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利益は企業存続の条件であって
目的ではない

地域共創ネットワーク
代表取締役　坂本　忠弘

　プライスウォーターハウスクーパース総合研究所が主催
する「銀行企業価値研究会」では、昨夏より、銀行の企業
価値評価の枠組や手法を考察し、企業価値を高める経営
施策のベースとなる視座について整理してきた。研究会の
参加者として、その報告書への個人的な感想を述べたい。
　まず、参加メンバーとの議論において、どの金融機関も、
株主（株式市場）以外の預金者・融資先企業・地域社会
等の幅広いステークホルダーとの関わりを重視しているこ
とを実感した。本研究会では、報告書の副題とされている

「多様なステークホルダーを視野に入れた銀行の企業価値
の把握に向けて」、定量・定性の両面から企業価値を捉え
ていくこと、また、銀行に求められる公共性・社会性（いわ
ゆる「公器性」）がステークホルダーにどのような価値を提
供するものであるかを明確にしながら施策を展開していく
ことについて討議した。
　定量的な評価からのアプローチにおいては、経営管理情
報（期間損益等の実績ベースの情報）とリスク管理情報

（経済価値ベースの情報）の融合が、論点の一つとなった。
現行の財務会計では見えにくいものや従来型のリスク管
理の課題を克服していく視点として、銀行における経済価
値評価の活用の可能性について考察している。中長期的な
観点から、上記両情報を整合的に把握し、経営ビジョンや
ビジネスモデルにきちんとつなげていくことが望まれる。

「期間収益の“質”の精査」もキーワードの一つである。
　定性的な評価については、企業のビジネスモデルそのも
のを把握する観点から重要なものとして考察している。格
付の観点から見た（政府サポート要因を除く）銀行評価の
構成要素においても、定性面がより強く反映される項目が
存在し、それらは銀行の事業ポジション等に影響を与え、
中長期的には財務的なデータにも反映されてくるものと考
えられる。企業価値を高める経営のために、経営戦略やス
テークホルダーとの関係に基づくKPI（重要業績評価指

　グローバル金融危機の加担者ではなく実体経済の持続成長に資する金融機関として、銀行は自身の企業価値をど
のように把握していけばよいか。短期的な期間収益の変動に過度にとらわれることなく、銀行の企業価値を中長期的
に安定成長させる視点に立った経営のフレームワークの構築が、あらためて求められているのではないだろうか。

標）を設定することや銀行における知的資産経営の意義に
ついて記述している。
　銀行の「公器性」については、政府と同様の公共的機能
を提供している要素として考え、過去の行政改革委員会で
の整理に照らして考察を行いながら、定量的分析のイメー
ジの例を示している。
　そして、ステークホルダーとのコミュニケーションについ
て、財務パフォーマンスに加えて定性的な要素によるステー
クホルダーへの貢献等も合わせて分析する統合報告のフ
レームワークを紹介している。
　個人的には、住友信託銀行の多良委員が提示した「組
織的に議論をつくして納得できる数字を詰めるプロセス構
築が重要」、「価値ベース管理の本質は「企業の存続」」とい
う点が印象に残っており、株主的な観点からの価値最大化
と中長期的な目線での幅広いステークホルダーの利益は

「運命共同体」として収斂するものか、踏み込んだ内部議論
を垣間見たいところである。
　また、現在の日本の銀行のリスクとして、ビジネスモデル
の多様化がないことではないかという点についても気にな
るところである。世界的な規制等の動向もあり銀行経営に
係る種々の制約条件の重みが増していると受けとめられる
ことが多い中、今回の研究会は“経営の自由度”を高める
ことをめざしたもの、多様な経営戦略に基づく健全な競争
のある経営環境を生み出すための第一歩と考えている。
　最後に、多良委員が引用したドラッカーの言葉を記して
おきたい。「「利益」とは何だろうか？」、「利益は企業存続の
条件であって目的ではない。」、「利益計画の作成は必要で
ある。しかしそれは無意味な常套語となっている利益の極
大化についての計画ではなく、利益の必要額についての計
画でなければならない。」

研究会報告書および各回資料等は、右サイトをご覧ください。http://www.pwc.com/jp/ja/japan-pwc-research-institute/event/bankvalue-rep20120112.jhtml
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拡大するマネー・ローンダリング対策の外延
KPMG 有限責任 あずさ監査法人

パートナー　山﨑　千春

■ 犯収法改正

　改正内容について主なポイントのみ整理すると以下のと
おりである。
　＊ 【本人確認からCDDへ】従来本人確認が中心であった

顧客管理措置について取引の目的や職業（法人の場
合は事業内容）を確認すること

　＊ 【真の受益者】法人の実質的支配者を確認すること
　＊ 【リスクベースアプローチ】厳格な手続が必要とされる取

引は資産及び収入の状況を確認すること
　これらはFATF対日審査での指摘を踏まえたものという
ことができる。一方で、既述の対日審査を含むFATF第三次
相互審査は昨年に終了しており、現在は第四次審査に向け
た基準作りが行われている。①より厳格な真の受益者の確
認、②リスクベースアプローチの推進、③贈収賄や腐敗もか
らめたPEPs（Politically Exposed Persons）のモニタリン
グ強化等が主な論点である。またFATFの相互審査の実効
性についてはIMFが疑問を呈していることも見逃せない。
　今回の犯収法改正は、取引の目的・職業などの情報はあ
くまで申告に基づくものである点、真の受益者については一
定の進展が見られ先行各国並みに近づいたとは言えるもの
の国際的にはさらなる強化が求められることが不可避であ

　犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）が改正され、2013年4月より施行される。あわせて政省令案も公表され、意見募集を受けて
春頃には内容が確定するものと思われる。FATF対日相互審査の現地調査が行われたのが2008年3月、我が国において第一回
AML Conferenceが開催されたのが2009年3月。今回で第四回目を迎えるAML Conferenceを控え、はや一時代が経過した感を
禁じえない。我が国におけるマネー・ローンダリング対策への関心が高まったきっかけの一つが2008年のFATF対日審査であった
とすれば、今般の犯収法改正はその対日審査結果を踏まえた成果と位置付けられるが、「我が国のマネー・ローンダリング対策もこ
れでようやく一段落」という整理が可能かどうかは改めて吟味してみる必要がある。国際情勢に目を転じれば、イラン制裁問題、外国
口座税務コンプライアンス法（FATCA）等の域外適用問題が耳目を集めている。いずれも我が国の金融機関にとって大きなインパ
クトがあり、従来の金融機関に対する伝統的な期待役割を大きく踏み越え、もはや一民間企業の範疇とは考えにくい、ハタ迷惑とも
言える難題に対処しなくてはいけない状況になってきている。
　本稿では、犯収法改正内容をFATFでの第四次審査に向けた議論との比較において概観し、関連して贈収賄、脱税に関する世
界的な流れ、すなわちOECDにおける贈収賄防止の取組み、米国のFATCAの動向について順次考察する。一見アドホックな域外
適用問題でもその背後には国際的に共通する脅威の変質や、それに伴う金融機関への期待役割の変化の潮流が読み取れる。

る点、PEPsについては改正に盛り込まれていない点、厳格
な手続が必要とされる取引が限定列挙的に規定される点な
ど、中長期的には課題が残ると言えよう。

■ OECDにおける贈収賄防止の取組み

　2月16日に公表されたFATF新勧告1では、不正および
PEPsに関する項目が強化された。本稿では同様の取組み
としてのOECD贈賄防止条約を取り上げたい。この条約は
国際商取引における外国公務員への不正利益供与が国際
商取引の競争条件を歪めているという認識の下に1997年に
発効され、これを受けて中国、イギリス等の各国が贈収賄防
止関連法規制を強化している。FATFと同様、OECDにも各
国の贈収賄防止の取組みを審査する枠組みがあり、2012年
1月に対日審査（Phase 3）の結果が公表された2。これによ
れば「ある程度の進展は見られるものの、日本における外国
公務員贈賄防止法の執行状況には依然として重大な懸念
が残る」ことが指摘され、
　＊  外国公務員贈賄事件の探知、捜査、訴追への取り組

みを強化すること
　＊  外国公務員が贈賄で得た収益を没収する法的根拠を

早急に確立すること
　＊  法律を改正し、外国公務員が贈賄で得た収益を洗浄

金融犯罪対策と内外新規制の底流特集
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することを犯罪とすること
　＊  日本による外国公務員贈賄防止条約の効果的実施を

確保する上で外国公務員贈賄罪の日本における所管
官庁である経済産業省の役割を強化すること

　＊  公益通報者保護法を見直すこと
などが勧告として盛り込まれている。
　今後2012年6月にOECD作業部会に進捗状況報告、12月に
口頭報告、2年以内（2013年12月）に報告書提出の予定であり、
この報告書に基づいて日本の対応状況が評価・公表される。
　留意すべき点は、本邦企業がある外国（X国）で贈賄を行っ
た場合、X国とは全く別なY国における贈収賄法規制の対象と
なる可能性があり、X国ではなくY国での厳しい法的処分やそ
れに伴って両国のみならずグローバルでのビジネス機会の逸失
をまねきかねないということである。事実米国ではFCPAに基
づいて非米国企業への高額罰金や個人に対する禁固刑等が
厳格適用される傾向にある。本邦企業への適用も増えてきてお
り、起訴には至らないものの、米国当局からの捜査も増加して
いる。贈収賄防止にかかる包括的な態勢（ABC; Anti Bribery 
and Corruptionプログラム）の整備が求められている。

