。例えば大口エクスポージャー規制では、リスク集中に関

するより頻繁かつ精密な情報、トレーディング勘定管理体制の変更が求められ、トレー

ディングおよび非トレーディングでのリスクポジションの指定や関連する評価計算に根

本的な影響を及ぼすことが予想されます。 

 その他のリスク・ガバナンス・イニシアチブ。FSBとBCBSが公表した複数の文書では、

ベストプラクティス、経営上層部と取締役会のアカウンタビリティ、そして関連する報告

と必要な情報が明確化されています。 

 IFRS第9号。予想損失（“expected loss”）の計算というコンセプトを導入することで金融

商品の公正価値測定方法を大幅に変更。ただし、規制当局と金融機関のアプローチと

の間にはギャップが残っており、二重の報告および報告内容の一致が求められます。 

 

これらの規制が織り成すひとつの巨大なデータ報告義務に効果的に対応できるのは、リスク

タイプや部門別（図2参照）のサイロ型アプローチではなく、組織全体への影響を考慮した総

合的アプローチのみです。高度なデータ管理と合理化されたプロセス、そしてコスト削減とい

うひとつの一貫したフレームワークの一部として、個々のプロジェクトを組み込む必要があり

ます。さらに、そこには外部環境も反映されます。新たに制定された規制アジェンダは、銀行

業務の統制におけるほぼすべての側面に影響を与えます。資本、流動性、担保へのインパ

クト評価は経営上の決定とその結果を最適化するうえで必要不可欠です。また資本と資金

調達が不足し、そのコストに鑑みれば、資本バッファに対するより統合的なアプローチが必要

になります。いまや信頼度の高いデータを迅速に生成・集計できることは、成功への必須要

素なのです。さらに、経営上層部と取締役会はマクロ経済環境に対する理解を明確にし、現

存する様々なリスクの評価を行う必要があります。 

 

新たな規制アジェンダは、銀行業務の

統制におけるほぼすべての側面に影

響を与えます。 
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総合的かつ一貫したアプローチが必要不可欠ということは、すなわち、どんなプロジェクト構

造にもリスク、IT、人事、カスタマー・リレーションなど主要部門の代表者を組み入れる必要が

あるということです。さらに国によって報告要件が異なるため、すべての主要地域にも同様に

組み入れる必要があります。 

既存の（あるいは新たな）基盤イニシアチブを通じてBCBS要件の達成をモニタリングする包

括的なブログラム・ガバナンス構造を確立することで、銀行は十分な構造と厳格さを実現でき

るでしょう。同時に、無為に大規模な巨大プログラムによって麻痺状態に陥ることを回避でき

ます。包括的ガバナンスには、少なくとも以下のことが求められます。 

 BCBS要件遵守のための基準を設置 

 BCBS諸原則を、グループ全体に一貫性をもって適用できる設計に変換 

 システムとデータ構造の最終形を示す設計指針の機能 

 既存プロジェクトのビジネス要件を見直し、BCBS要件を満たすよう適切な形に修正 

 構造の最終形およびBCBS由来の主要な設計要件の実現・適合をモニタリング 

 リスクデータ集計能力を率先して明示 

 