■ FATCA

　FATF4次審査に向けて、従来の勧告では不明確であっ
た税に関連する犯罪を明示的に前提犯罪とすべきとの議
論も行われている。米国の内国歳入庁（IRS）が推進してい
るFATCAも同じ文脈で捉えられる。各国政府、業界団体、
金融機関は、FATCAの趣旨は理解するものの、実効性やリ
スクに照らした事務負荷のバランスについて強い懸念を表
明している。2月8日にIRSが公表した仏独伊西英との共同
声明によれば、政府間報告の枠組が検討の俎上にのってお
り、同日公表された規則案でも、みなし遵守FFIの追加カテ
ゴリー、口座検出のデューデリジェンス手続変更、コンプライ
アンス検証のため必要となる手続に関するガイダンス、金融
口座の定義の変更、年次報告およびパススルー額源泉徴収
の適用範囲の経過措置期間の延長等が盛り込まれた。
　FATCAについては、批判が多いのも事実ではあるが、財政
赤字が拡大する中での税収確保、とりわけ富裕層の脱税に対
する取組強化は国民の賛同も得やすく、米国のみならず各国
税務当局もその動向を注意深く見守っている。IRSも批判に耳
を傾ける一方で、その導入には自信を深めていると言われてい
る。金融機関として、何とかみなし遵守の適用ないしは除外にな
らないか、金融口座の対象からなるべく多くの商品をはずせな
いかといったテクニカルな観点での議論も必要であろうが、むし
ろFATCA適用あるいは中長期的に考えられる各国税務当局
の同様の措置は不可避との前提でのガバナンス態勢、商品戦
略を見直すことが求められている。

■ おわりに

　マネー・ローンダリング、イラン制裁、贈収賄、脱税、これに

伴う域外適用的な金融機関への要求の高まりは、外圧的な
無理難題と受け取られても仕方がない面もあろうが、その背
後には、日本も含む国家の存立基盤安定性を脅かすリスク
の変質がある点を見逃してはならない。たとえば、資本主義・
自由主義と相容れない国家やテロ国家への大量破壊兵器・
核兵器の拡散、自国の富裕層の脱税の深刻化・象徴化、国
際犯罪組織や贈収賄による経済利得の搾取やフェア・ト
レードの阻害、安全保障や国民生活を脅かすサイバー攻撃
等である。
　一連の規制の高まりは、単なるDo the Right thingといっ
た道徳的観念から持ち出されたものではなく、多くの資本主
義・自由主義国家に共通するリスクへの対処として導かれ
たと考えるべきである。単なる不正取り締まりと言った生易
しい問題ではなく「新たな戦い」だと言う状況認識に基づい
た国家戦略の一環なのである。我が国においても暴力団排
除条例が全都道府県で施行される等、反社会的勢力に対す
る取組が強化されているが、これも従来の暴力団vs.警察当
局から、暴力団vs.国民、つまり「戦うのはあなただ」という構
図の転換として捉えるべき事象である。
このような国家・国民への脅威を金融取引から検知・防止
する重要性に思い至れば、金融機関への期待役割が従来
以上に高まるのは、好むと好まざるとに関わらず不可避であ
ることが理解されよう。リスクへの嗅覚が問われる時代であ
る。気がついたら戦いの矢面に立たされたとの戸惑いから脱
却したプロアクティブな対応が求められる。
　最後に英国贈収賄防止法（UK Bribery Act）成立時に
おける英国重大不正捜査局長のコメントを引用したい。

「Bribery Actに対して、自社が規制対象かどうかを自分自
身に納得させるために、テクニカルなアプローチに極度に依
存することはお勧めしない。英国に何らかのプレゼンスがあ
れば、あなたの企業は同法の対象になり得ると仮定するの
が実務的である。自社が同法の適用外であり、贈賄を行った
としても同法により罰せられることはないとの法解釈を賢い
弁護士から得て満足するというリスクはとるべきではない。
それは非常に危険な考えだ。」3

お問合せ先
〒100-8172東京都千代田区大手町1-7-2　東京サンケイビル
有限責任 あずさ監査法人　山﨑　千春
03-3548-5555（内線2228）chiharu.yamazaki@jp.kpmg.com

1   FATF新勧告については週刊金融財政事情に3月下旬頃掲載予
定。

2   http://www.oecd.org/document/13/0,3746,en_33873108_33873
539_49389709_1_1_1_1,00.html

3   http://www.trust.org/trustlaw/news/the-complinet-interview-
richard-alderman-director-of-the-serious-fraud-officeよ り、あ
ずさ監査法人が翻訳。
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喫緊の課題：贈収賄リスク管理体制構築
～欧米を中心とした反汚職規制強化にどう対応すればよいか～

新日本有限責任監査法人　Ernst & Young ShinNihon LLC
戦略マーケッツ事業部　コンプライアンス・リスクグループ

エグゼクティブディレクター　横田　祐次

■ 概要

　こうした状況から、贈収賄防止に関するグローバルレベル
でのコンプライアンスプログラムの再構築は企業防衛上の
喫緊の課題となっており、特に贈収賄行為が慣習化している
国におけるビジネスや官民癒着リスクが高いビジネスを行う
企業においては、特段の注意が必要です。
　FCPAについては、米国以外の外国企業および外国人

（米国内の行為が処罰対象）が違反主体とされており、①米
国に事業所や支店・関係会社等を有していない場合や上場
していない場合においても、意識せずに米国内の施設・設
備(銀行、通信等)を使用していたことにより摘発対象となる
ことがある点、②自社の社員が直接贈賄行為を行っていなく
とも、代理店や仲介業者等の第三者が行った違反行為の責
任追及を受けることがある点、③M&AやJV等の相手企業の
贈賄行為について責任追及を受けることがある点等に特段
の注意が必要です。
　Ernst & Young（新日本有限責任監査法人）では、多くの
グローバル企業に対して、贈収賄リスクの対応支援を行って
参りました。こうした、知見や方法論を踏まえ企業の贈収賄リ
スク対応について取りまとめましたので、ご参考にしていた
だければ幸いです。

■ 合理的なコンプライアンス体制とは

　贈収賄リスク対応を実施する際に、グローバル企業がま
ず念頭に置くべきスタンダード（法令）はFCPAおよび英国

　米国司法省およびSECによる企業の米国海外腐敗行為防止法（以下、FCPA）違反の摘発事案が増加してきており、
一摘発案件の制裁金合計が10億ドルを超えるケースも出てきています。また、米国で2010年に成立したドッド・フラン
ク法（金融規制改革法）における内部通報者報奨金制度（100万ドル超の罰金、没収金等が課せられた場合、その10
～ 30%を通報者個人へ支払う制度）により組織内従業員から当局に対する違反情報の通報が促進されることが想定
されており、こうした当局による摘発が今後も増加していくものとみられています。さらに、英国においては公務員に限
らず民間に対する贈賄をも規制対象とする等FCPAよりも適用範囲が広い英国贈収賄法が昨年7月1日に施行される
等、贈収賄リスクに対する規制強化は、もはや世界的潮流となっています。

贈収賄法だと言われていますが、その対応の際には、既に公
表されている各種ガイドラインを参考に、「自社に合理的な

（しかるべき）コンプライアンス体制（以下、コンプライアンス
プログラム）」を検討していくことが重要です。各種ガイドライ
ンとして参考になるものとして、1992年のCOSOフレームワー
ク、2007年米国連邦量刑ガイドライン、OECDガイドライン・
ガイダンス、英国贈収賄法ガイダンスや実際のDPA（米国法
務省と組織との間で交わされる「訴追延期合意（Deferred 
Prosecution Agreement）」）等があります。

■  贈収賄リスクに対する
コンプライアンスプログラムの概要

　贈収賄リスクに対応するコンプライアンスプログラムを構
築する際には、プログラムを一から構築するのではなく、既
に構築済みのコンプライアンスプログラムと融合・一体化

金融犯罪対策と内外新規制の底流特集
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（再構築）させることが実務上効率的です。基本的なステップ
としては、「Step1リスク評価」、「Step2方針策定」、「Step3リス
ク評価に基づく特定リスクに対する統制手続の導入」、

「Step4会計記録上の統制手続の導入」、「Step5教育・研修
（コミュニケーション）の実施」、「Step6モニタリング」、「Step7 
M&A、JV等におけるデューディリジェンス」、「Step8改善計画
の策定」という構成となります。（図参照）

▲

Step1 リスク評価
　コンプライアンスプログラムを再構築する際に最も重要な
プロセスがリスク評価です。限られた経営リソースを有効活
用する為に、贈収賄行為等の汚職行為リスクを識別、分析す
るプロセスに十分な時間を割くべきといえます。汚職行為リス
クは、必ずしも正確に全てを予期しうるものではない（リスク
がゼロにはならない）ため、自社に合理的な（しかるべき）プ
ログラムの判断根拠となるリスク評価結果を導く合理的な
プロセスをドキュメンテーションし、利害関係者等への説明
責任履行に備えることが重要です。
　リスク評価を行う際に収集すべき情報としては、①外部環
境リスク（カントリーリスク、業界リスク、取引リスク、業務機会
リスク、パートナーシップリスク等）②内部環境リスク（従業員
の教育・研修レベル、パフォーマンスシステム、贈賄等に関す
る方針・手続、財務管理状況、経営トップの明確な反贈収賄
ポリシー等）③Red Flag（潜在的な贈収賄および汚職リスク
の存在を示す兆候）等があります。

▲

Step2 方針策定
　企業は、FCPAおよび英国贈収賄法の要求事項を基に
反贈収賄に関する方針を設計し、実施しなければなりませ
んが、それら方針には、政府機関との取引か民間との取引か
に関わらず、贈収賄行為は一切許容できないものであること
を方針として明確にしておかなければなりません。方針には
取引の報告記録の正確性や会社資産を守るべく、適切な内
部統制の整備についても明確にしておく必要があります。

▲
Step3 リスク評価に基づく特定リスクに対する統制手続の導入

　FCPA違反とされる多くの事案において代理店等の第三
者が関与しており、こうした第三者への反贈収賄の方針と手続

（デューディリジェンス他）の適用が違反行為を防止する上で
非常に重要となります。また、社内の旅費・接待贈答規程へ
の対応、ファシリテーションペイメント対応、慈善事業への支払
や政治献金の支払に対する統制手続等が必要となります。

▲

Step4 会計記録上の統制手続の導入
　汚職関連の支払を防止するためには、適切な会計上の統
制手続が最も効果的といえます。例えば、旅費・接待贈答規
程の厳格な運用や業務目的や相手等を明確に報告させる
等により、こうした汚職関連の支払予防に資することが可能
となります。FCPAの会計処理・内部統制条項に違反しない
よう、リスクの高い分野には会計上の統制手続を強化しな
ければなりませんが、これらは、SOX法における正確な財務
報告のための統制手続よりもより厳しい手続となることが

あります。それは、SOX法における重要性の基準とは異なり、
違法もしくは不適切な支払を予防・発見することが統制手
続の目的となるからです。

▲

Step5 教育・研修（コミュニケーション）の実施
　反汚職行為に関する教育・研修は他のStepと同様に非
常に重要ですが、贈収賄リスクが高い国々においてビジネス
を行い、現地国民を従業員採用しているグローバル企業の
場合は、それら従業員に対する教育・研修は必須事項とな
ります。教育研修の中で、汚職行為等のいわゆる「古い方法」
によりビジネス行為を行うことは一切許容できないものと明
確に述べる必要があります。同時に、教育・研修内容の理解
と遵守に対する誓約書の取り付けが重要です。

▲

Step6 モニタリング
　モニタリングが不十分な場合、プログラム全体が有効に機
能していないケースが多いことから、コンプライアンスプログ
ラムを有効に機能させるためのモニタリングは非常に重要な
Stepといえます。モニタリングを行う際には、リスク高の場合
にはより精緻に行う等リスク評価結果に応じたリソース配分
が肝要です。また、現場の正しい情報を効率的かつ網羅的
に収集する方法論の採用もモニタリングの重要な成功要因
となります。

▲

Step7 M&A、JV等におけるデューディリジェンス
　FCPA違反の訴追は、M&Aの際に明らかとなった過去の
汚職行為に対してなされることが多い実態にあります。米国
司法省は、M&Aを行う際に被買収企業による過去の汚職
行為に対する責任を引き継がないために、詳細なデューディ
リジェンスが必要だとの考え方に立っています。
　企業の立場としては、①過去のFCPA違反の責任を引き
継がないため、②M&A後に違反行為を継続し責任を負わな
いため、③汚職行為により成立したビジネスの増加コストを
負担しないため、④その他予期しないコンプライアンスコスト
を負担しないためにもM&A、JV等においては、慎重なデュー
ディリジェンスの方針と手続が重要となります。
　M&A、JVの際には、契約上の取り決めとして、過去の
FCPA違反事実を正確に開示することを盛り込むことが必
要となります。また契約には、将来的にもFCPA、英国贈収
賄法その他の法律を遵守することも同様に盛り込む必要が
あります。そして、M&A後の新組織においては、リスク評価を
再度実施し、その結果に応じたコンプライアンスプログラム
が必要となります。

▲

Step8 改善計画の策定
　ビジネスの変化、外部環境の変化等、時間の経過と共に
汚職リスクは変容します。従って、定期的にリスク評価を実施
し、現状のコンプライアンスプログラムの改善点を明らかに
し、改善計画を策定していくことが重要となります。こうした
リスク評価結果に基づく改善計画の策定と実行のプロセス
を、第三者に説明できるようドキュメンテーションすることが
企業防衛上の重要課題となっています。
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改正犯収法対応と
FATCA対応の一体的な推進を

あらた監査法人
ディレクター　遠藤　英昭　　マネージャー　白井　真人

■ 改正犯収法対応とFATCA対応の関連性

　これら二つの規制は本来目的を異にする規制ではある
が、以下に述べる観点から、きわめて深い関連性を有する。
　第一に、両規制とも、金融機関に対してある種の「顧客管
理」を要求する規制であるという点である。改正犯収法では、
新たな取引時確認事項として①取引を行う目的、②職業・事
業内容、③法人の実質支配者、④取引担当者の代理権の確
認が必要とされ、さらに高リスク取引等の条件に該当すれば、
⑤資産および収入の状況に関する情報の確認が求められ
る。（また金融機関はこれらの情報をアップデートする継続的
顧客管理にも対応する必要がある。）このように、マネーローン
ダリング対策（AML）における顧客管理は、金融機関に対し
て「顧客を知る（ノウ・ユア・カスタマー :KYC）」取り組みを
行い、その情報を活用して（犯罪収益の隠匿防止の観点か
ら）「疑わしい取引の届出」を行うことを要請するものである。
　他方、FATCAにおける「顧客管理」は、米国人の脱税防止
の観点から、顧客が（税法上の）米国人に該当するかどうか
を確認するものである。FATCAは、各国のAML等の目的で
実施したKYCで取得した情報（更新情報も含む）を米国人
該当有無の判断に最大限活用するアプローチを採用してい
る点から、この両者の深い関連性が伺える。さらに、先日公表
された財務省規則案においては、個人の新規口座の口座
チェックの取り扱いとして、各国のAML/KYCルールに基づ
いて取得した情報を用いて「米国人の兆候」有無を確認し、
該当がなければ非米国人 扱いとして良い（すなわち、
FATCA対応として何か特別に顧客から情報を取得する必
要はない）旨が明記されたことから、新規口座のFATCA対応
は犯収法対応とさらに結びつきを強めたものと考えられる。

　改正犯収法に関しては、2012年末にパブリックコメントに付された政省令案により、取引時確認として実施すべき内
容がおおよそ明らかになった。今後、追加的なガイドライン等の見極めが必要になるものの、今後2013年4月1日の施行
を控えて、金融機関における事務・システム等の対応作業が本格化するものとみられる。他方、FATCAに関しては、注
目を集めていた財務省規則案が、ようやく2月8日に公表された。この規則案の公表を契機に、今後国内金融機関にお
いても、本格的なFATCA対応準備を始めるところが多くなるものと思われる。

　第二に、金融機関が改正犯収法とFATCAに対応する時
期が、概ね一致することである。改正犯収法は2013年4月1日
に施行されるため、同日から新法に基づいた取引時確認を実
施する必要が生ずる。各金融機関においては、それに向けた
事務（マニュアルや帳票、約款等の変更）・システム対応を進
める必要がある。他方FATCAにおいては、FFI契約の効力発
生日の前後で新規口座と既存口座を区分し、新規口座に対し
てはFATCAルールに基づいた顧客管理を実施する必要が
ある。このFFI契約の効力発生日は、多くの金融機関で2013
年7月１日となる見込みである。現在公表されている改正犯収
法の政省令案とFATCA財務省規則案から変更がなけれ
ば、2013年の4月1日には改正犯収法対応としての対顧客実
務の変更を要し、さらに3カ月後の7月1日には、再度FATCA対
応としての実務の変更が求められることになる。(図)

　FATCAにおける新規口座の取り扱いは、前述のとおり、
財務省規則案において大幅に変更になったが、いずれにし
てもかなり近い時期に相互に連関し、かつ金融機関の対
顧客業務に大きなインパクトのある規制が導入されること

金融犯罪対策と内外新規制の底流特集

図図

施行日は固定 FFI契約の締結日により決定
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この期間の対応をどう考えるべきか？
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には変わりはない。こうしたことからも、両規制の関係を良
く整理して、なるべく手戻りのない様に対顧客実務の準備
を進める必要があるだろう。
　第三に、同じく「態勢の整備」が必要となる点で改正犯収
法とFATCAは共通点を有する。改正犯収法の10条では、

「使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制整
備」として、金融機関がAMLに関する内部管理態勢を構築
することを求めている。この「態勢」として、具体的に何をどこ
まで整備することを求めているのか、現時点では必ずしも明
らかではないが、例示される教育訓練だけではなく、組織体
制や役割・権限の明確化、方針・規定の充実、AMLに関す
る内部監査の実施など、全般的なコンプライアンス態勢の強
化が求められているものと解される。FATCAでもFFI契約
において、参加FFIが実施する口座保有者に対するデューデ
リジェンスや源泉徴収・当局報告業務に関する方針・規定
を整備するとともに、そうした方針・規定の遵守状況を定期
的にレビューすることを求めているが、これは上記のAMLコ
ンプライアンスにおける態勢整備と類似した考え方だと思わ
れる。さらにFATCAでは、責任者は、自社がFFI契約上の義
務を果たしていることを、米内国歳入庁（IRS）に対して宣誓
しななければならないことになっている。FATCAにおけるコ
ンプライアンス態勢は、この宣誓を行う際の根拠となるもの
であり、適切な態勢の構築および運用はFATCA対応にお
いて非常に重要なポイントになるものと考えられる。

■  「一体的推進」のコンセプトと 
想定されるメリット

　以上のとおり、改正犯収法対応とFATCA対応は密接な関
係を有していること、五月雨式に業務を変更することによる現
場の混乱を避ける必要があることを考慮すれば、両者を一体
的に推進していくことは極めて重要である。このような、「一体
的な推進」の具体的な進め方は、FATCAに本格的に対応する

（すなわち、IRSとFFI契約を締結する）金融機関と「みなし
遵守FFI」のステータスを獲得しようとする金融機関で異なる。
　FFI契約を締結する予定の金融機関は、最新の情報に
基づいて、犯収法対応、FATCA対応でそれぞれどのような
対応作業が発生するのかを洗い出し、全体的な対応計画を
練る必要がある。その中でも、両者の共通点が多い「顧客管
理」の規制要件に関しては、対応までに残された期間が１年
程度しかないことと、システムの改修が必要となる場合にそ
のための十分な開発・テスト期間を確保する必要性から、す
ぐにでも検討に着手すべきである。犯収法、FATCAともに
規制要件が確定していない部分も存在するが、全てが確定
するのを待っていると、最終的に準備期間が足りなくなる可
能性がある。現時点で入手可能な最新情報を活用して顧客
管理に関する事務・システムの要変更箇所の特定および変
更内容の検討を進め、後日規制要件のアップデートがあった
場合には、アップデートによる影響を受ける箇所のみ見直し

を行うといったアプローチで進めることが重要である。
　このような一体的な推進を行うにあたっては、金融機関
内部の推進体制も重要である。元 こ々れらの二つの規制は
別ものであり、それぞれに固有の検討項目（例えば、
FATCAであれば源泉徴収業務など）が存在することから、
別々に担当者を配置し、プロジェクトを推進する金融機関
も多い。しかし、そのような場合であっても、対応スケジュー
ルや顧客管理業務に関する検討の方向性については、担
当者相互で密に連携し、情報共有を行うべきである。