長期的利点は本当にあるのか 

これまでに述べてきたとおり、リスクデータの効果的な集計、保管、分析には、単なる規制遵

守を超えた大きな潜在的価値が秘められています。あらゆる重要なリスクデータを統合・同

期する能力は、より包括的で一貫した分析の基盤となり、これがひいては経営管理とリスク

管理の改善、そして業務モデルの最適化を可能とするのです。 

高品質かつ質の保証されたリスクデータは、意思決定を改善し、確固たる信頼とより安定した

戦略をもたらします。データの有効性への信頼が高まれば、リスクIT構造を合理化でき、通常

業務においても、保守・開発においても効率を向上できるでしょう。これにより、企業戦略や業

務環境、そして規制当局の要求に対しても、迅速かつ効率的に対応することが可能になります。

さらに、銀行のリスクデータとその基盤となる集計機構に対する規制当局の信頼がより高まれ

ば、規制遵守システム全体が簡素化され、より困難の少ないものとなる可能性もあります。 

データ集計の改善は直接的な経済的利益をもたらし、資本の必要性を低減します。例えば

現在、大半の銀行では担保契約の記録が非効率的で、自己資本比率算定の支障となって

います。より包括的かつ正確なデータ集計手法を導入できれば、これを均等化できます。 

リスクデータの送信・報告システムは、高度なデータ集計フレームワークに組み込む形で構

築することが重要です。なぜなら、その真価は、経営上層部がいかに容易かつタイムリーに

データを活用できるかにかかっているからです。同じことが規制当局とのやり取りについても

言えるでしょう。規制当局は迅速で正確な定期報告と、個別の要請へのスピーディーな対応

を重視するからです。 

利益を実現するためには、近代的アプローチによるデータ管理への移行が必要となります。こ

こで幸運な偶然と言えるのは、現在銀行が直面しているBCBS239諸原則に代表されるデータ

管理上の問題が、銀行の意思決定をはるかに実践的なものにし得るデータ構造における新

たな主要トレンドの発生と時を同じくしている点でしょう。例として、ラムダアーキテクチャによ

るデータ構造パターンがあります。これはリアルタイムのデータストリーミングと大規模バッチ

処理を可能にし、綿密な機械学習と行動変化検知をサポートする技術で、TwitterとYahoo 

で開発された技術が用いられています。BCBS239諸原則はこの分野での変革を促す触媒と

なり得るかもしれません。 
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Risk Data Aggregation 

必要となる取組みは、費用対効果を考慮のうえ、その内容を明確化し、導入しなければなり

ません。とはいえ、その成果として信頼の強化や損失可能性の低減、効率改善、収益向上

が見込めることを考えれば、多大な費用と尽力を注ぐだけの経済的価値があることが多いの

です。データ管理は規制遵守のための行為ではなく、ビジネス上の必須要件です。 

 

より広範な規制の側面から見たデータ問題 

規制方針・フレームワーク、社会が銀行を見る視線、規制当局・政策当局間の力関係は大き

く変化している中で、BCBS239諸原則それ自体はその一部分でしかありません。 

同時に、規制当局は近年ますます、銀行の自己管理システムおよびプロセスの詳細に対し

て介入を強めています。先の金融危機は、銀行業界には経済的に賢明な、社会的に許容し

得る形で自己管理を行う意思も能力もないのだという印象を、様々な点で政策当局と一般社

会の双方に与えてしまいました。新たな規制アジェンダの重点は、決してより多くのデータを

報告させることではなく、銀行の内部システム・プロセスを規制当局の求める方向に造り変え

ることなのです。 

こうした銀行の自主性と責任への挑戦は、一部では驚きをもって受け止められました。しかし

それは確かに現実であり、しっかりと認識する必要があります。銀行側がこの動きに対応す

るには、データ管理と情報構造およびプロセスに関して思いきった合理化を図ることが最低

限求められます。これによりコスト削減や効率向上、資本収益率の改善といった利点が見込

めるでしょう。データ問題への対策の必要性は長らく認識されてきました。それが今、BCBS 

239諸原則をはじめとする新たな規制要件をきっかけに、必要な対応の実現が求められてい

るのです。 

こうした流れを正しく把握できなければ、銀行は規制当局と株主を満足させることはできませ

ん。さらに重要なことには、自らの事業を適切に運営するために必要な情報の不足が継続し、

最終的にはネットバンクや顧客中心主義を掲げる新興の銀行に市場シェアを奪われることと

なるでしょう。 

 

終わりに 

経営上層部と取締役会は、自行とステークホルダーに対して事業の現状と将来に関する

情報提供を行いますが、BCBS239諸原則は、その際使用する情報の質の向上を促す広

範な規制動向のほんの一端にすぎません。 

一方、監督当局はリスク情報の質、タイミング、範囲を向上させることで、市場の現状と期

待される状態について広くより良い情報を得ることを望んでいます。しかし、そこに至るた

めに要する投資は甚大です。監督当局は経営陣にも利益があるという確信のもと、要件

を満たすためにかかる膨大なコストと時間を正当化しています。そのため金融機関の経

営陣にとっては、費やした尽力が単なる規制遵守に終わらず、確実に機会創出につなが

るよう、包括的な計画を策定することが不可欠です。 

 

データ管理は規制遵守のための行為

ではなく、ビジネス上の必須要件です。 

銀行はもはや、無害で有益な経済主体

とはみなされていません。むしろ金融と

経済の安定にとって潜在的に危険な存

在であるという認識が高まりつつありま

す。このままでは、銀行業界の規制は

将来的に、他業界の規制と似たような

状況、例えば化学製品業界のような「危

険な」状況になりかねません。資産査

定、リスクデータ集計（RDA）、破綻処理

計画、ストレステスト、これらはすべて、

自行でデータ分析を行い通常の定期報

告を提出することができなくさせるプロ

セスの一端です。その代わりに、銀行

はあらゆる関連データをリアルタイムで

規制当局に提出しなければならなくなり

ます。独自の分析・ストレステストを行

い、その評価をするのは銀行ではなく、

規制当局になってしまいかねません。 
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