■ みなし遵守FFIを狙う金融機関

　一方、金融機関がFATCAにおける「みなし遵守FFI」の
ステータスを取得する方針ならば、参加FFIに求められる
各種の義務（口座チェック、源泉徴収・報告義務）が原則と
して免除されることから、実務負担は大幅に軽減されるこ
とになろう。しかし、みなし遵守FFIとなるためには厳格な
要件が定められていることから、こうした要件を充足してい
ることを挙証する必要があり、そうした仕組みを整備する
ことは必要となるし、現時点ではみなし遵守FFIとなること
を目指していても、結果的に何らかの理由により、断念せざ
るをえない可能性もある。その場合には、急遽FFI契約締
結を前提とした対応を進めざるをえないが、万一、そのよう
な事態に陥った場合にも、慌てずに計画を切り替えられる
ような、バックアッププランは用意しておきたい。
　
　以上、犯収法・FATCAの一体的推進に関する論点のごく
一部を紹介したが、特にFATCAについては、財務省規則案
とともに公表された６カ国共同声明により、政府間の枠組み
の導入の方向性が示されるなど依然として状況が流動的で
あり、準備作業の着手をためらう金融機関の担当者も多いこ
とだろう。しかし、少なくとも現時点では、前述のFFI契約の
発効に向けたスケジュールは変更となっておらず、短い準備期
間で確実に対応を進める必要がある。こうした観点からも、犯
収法対応、FATCA対応の業務要件の共通化を図り、作業を
効率化することにより、短期間での対応が可能になり、結果
的に規制対応コストの削減にも寄与することとなる。本稿が
そのためのヒントとして、少しでもお役に立てれば幸いである。

　PwC Japanを構成するあらた監査法人は、一昨年より同じ
PwC Japanの税理士法人、コンサルティングファームと連携して
専門チームを組成し、改正犯収法対応／ FATCA対応の一体的
な推進のサポートを行っています。専門チームには、AML（犯収
法）、FATCAの両方の規制要件に精通する専門家や金融機関の
業務・システムに精通したメンバーを配置し、両規制への対応プ
ロジェクトの立案から、規制要件、業務・システムの変更に関する
具体的なアドバイスの提供など、金融機関のAML・FATCA対応
を総合的にサポートいたします。サービスに関するお問い合わせ
は、以下のアドレスまでご連絡ください。
pwc.jp.marketing@jp.pwc.com 
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金融機関における
反社会的勢力対応の現状および課題

鈴木総合法律事務所
弁護士　鈴木　仁史

■  金融界における　　　　　　　　　　　
反社会的勢力排除の取組の進展

　平成20年3月に金融庁監督指針の「反社会的勢力によ
る被害の防止」に関連する改正がされた後、全国銀行協
会、全国信用金庫協会、日本証券業協会において暴排条項
参考例を公表しているほか、生命保険協会においても平成
24年1月に暴排条項約款例を公表し、既に生命保険会社に
おいては金融庁の約款改訂の認可を受け、平成24年4月か
らの施行に向けて態勢整備を進めている。また、損害保険
契約については被害者保護等の特殊性があるところ、日
本損害保険協会において、暴排条項について損害保険種
目ごとに慎重な検討が進められている。

■ 全国における暴排条例の施行

　平成23年10月に東京および沖縄において暴排条例が施
行され、全国47都道府県において暴排条例が施行される
に至った。
　暴排条例は「警察対暴力団」から「社会対暴力団」のパラ
ダイムシフトの下、事業者に対して契約時の属性確認（反社
スクリーニング、表明確約手続）や暴排条項の導入義務を定
めるほか、暴力団員等への利益供与の禁止を定めている。
利益供与に関しては勧告・公表などの行政上の措置を定め
ているものが多いところ（福岡県のように直罰規定を設け
ているものもある）、既に全国で相当数の適用事例がある。
　暴排条例の施行を受け、金融機関においてはこれまで
以上に、本業のみならず、それ以外のあらゆる一般契約（業
務委託契約、清掃契約など）に暴排条項を導入する動きが
加速している。暴排条例において、暴排条項の導入は努力

　平成20年3月に金融庁監督指針において「反社会的勢力による被害の防止」に関連する改正がなされてから4年を経
過し、現在においては銀行・信用金庫、証券会社のほか、生命保険会社においても約款に暴排条項の導入をしている。
　また、最近は全国において暴排条例が施行され、また平成23年12月に警察庁より暴力団等の情報提供について新た
な通達が発出されるなどの動きもある。
　本稿においては、金融機関における反社会的勢力対応の現状および課題について概観したい。

義務とされているとはいえ、反社会的勢力は本業以外の対
策の手薄な取引に介入してくるケースも多く、暴排条項を導
入していなかったがために反社会的勢力との関係遮断を
できなかった場合の経営陣の説明責任やレピュテーショナ
ル・リスクは大きいためである。
　また、金融機関が反社会的勢力に対する債権について
安易に債権放棄や支払猶予をしたり、十分な回収を行わな
かったりすることは、利益供与に該当するおそれがあり、こ
れまで以上に厳格な回収に努めることが求められる。
　この点、平成23年5月13日に成立した預金保険法の一部
を改正する法律により、預金保険機構が健全金融機関か
らも「特定回収困難債権」、すなわち反社向け債権を買い
取ることができることとなった。

■  暴排条項における　　　　　　　　　　
共生者類型・元暴力団員に関する規定の追加

　金融機関等が反社対策を進めるにつれ、暴力団の一層
の潜在化や契約にあたって第三者名義を用いる動きが進
んでおり、また共生者が金融機関から融資金名目で金員を
詐取するような動きもある。このような状況を受け、東京都
暴排条例のように、暴力団関係者（暴力団員または暴力
団・暴力団員と密接な関係を有する者）を暴排条項におけ
る属性要件の範囲として定めるものもある。
　全国銀行協会および全国信用金庫協会は平成23年、暴
排条項を明確化するために、共生者類型および元暴力団
員に関する規定（5年規定）を導入した新たな暴排条項参
考例を策定した。生命保険協会において平成24年1月に公
表された暴排条項約款例においても、共生者類型および5
年規定が盛り込まれている。
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　共生者類型の中でもいわゆる密接交際規定は、最近の
芸能界からの暴排などでも話題になっているところである
が、相手方から密接交際者に該当しないとの争われ方をす
る可能性があるところ、密接交際者についても警察から情
報を受けられる場合がある。
　また、密接交際規定については、そもそも要件自体が不
明確であり、無効であるとの争われ方をする可能性がある
ところ、大阪高裁平成23年4月28日決定は、暴力団ないし
暴力団員と何らかの関係を持つ者すべてを排除するので
は広範に過ぎることは明らかであるところ、「社会的に非難
される」などの規範的要素をもって要件を定めることはや
むをえないと考えられ、曖昧とまではいえないと判示してい
る。また、同決定は、過去に外形上密接な関係があったと認
められるから、真実絶交したのであれば、それを外部に向
かって積極的に表明しない限り、従前の関係が継続してい
ると推定されるとしており、経験則に基づく反社会的勢力
の推定をしている点でも実務上参考になる。

■ 適切な反社会的勢力排除態勢の構築

（1）金融庁検査との関係
　以上述べたとおり、ここ数年における金融機関の反社会
的勢力対策の進展には目覚しいものがあるが、金融庁検
査においても反社会的勢力対応に関する指摘事例は相当
数見られる。
　その中でも多くみられるのが、反社会的勢力に関する情
報データベースの構築、反社会的勢力のスクリーニングを行
う取引の範囲、定期的スクリーニング（継続的顧客管理）、
金融機関の内規における反社会的勢力の定義・範囲の設
定などである。
　平成23年8月に公表された平成23検査事務年度検査基
本方針においても、反社会的勢力対応は法令等遵守態勢
として引き続き重点検証項目とされており、金融機関は今
後も適切な態勢整備に努める必要がある。

（2）適切な暴排条項適用態勢の構築
　銀行等においては、暴排条項導入から相当期間経過す
るが、既に相当数の適用事例があるところと、まだ一件も
適用事例がないところに分かれている。
　反社会的勢力の認定や解除の法的リスクにつき、慎重な
社内プロセスを経て、また弁護士の法的意見書を求めたうえ
で適用しないという結論に至ることは別として、何ら十分な
検討もせずに「伝家の宝刀」のように暴排条項を適用しない
のでは態勢として十分とはいえず、今後金融庁検査で指摘さ
れる可能性が十分ある。よって、「暴排条項導入」から一歩進
め、「適切な暴排条項適用態勢」を構築する必要がある。

■ 外部専門機関との一層の連携

（1）警察との連携
　反社会的勢力排除態勢構築にあたっては、金融庁監督

指針においても外部専門機関（警察、弁護士等）との連携
が求められている。
　警察との連携において重要なのは、警察情報の提供お
よび安全確保（保護措置等）である。警察情報の収集に関
しては、これまでいわゆる平成12年通達が基準となってき
たが、平成23年12月22日、警察庁から新たな通達（「暴力
団排除等のための部外への情報提供について」）が発出さ
れ、平成12年通達は廃止された。この背景としては、暴排
条例の施行を受け、金融機関を含めた事業者が警察情報
を必要とするケースが増加し、情報提供の基準を設定する
必要が生じるためである。そのため、平成12年通達と異な
り、暴力団準構成員や元暴力団員のほか、共生者、暴力団
と社会的に非難されるべき関係にある者（密接交際者）な
どについても情報提供の基準が独立に定められている。
　なお、暴排条項適用にあたっては警察情報の活用が必
要であるが、その前提として、適正な情報管理態勢を構築
していること、情報の提供を受ければ確実に関係遮断が
なされることなどが必要であることに留意が必要である。

（2）弁護士との連携
　弁護士との連携において重要なのは、解除リスクの検討

（意見書）および実際の解除権行使（解除通知発送やその
後の対応）である。例えば保険契約などにおいては、重大事
由解除の包括条項の明確化として位置づけられており、信
頼関係破壊や契約存続を困難とする事情の判断が必要で
ある。生命保険約款においては、属性要件のみで解除でき
る建付けとなっているが、重大事由解除の包括条項につい
ては広範であるとの批判があり、過去の不払事件などから、
衆参法務委員会においても解除権の濫用についての附帯
決議がなされている。よって、実際の運用にあたっては、解除
権の濫用とならないよう、また訴訟リスクの低減のために
も、属性要件のみで機械的・形式的に適用するのではなく、
行為要件その他保険取引に関係する事情（例：取引金額、
解除により相手方に与える不利益、取引の性質・内容、取
引の継続期間）も総合考慮し、法務部門や弁護士の意見も
踏まえ、故意の事故招致や保険金詐欺に比肩するような重
大な事由に該当するかを慎重に検討する必要がある。
　また、解除権行使にあたっては、弁護士名義での通知書

（内容証明郵便）を送付しているところが多い。これまでの
事例では大きなクレーム等につながる事例は見受けられな
いが、引き続き適切な解除権行使態勢を構築していくこと
が必要であろう。

お問い合わせ先
〒102-0083　東京都千代田区麹町3－3－8  丸増麹町ビル2階
鈴木総合法律事務所　弁護士 鈴木  仁史
03-3221-6981  http://suzukisogo.com　info@suzukisogo.com
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高度化するサイバー犯罪で求められる、
新たな対応策

株式会社シグマクシス
プリンシパル　笠松　隆幸

■ フィッシングサイトもクラウド化？

　フィッシングサイトとは、「PCの利用者を釣り上げる意図
の偽サイト」という意味の通称です。事犯では、利用者が偽
メールで誘導された「あたかも本物のような偽の金融機関
サイト」がフィッシングサイトに当ります。
　昨今は、フィッシングサイトもクラウド上に容易に立ち上
げ、かつ短時間で偽サイトを移動させることも可能になって
しまったのです。フィッシングサイトだと認定・登録された時
には既に、そのURLアドレスには存在しません。サイバー犯
罪者もクラウド環境を賢く使いこなす時代になってきたと
いうわけです。

■ SpyEyeは本当にウイルスなのか？

　コンピュータウィルスを防止するアンチウイルスソフトは、
医学上のウイルス予防接種と同じ考え方で、本質的に「不
特定多数の大量感染を起こすウイルス」を前提に開発され
ています。
　しかし、事犯から見えるSpyEyeウイルスによる偽メール
配信のケースでは、ターゲットのユーザーがどの金融機関
を使っているかを事前に知っているということが明らかに
なってきました。その意味で、SpyEyeウイルスは、これまで
の不特定多数への感染を前提にしたウイルス定義から外
れ、防止の対象から漏れやすくなっていたというわけです。

■ 標的型攻撃はなぜ検知しにくいのか？

　インターネットから企業内サーバーに不正侵入する事が
少なくなり、替わって関係者を装うメールなどを使って標的
の組織や個人のPCに不正侵入する事が多くなりました。

　2011年は、多数の金融犯罪が発生した年だといえます。一連の手口には偽メール、SpyEye、フィッシングサイト、乱数
表、出し子などいくつかの注目すべき点があり、それぞれが技術面でも手法の面でも進化しています。さらに、これらの
組み合わせが、犯罪の検知を難しくしているのです。特に注意すべきポイントをみてみましょう。

　今回の偽メール配信は、金融機関がお客様に送信した
本物メールを逆モニタリングし、その数時間後に本物メール
と、ほぼそっくりに真似た偽メールを配信しています。メー
ル内容の偽装だけでなく、配信時期をも偽装化し、ター
ゲットに不信感を抱かせないように巧妙に仕掛けているの
です。

■ 乱数表が一致していれば防げるのか？

　乱数表は“最後の砦”と理解している人が多い中、まさ
か口座保有者がPC画面に現れるメッセージのままに乱数
表の番号を“全部”入力してしまうとは誰しもが想像してい
なかったのではないでしょうか。
　出金するまでには、三つの認証が使われていました。第1
認証は本人の記憶にしかない「ID/パスワード認証」、第2
認証は本人しか持っていない「契約者番号認証」、第3認
証は本人しか持っていない「乱数表番号認証」です。しか
し、番号が一致していたという結果だけでは同じ性質の防
御であり、セキュリティの強度は期待以上には高まらないと
考えています。

■ ワンタイムパスワードで防げるのか？

　2011年の重大な事件として、「ワンタイムパスワードの技
術が情報漏えいしていた」と某セキュリティ企業が発表した
ことを挙げなければなりません。一度しか使えないパスワー
ドだから安全だと考えられてきたわけですが、「双子の悪
魔」と呼ばれる手口が介入することで、容易にスルーパスす
る事が起きています。
　双子の悪魔とは、あるPCを無線LANアクセスポイント
に偽装させ、そこを通過するパケットからID/パスワードを
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盗み見るものです。企業が暗号化通信と言っても、それは
「双子の悪魔PCと企業webサーバー」の間であり、「ユー
ザー PCとワンタイムパスワード、および双子の悪魔PC」の
間では非暗号化通信となっているのです。

■ 金融犯罪もプロジェクト化しているのか？

　最近のサイバー犯罪は、非常に多くのステップを踏みな
がら、犯罪者も役割を分担し実行に移しています。例えば、
継続的に金融機関の本物メールを監視する者、本物を真似
た偽メールを作成する者、ターゲット金融機関の口座保守
者のメルアドを収集する者、フィッシングサイトを構築し待
ち構える者、偽サイトにログインしてきたID/パスワードを
使って本物サイトに不正アクセスする者、預金残高から他
行に不正振込送金をする者、他行のATMから現金を出金
する出し子などです。
　組織的な行動は、ネットとリアルの仕掛けが連携し、日
本と海外の組織が連携した一大犯罪プロジェクトになって
しまったと考えます。

■  効果的な対策は 
行動ログをリアルタイム分析すること

　金融犯罪をプロファイリングしお客様一人一人を守ると
する場合、行動ログのリアルタイム分析が有効かつ経済性
が高いと考えられます。従来は“行動ログで現れた数値の
違い”を可視するもので、“何時にログインしたか、IDパス
ワード入力を何回ミスしたか”など何をしたかを報告する
のに使われてきました。しかしサイバー犯罪が凌駕しつつ
ある情勢においては、何回入力ミスしたかを事後報告する
のではなく、通常と異なる入力ミスを今そこで起こしてい
るか、行動ログを分析しリアルタイムに不正を検知する事
です。
　行動ログをリアルタイム分析する事とは、「ありのままの
動作を記録する行動ログ」、「経験と比較した動作を記録
する行動ログ」および「効果を狙った動作を記録する行動
ログ」などがあります。不正検知の有効性と実害防止の経
済性において効果を発揮する可視化として求められてい
ます。

■  イベント・ドリブン型複合イベント処理の 
テクノロジー

　行動ログをリアルタイム分析するテクノロジーの一つとし
て、日本オラクル社のCEP複合イベント処理のテクノロジー
を紹介します。このテクノロジーは、収集してきた特定の情
報に対して、事前定義したルールに基づく演算処理をリア
ルタイムで行います。特に、その演算処理速度が１秒間100
万イベントといった超高速なオーダーでの処理が可能であ
ることから、ビッグデータも含め大量に発生する時系列

データやログデータに対しても活用されています。

　複合イベント処理の基盤では、3つの処理ステップを保
有しています。①イベントデータの収集、②ルールに基づく
判定、③アクションの実施の3つです。
　イベントデータ収集の処理では、アダプタ技術を利用する
ことで、インターネットからも、またRFIDやセンサー端末や
POS端末からもデータフィードを抽出できます。特に、高速
演算処理が求められる場合、イベントデータの一時的な保
管場所としてインメモリDB技術（例：Oracle Coherence）と
の併用がされることが一般的です。
　これら3つの処理はいわば人間の行動決定の流れと酷
似しています。①世の中にあふれる情報を集約し、②情報
に対する判断を行い、③実際に行動を起こす、という流れ
です。処理が大変高速である事と、複雑な条件分岐を伴う
ルールの記述や、ルール変更時の影響分析が行いやすい
事から、アプリケーションの新しい開発方式として採用が
進んでいます。
　オンライン不正検知サービスの事犯に対しては、下記の4
つの特徴があります。
1.自己学習型の非正常データの検出
2.ログイン認証とトランザクション認証
3.Fraud Intelligence NetworkとBlack-IP 情報の受信
4.二要素認証とリアルタイム介入
　自己学習型は、時間列での分析力を強化しより細かい
分析にも対応しているので、少額の資金移動を何度もして
いるといった時系列での分析が必要な取引についても、よ
り効果的に検出できるようになっています。またログイン履
歴やトランザクション履歴の少ないユーザーについても分
析力を持っています。 二要素認証では、ログインするポー
タルへのアクセスをVIPクレデンシャル、SMSメッセージ、
電子メールメッセージを利用して生成された2要素認証と連
携した利用ができるので安全性が増えています。

　当寄稿が、お客様一人一人の資産を守る事への一助にな
れば幸いです。

Copyright© 2011, Oracle. All rights reserved.
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アクション

• 任意のアクション
- メール通知
- 業務ユーザ画面への通知
- 外部システムとの連携

アクション

• 任意のアクション
- メール通知
- 業務ユーザ画面への通知
- 外部システムとの連携

複合イベント処理基盤で実施される3つのイベント処理
（出典：日本オラクル株式会社）
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AML業務とITシステムの調和性
株式会社インテリジェントウェイブ

第一営業本部　第一営業部　副部長　岡崎　一真　（sales_iwi@iwi.co.jp）

■ 金融機関を取り巻く環境・課題

　金融機関を取り巻く犯罪はますます巧妙化し、手段も多
様化している。様々な種類の取引から不正を検知するため
には、各金融機関で不正の検知基準を統一し、的確に検
知対象を定めることが大切である。また、昨今の決済環境
では、デビットカード等による即時取引が拡大しており、不
正を検知するまでのスピードが重要となっている。その上
で、大量な正常取引から不正を検知し、関係省庁への届出
提出までの一連の作業を無駄なく遂行する─このような
業務の効率化を図ることが金融犯罪対策には欠かせない
要素となる。
　金融犯罪対策では、投資に対して収益が見込めないた
め優先度が低くなりがちであるが、システム化することによ
る業務改善の影響は大きい。システム化することで「不正
検知精度」、「不正検知スピード」、「業務効率」の3つを向上
させることができる。また、システムを活用することで、日々
の業務で培ったスキルをさらに高め、堅牢な不正対策業務
が実現できると考えている。

■  純国産AMLパッケージ
「ACEPlus for BANK」

　当社は10年以上にわたり不正検知システムの開発に取
り組んできた。「ACEPlus for BANK」は、AML業務にとっ
て必要不可欠な機能を備えた、実績があり充実したサポー
トを提供する純国産製品である。
①不正検知精度
　膨大な取引から不正のみを抽出するためには、正確な検
知シナリオを設定する必要がある。「ACEPlus for BANK」
は、条件の組み合わせにより検知対象を捉える表形式と
複雑な条件をif文によって特定する構文形式の2パターン

　2011年4月に犯罪収益移転防止法が改正され、日本の金融業界では同法の動向が注目されている。改正内容に絶え
ず応えていくためには、犯罪に関わりのある取引を検知する最良の対応ができるよう、戦略を立てる必要があるだろ
う。今回は、金融犯罪が増加している背景から、これからの金融犯罪対策に求められる業務施策を「不正検知精度」と

「検知スピード」、「業務効率」の3つの観点から述べていく。

を標準装備している。これにより、簡単、且つ柔軟な条件
設定が可能となり、誤検知の少ない最適なシナリオを作成
することができる。
②検知スピード
　「ACEPlus for BANK」は当社の製品であるクレジット
カード会社向けリアルタイム不正検知システム「ACEPlus」
を元に開発したものである。そのため、「ACEPlus for 
BANK」においても、長年培ったノウハウを活かし、即時に
金融犯罪行為を防止する。また、バッチ処理による検知に
も対応しているため、各金融機関における要件によって柔
軟にシステムを構築することができる。
③業務効率
　金融犯罪対策における実務品質を向上させるには、一元
的な管理態勢の整備の必要性に伴い、顧客管理の強化を
実現する必要がある。「ACEPlus for BANK」は、本人確認
から不正検知、疑わしい取引の届出までを管理するための
ワークフロー機能を標準装備しており、業務処理の一元化
による人的作業負荷を軽減する。
　また、「パッケージ」と謳いながらも、様々な業務要望を柔
軟に吸収できる仕組みとなっており、各金融機関で思い通
りのシステム構築が可能となる。これは、日本の金融機関
に特化している「ACEPlus for BANK」ならではの強みで
ある。

■ 最後に

　金融犯罪対策においての最終目的は、未然に防止策を
講じ、如何に犯罪を無くすかということである。「ACEPlus 
for BANK」は、その目的を見失うことなく、日本の不正対
策業務を最大限にサポートする役割として、今後もさらなる
犯罪防止に貢献していく。

金融犯罪対策と内外新規制の底流特集
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外部企業データを用いた
FATCAデューデリジェンス

ダンアンドブラッドストリートTSR株式会社　ビジネスディベロップメント　ディレクター
社団法人日本証券アナリスト協会検定会員　山城　和人

　金融機関がFATCAの要求事項に対応する上で最も大き
な課題のひとつが、法人口座のデューデリジェンスであろう。
日本銀行発表の数字によれば、信用金庫を除いた銀行の保
有する法人口座の数は実に2千万口座を超えるということで
ある。
　法人口座のデューデリジェンスを実施する際は、口座の確
認作業の網羅性と正確性を保った上で、如何に効率的に業
務を遂行するかが課題となる。具体的には、対象口座の株主
に 米 国 人 が 含まれ るか 否 か、FFI（Foreign Financial 
Institution）に該当するかどうか等を確認した後、全ての法人
口座に対して、十分な事業実体があるかどうかについての調
査が求められる。事業実体の有無については、従業員数、売
掛金、買掛金、固定資産の有無やその額の適正性等に着目
することがガイダンスに示されているものの、実際に金融機関
が自ら保有するデータのみに依拠して一連のデューデリジェ
ンスを行うことは、非現実的と思われる。
　本稿ではこのような状況を踏まえ、外部の企業データベー
スを活用し、効率的に法人口座のデューデリジェンスを実施す
る方法についてご紹介したい。実際のデューデリジェンスのプ
ロセスには、まず金融機関の持つ法人口座に、データベース
提供企業が保有する企業コードをマッチングすることからス
タートする。通常はマッチングエンジンを活用し、法人名や法人
の所在地等の情報をキーとして、自動的にこれを行うこととな
る。マッチングが適切になされ、企業コードが付番されたという
ことは、その企業の“Identity”が特定されたことを意味する。
コードが付番された企業に対しては、その事業内容、従業員
数、財務データといった企業属性情報を必要に応じて付加す
ることにより、米国人株主の有無、FFIの特定、事業実態の確
認といった作業負荷を劇的に軽減することが可能となる。
　この外部企業データベースを用いたデューデリジェンスを
効率的かつ高いクオリティで行うためには、 1）グローバルな
企業データベース、 2）統一された企業コード体系、 3）企業を
特定するためのマッチングエンジンの3つが必要不可欠とな

　FATCAにおける法人口座デューデリジェンスの業務負荷を、外部企業データベースを活用することにより、劇的に軽
減する手法とその留意点について解説したい。

る。これら3つの要素について以下で簡単に触れたい。
1）グローバルな企業データベース
　FATCAのように世界を対象とした法令順守には、グロー
バルに一貫した基準で作成、管理され、全世界の企業を網
羅するデータベースが必要となる。また、規制当局であるIRS
からの信頼を得る上でも、データの品質について世界的に高
い評価を得ているデータベースを用いるべきである
2）統一された企業コード体系　
　使用するコード体系は、その発番、管理が一貫した基準に
基いて行われているコードを使用すべきである。例えば、Dun 
& Bradstreet社が保有するDUNS NUMBERは全世界で
統一した基準でのコード発番、管理がなされており、全世界
でデファクトスタンダードとして使用されている。特定の企業を
調査する場合、その企業に該当するDUNS NUMBERが存
在するということは、その企業の“Identity”が特定され、その
実在性が担保されることを意味する
3）企業を特定するためのマッチングエンジン
　作業の効率化のための重要な要素の一つが、精度の高い
マッチングエンジンを活用することである。マッチングエンジン
は、企業の名称変更、通称、英語表記、カタカナ表記等に柔
軟に対応できる性能を備えている必要があり、この対応能力
の優劣が法人口座のデューデリジェンスの作業負荷を大きく
左右することになる

　FATCAを含むグローバルな金融市場におけるコンプライ
アンス強化の動きは、日本の金融機関にも少なからぬ負担を
強いるであろうことは議論の余地はない。しかしながら、
FATCAの法人口座デューデリジェンスに関しては、外部の
データベース及びその関連サービスを活用することにより、業
務負担を最小化することが可能である。日本の金融機関がコ
アの機能へその経営資源を集中投下し、国際競争力を高め
ていくためにも、積極的な外部データベースの活用を検討頂
ければ幸いである。

金融犯罪対策と内外新規制の底流特集
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東証が始めた
新しい市場データ配信の意味を考えてみる

株式会社CMDラボ
代表取締役　尹　煕元　（yoon@cmdlab.co.jp）

■ IT技術の発展が金融市場に及ぼす影響

　金融という産業が情報に立脚した業態であることは論
を俟たないが、近年の情報インフラの革新が金融市場に及
ぼす影響については、本質的な議論が十分なされていない
ように思われる。IT技術の発展は、金融市場に何をもたら
しているのだろうか？　様々な影響が広範囲に渡っている
が、以下の2点については、異論はないであろう。
　（イ）  インターネットによって誰でも簡単に情報が入手で

きるようになり、さらには、直接金融市場への発注
が可能となった。

　（ロ）  PCが高性能となり、市場を分析する技術が格段に
向上した。

　このような環境下で、東京証券取引所（以下、東証）は次
世代株式売買システム「arrowhead」を2010年1月4日に稼
動させた。

■ はじまりはarrowhead

　東証が稼動させたarrowheadシステムとは、どのようなも
のなのか？　詳細については、別記URL東証：arrowhead
を参照してほしいが、市場参加者の立場から見た「それ以
前の取引システムからの大きな変化」は
 　(a) 秒単位の取引から数ミリ秒単位の取引へ（高速化）
 　(b)  高速処理に対応させた更新値幅拡大（執行インパク

トの拡大）
ということになる。
　上記(a)としてあげた数ミリ秒というタイムスケールは、人間に
とっての認識力の限界を越えるものであり、このことは情報の
変化を目で確認するどころか、脳で認識することさえも原理的
にできなくなったことを意味している。(b)に記した更新値幅の

　東京証券取引所は2011年12月13日「東証 Market Impact View（以下、TMIV）」という情報配信サービスを試験
的に始めた。当該サービスは、すべての気配情報（いわゆるフル板情報）を活用した分析情報の提供であり、これまで
配信されてきた市場情報とは性質を異にするデータの配信サービスである。本稿では、TMIVという情報配信を通し
て、金融市場で起こっている変化を考えてみる。

拡大とは、執行時のインパクトが大きくなる可能性を意味して
いる。すなわち、arrowheadは人間の認識力を越えた情報更
新を行い、さらに、潜在的執行インパクトを拡大したのである。

■ よく考えてみると・・・

　人間の限界を越える情報を配信し、さらに、執行インパクト
を大きくする売買システムは、市場参加者にとって良いことな
のだろうか？　旧来の取引慣習で売買する人達は、当然、声
を大にして批判している。その一方で「世界の高速売買の流
れには逆らえない」との議論も目につく。イデオロギー的な議
論をしたところで、arrowheadというシステムの評価が下せる
とは思えない。賛否両論があろうとも、現状の東京証券取引
所の売買システムはあくまでarrowheadなのである。
　そのarrowheadシステムが確実に達成している良い点が
ある。それは、『情報の不確実さという公平性』である。分か
りづらい表現であるが、つまりはこういうことである。
arrowheadは市場に参加するものにとって、平等に、『不確
実であることを伴う情報を配信している』のであり、どんな
にお金をかけた取引システムを持っている投資家も、零細
投資家も、ミリ秒単位で注文状況が変化する不確実な状
態において注文を出すことに変わりはないのである。
　この不確実な情報下での注文は、市場情報の見方を根
本的に変えることを強いている。すなわち、見えている市場
情報はすでに変わっている可能性があり、その不確実性の
最中で発注が求められていることになったのである。そこ
に登場した情報配信サービスが、TMIVなのである。

■ TMIVとは？

　TMIVは、気配情報を使って、直観的に、執行インパクト
を捉えるための情報ツールである。具体的には、
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①  個別銘柄の気配情報を執行インパクト情報として提供
している「個別銘柄分析」

②  市場全体（選択されている101銘柄）の日中変化と各銘
柄の売り買い注文状況バランスの関係を示している「市
場分析」

という2つの情報を5秒毎ではあるが、逐次、配信している
リアルタイム情報配信サービスである。使い方や機能詳細
については、別記のURL東証Market Impact Viewに詳細
が取り上げられているので参照してほしい。
　本稿では、それぞれの機能の紹介ではなく、このTMIV
によって示されている情報が何を示しているかを、さらに掘
り下げて論じてみる。

■ TMIVは何を見せているのか？

　「買いが多ければ価格は上がり、売りが多ければ価格は下
がる」と多くの市場参加者が信じている。ところが、従来の市場

（約定）データの分析では、買いが多いのか、売りが多いのか
を判定することは困難だった。それは、市場で取引が成立す
るためには、売り手と買い手が同数の株数を取引しなければ
価格が成立しないため、寄付の板寄せによる価格形成を除
いて、需給のバランスを算出することが不可能だったためであ
る。また、フル板情報を集計したとしても、執行時間（期間）を
どう考えるかによって、意味のある需給データにはなりづらい。
　TMIVの個別銘柄分析画面右下に示されているインパ
クト曲線は、少なくとも瞬時（おおよそ0.3秒以内）に約定す
ることが可能である範囲を示しており、その瞬間の確実な
需給関係なのである。すなわち、TMIVは絶えず移り変わ
る情報環境において、市場に参加するすべての人に共通な
情報として、本質的な市場での瞬間需給関係を初めて示し

た市場情報ツールなのである。

■  2012年2月から始まった　　　　　　　　 
分析データダウンロードサービス

　さらに東京証券取引所は、2012年2月1日より、試験的な
試みとしてTMIVの個別銘柄分析のデータダウンロード
サービスを開始した。この分析データはフル板情報を需給
関係に集約したデータであり、膨大なデータ処理を行った
後のエッセンスのみを、データ加工するためのExcelマクロ
ファイルと一緒に提供し始めたのである。
　ここでは、ダウンロードした分析データを使って、一つの参
考分析結果を示してみたい。下に示した図は、コマツ（6301）
の2012年2月15日の板バランス（買い板と売り板の厚さのバ
ランス）の変化と価格の変化の関係を示したものである。横
軸は右側に行くほど買い板が厚く変化した状態、左側に行く
ほど売り板が厚く変化した状態を示し、縦軸は5秒毎の値動
きを示している。相関関係が顕著に見える訳ではないが、板
が厚くなる方向へ価格が動いているように見える（つまり、買
いが多くなった時に価格が下がり、売りが多くなった時に価
格が上がる）。これは、価格が変化した後の板が相対的に薄
くなるため、必ずしも断定的な結論と言える訳ではない。しか
しながら、ディーラー達が口にすることがある「板の厚くなる
方向へ価格が動く」という感覚は、それほど的外れではない
かもしれないこと物語っている可能性がある。

■ 最後に

　人間では捉えることができなくなった高速な市場変動に
対応するためには、コンピューターを使ったアルゴリズムト
レード等の工夫が必要と思われる。そのアルゴリズムトレー
ドを考える上で、重要な位置を占めている分析対象が気配
情報であろう。ほとんど手つかずの未開拓分析エリアであ
る気配情報分析に取り組むための一つの可能性、それが
TMIVなのである。

＊東証：arrowhead とは？
　http://www.tse.or.jp/rules/stock/arrowhead/info.html
＊東証：Market Impact View
　https://www.tse.marketimpactview.com/Top
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紐育通信紐育通信

　通常ガソリン価格は春先から徐々に騰勢を強め、夏のドライ
ブシーズンが始まる直前の5月か6月に当面のピークをつけるわ
けだが、このままのペースで上昇を続ければ1ガロン4.50ドルあ
たりまで値を伸ばすことも十分にあり得るだろう。当然ながら
こうした価格上昇は米国民の家計を直撃、財布のひもを更に
締めることにつながる。昨年末あたりから経済指標に強気の
内容が続き、もしかしたらこのまま回復基調に乗るのではと期
待が日に日に高まっている米景気だが、個人消費の落ち込み
によって再び腰折れとなってしまうというシナリオにも、十分な
注意が必要だろう。
　もっとも、石油市場の需給は決して逼迫しているわけでは
ない。やはりエネルギー省が発表した石油在庫統計によると、
2月3日までの週の米国内石油製品需要は日量1,762万バレル
と1999年5月以来の低水準を記録、ガソリンの需要も1月初め
に2001年の911テロ直後以来の水準にまで落ち込んだ。需要
の低迷を受けて輸入が大幅に落ち込んだこともあって、在庫
は昨年ほどの過剰感はなくなったが、それでも過去5年平均を
やや上回る水準を維持している。世界市場を見ても、債務問題
に苦しみ景気後退入りの可能性が高い欧州でも需要が減少、
中国をはじめとしたアジアの新興国も世界的な景気減速の流
れに巻き込まれ、一時期のような旺盛な需要の伸びは期待で
きなくなっている。今のファンダメンタルズを見る限りでは、
WTI原油が1バレル100ドルを超えるような水準で推移してい
ることはとても想像できない。
　もちろん、供給面では核開発を進めるイランに対する欧米
の制裁に伴う同国の石油輸出の停止やそれに対抗する形で
の石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の閉鎖、ナイジェリアや
スーダン、シリアといった産油国の国内情勢不安に東欧を中心
とした記録的な寒波による暖房需要の急増とそれなりに相場
を押し上げる材料も揃ってはいるのだが、こうしたものは基本
的に短期的な買い材料。2、3日は急騰するものの、買い一巡後
は大きく売りに押し戻され上昇前の水準以上に値を下げてし
まうというのが通り相場なのだが、今年はなぜかそのまま高止

米ガソリン価格はこの夏最高値を試すのか
よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク

（http://yosoukai.com/）
代表　松本 英毅

　今、米国内ではガソリン価格の上昇が続いている。米エネルギー省が2月13日に発表した国内レギュラーガソリン
の全米平均小売価格は1ガロン3.523ドルと、2月としては異例の高値となっている。原油が1バレル147ドルの史上
最高値を記録した2008年でも、この時期には1ガロン3ドル前後で推移していたのだから、今の水準がいかに高い
のかが分かるだろう。

まりしてしまうことが多いというのが実際のところだ。
　こうしたファンダメンタルズでは上手く説明できない相場の
上昇の背景には、やはり世界的な金融緩和に伴う投機資金
の流入があると考えるのが自然だろう。FOMCやECB理事会
といった金融イベントに対して、いちいち大きく反応するわけで
はないのだが、中長期的に見るとやはり大きな押し上げ要因と
なっていると考えざるを得ない状況だ。米国内の需要が10年
以上ぶりの低水準にあってもお構いなしに買いが集まってく
るのだから、この先少々弱気の材料が出ても気にする必要は
ないのかもしれない。普通なら大きく売りを誘うような弱気の
経済指標も、FRBの追加緩和観測が高まるとの理由から強
気に作用することも考えられる。ギリシャをはじめとした欧州の
債務問題絡みで何か新たな不安が生じた場合でも、短期的に
はリスク回避の売りを誘うのかもしれないが、中長期的には押
し目買いのチャンスを提供してくれていると受け取っておくべ
きだろう。
　足元の需要の弱さを考えれば、2008年のようについていく
のがやっとというような力強い上昇が見られることはないと思
われるが、今のような形でのダラダラとした上昇基調が続く可
能性は高そうだ。少なくとも2014年終盤まで例外的な低金利
政策を続けるとしているFOMCで、金融引き締めにつながるよ
うなサインが見られるようになるまでは、強気の流れに逆らう
べきではないのかもしれない。
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  あすにかける－中央
銀行の栄光と苦悩

野村総合研究所
金融ITイノベーション研究部長
井上　哲也

日本語版刊行に寄せて
第1章　 中央銀行業とは何か、なぜ重要なのか
第2章　 通貨の安定
第3章　 金融安定
第4章　 金融のインフラストラクチャー
第5章　 資産価格
第6章　 構造、地位、説明責任
第7章　 欧州：特殊なケース
第8章　 新興国における中央銀行
第9章　経営資源、コスト、効率性
第10章　 国際協力
第11章　 リーダーシップ
第12章　 変革に向けた課題

　本書は、ともに英国金融サービス庁で要職を務めたハワード・デイビスとデイビッド・グリーンの両氏が、今回の金
融危機の中央銀行のあるべき姿について議論を試みた著作（“Banking on the future”, Princeton University 
Press <2010>）の日本語訳である。

　2000年代前半には、先進諸国を中心とする物価安定の下
で高い経済成長が実現したことにより、中央銀行に対する
評価は大きく高まり、いわば「中央銀行の黄金期」と呼べる
時期を迎えた。しかし、その後に生じた金融危機によって、危
機の予防や沈静化における中央銀行の限界が明らかになっ
た。つまり、米欧で進められた金融監督の改革において中央
銀行の機能が焦点となる中で、金融政策と資産価格インフレ
との関係、金融システムの監視、金融監督当局との連携と
いった課題が再び問い直された訳である。
　本書がこれらの課題に対して示した回答は、中央銀行の
根本的な特質はバランスシートの規模や構成を変化させるこ
とによって金融政策や危機対策を遂行しうる点にあること、
金融政策は物価安定だけを追求するのでなくクレジットの
拡大や集積にも配慮すべきこと、個々の金融機関の監督は
金融監督当局に委ねるべきである一方、システミックリスク
の把握能力を向上させ、その成果を海外の中央銀行や国内
外の金融監督当局、国際機関と迅速かつ適切に共有すべき
ことが柱となっている。
　こうした内容は、金融危機後になされた多くの議論と共通
する面があるほか、著者たちも認めるように、原著作は今回
の金融危機が浮き彫りにしてきた課題をしっかりと見通すこ
とに成功している一方、解決策として具体的な提案にまでは
至っていない面もみられる。
　例えば、クレジットの状況に配慮した金融政策という場合
に、具体的にどのような枠組みを考えているかは必ずしも明ら
かではない。また、中央銀行の金融システム安定における役割
に関しては、「マクロ・プルーデンス政策」の重要性や有望な政
策ツールについて丁寧な検討を加えている一方、日本を含む
先進国で共有されうる共通理解を示すには至っていない。あ
るいは、インフレーション・ターゲティングについても、英国に代

表されるように、これまで実施してきた国では目標値を満たさ
ない状況が定着する事態を容認する動きがみられる一方で、
最近の日米にみられるように、むしろ今になってインフレーショ
ン・ターゲティングの要素を政策運営に取り込むことをどう考
えるのかという点は宿題として残されている。
　それでも、原著がポール・ボルカー氏やジャック・ド・ラロ
ジェール氏といった金融規制や金融監督の改革の「設計者」
を含む米欧の有識者から高い評価を得たのは、事実関係を
丁寧にあたるという真摯な実証的アプローチが貫かれている
からであろう。実際、本書には経済学の実証研究のみならず、
中央銀行が行ってきた政策の丁寧なレビュー－これは先進諸
国に限らず新興国も含み、近年の金融危機や「グレート・モ
デレーション」に限らず、17世紀にまで遡る－が豊富に引用され
ており、その主張に力強い説得力を加えている。しかも、物価
の安定や金融システムの安定といった中央銀行の役割につい
て、決済システムの運営や監視、金融市場でのオペレーション、
経済や金融システムの調査といった様 な々機能との関係を意
識しながら議論している。さらに、現在の欧州危機についても、
現実は著者たちの予想を上回る早さで展開しているものの、
政府に対するLLRやECBのバランスシートの質や規模の持
つ意味あいといった本質的な問題を見通していた。
　このように幅広い視点からの検討がなされた結果、本書は、単
に金融危機後の中央銀行の姿を示すだけでなく、「国民は、中央
銀行という公的当局にどの役割を託すべきか」という幅広い中
央銀行像－著者たちが「セントラルバンキング」と呼ぶもの－を示
している。この点で、本書は金融危機後に刊行された類書よりも
明らかに優れており、これから金融システムと実体経済を正常化
していく任務を負う公的当局の方々にも、金融危機の下で金融ビ
ジネスに携わる方々にも、豊富な実務経験に裏付けられた本書
の議論に是非触れていただきたい。（金融財政事情研究会刊）

M
arket Solutions ReviewM

ark
et S

olut
ion

s R
evie

w

21



欧州財政問題と国債利回り（その2）
アナリスト　平井 こうたろう

やさしい解説

欧州各国の国債利回りと財政懸念

　2012年1月13日、S&Pがフランスをはじめとする欧州9カ国
の格付を引き下げました。格付機関については次回にお話す
るとして、昨年秋以降、欧州財政問題に関しては新聞や各種
コメント等ではかなり悲観的なものも多く、2011年11月のドイ
ツ10年国債入札の札割れ時にドイツ国債利回りが急上昇す
ると「財政問題がついにドイツに波及」したかの如くコメント
されているものが多いように感じました。この世の終わりで
すか？というような書きっぷりでしたが、果たして本当にドイ
ツの金利上昇がドイツの負担増加に伴う財政悪化というも
のだったのでしょうか？
　もちろんその時にすべてのコメントを読んだ訳ではありま
せんが、ドイツの財政問題と解釈するには根拠に乏しく分析
も足りていない印象がありました。入札で札割れということ
がドイツ国債を嫌気して他国の国債に振り向けられる動きだ
と言うなら、投資対象となった国債利回りは大幅に低下する
はずですし、おそらくそのようなことが起こるとすれば、流動
性の観点を含めて米国債以外には考えにくいと思われます。
それよりも入札での札割れが大問題と言うなら、前回の入札
結果がどうだったのかを語らずに問題視するのはどうなので
しょうか？売られて金利上昇した結果についても、実際に売
られた後の位置はそんなに問題視されるような位置だった
のでしょうか？
　そこで欧州債券がどうなっているのかを調べる上で、債券ト
レーダーが見る重要な指標として、まず各国のイールドカーブ
を比べてみましょう。傾向値としてはっきり言えることがありま
す。各国のグラフをご覧ください。各グラフは9月末時点、11月
15日時点、12月末時点、1月末時点）を比較したものです。
　どの時点との比較をするのかについてはいろいろ意見があ
ろうかと思いますが、昨年財政問題が完全に政局にまで影
響を与えたイタリアやスペイン等では長期金利よりも短期や
中期の利回りが上昇する「イールドカーブのベアフラット化」
という傾向が見られました。何故ベアフラットするのかについ
ては少し考えればすぐにわかることでしょう。償還懸念があ
れば保有している債券の残存期間自体にはあまり意味がな

　前回は各国の金融機関の資金調達に着目して欧州財政問題を考えましたが、今回は欧州各国の国債利回りと
債券トレーダーの理屈に着目しましょう。
　前回触れた中で、金融機関の債券投資における2つの観点を思い出しながら進めて行くことにします。

くなり、直近の償還日のものから気にしなければならない一
方、むしろ時間的余裕がある方が問題解決する可能性がある
と考えれば長期金利自体への影響は短期や中期よりも影響
は少ないという考え方ができます。これが長期よりも短期や
中期の利回りが上昇するイールドカーブのベアフラット化な
のです。
　これに対してドイツをご覧ください。昨年11月のドイツ国債
入札時の札割れ後に金利が上昇し、一旦は確かに10年ゾーン
の利回りが上昇したのですが、しかしどうでしょうか？9月末
時点よりも利回りが低い状態、つまり含み益状態になってい
ます。他の国債がすべて短期ゾーンでも9月末時点よりも利
回りが上昇している中、ドイツ国債が売られたと言ってもこの
程度の話なのです。更に別の観点を含めて考えてみましょう。

「もし自分が欧州債券のトレーダーだったら」という観点で
す。外資系企業ということで考えれば本決算は11月ないしは
12月、しかも12月になれば休暇の市場参加者も多く、思うよ
うに取引できるかどうかわかりません。持っている様々な国
債はほとんどが含み損、自社はリストラで人員カットされてい
る状態という背景を考えると、このタイミングで含み益となっ
ている債券を売りに出そうという気になりませんか？そして
入札のタイミングでドイツ国債を買いに行こうと思いますか？
他の国債の損失穴埋めの観点も含め、ドイツ国債を売る以
外に選択肢はなかったと思いませんか？
　欧州問題を解決しようと政治的にもゴタゴタしているのは
認めますが、単なる材料として使われた要素が大きく、実際に
ドイツのイールドカーブはベアフラット化ではなく、長期金利
が短期金利の上昇幅よりも大きいベアスティープ化している
ということが大きなポイントなのです。更に短期ゾーンについ
ては9月末時点よりも金利が低下していることは、ドイツ国債
が資金調達において有効な担保であると考えた人が多かっ
たと言えるでしょう。
　「財政問題が重視される場合には、まずイールドカーブは
ベアフラット化する」ということは、市場参加者が財政問題を
どのように捉えているのかを知る上で重要な鍵となります。
そして国債の保有者として金融機関がどのような理屈で考
え、どのような状況になっているのかを考えてみれば分析を
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していくヒントになると思います。

金融機関が国債投資をする2つの観点

　前回お話した金融機関が国債投資を行う2つの観点につ
いてもう一度思い出しましょう。1つ目は流動性バッファーの
観点、2つ目は株式や貸出の収益代替物という概念です。前
述のドイツ国債の札割れ事件は明らかに2つ目の観点におけ
る購入ニーズの（瞬間的）低下であって、1つ目の観点におけ
る流動性バッファーの概念ではありません。
　幸か不幸か、金融機関に勤務している人はそれぞれ担当
業務があり、それに対して目標があります。ALM的には債券
部門が不調であっても貸出や株式がよければOKという考え
方があるのですが、債券部門の人からすれば自分たちに掲げ
られている目標を達成できないとボーナスがもらえない事情
があります。これはドイツ国債利回りを説明するには十分で、
他の国債では益出しできないということであれば、益出しで
きるドイツ国債を売るという選択をさせることになります。収
益をより大きく動かすにはより期間の長い債券を売買するこ
とになります。つまりイールドカーブ的には中長期ゾーンが変
動することとなり、1つ目の概念で売買するには主に短期ゾー
ンの売買ということになります。これがイールドカーブを決定
づける大きな要因であり、これを分析せずして財政問題や資
金繰りの話をするにはあまりに乱暴です。
　これはある意味債券トレーダーの命綱のようなものであっ
て、イールドカーブの形状を無視して市場見通しを語る債券ト
レーダーがもし世の中にいるのであれば会ってみたいくらい
の話です。もしかしたら「中長期担当だから短期は関係ない」
と言い張る人がいるとすれば、どのような観点で中長期ゾー
ンを売買するのか聞いてみたいものです。
　よく債券を分析する人のコメントとして、「5年－10年のスプ
レッドが○○bpになっているから買い推奨だ」というような
イールドスプレッドを語るものがあります。これはこれで一理
あって、1つ目の観点と2つ目の観点という話をしていますが、

「これから行う債券売買がどちらの観点か」などといちいち
考えているとは限らない局面があります。特に2つ目の観点を
中心に売買をしている人は、要は儲かればOKなので、結果的
に短期国債が儲かると考えれば短期国債を買うことになり、

それを担保に使わせてもらうと言われても「どうぞ」となるこ
とがあるのです。
　これが意味することは、債券トレーダーから見て「イールド
カーブがよりスティープ化しているゾーンは収益を狙いやす
い」ということなのです。話は単純です。例えば1年利回りが
0.1％というときに、2年が0.5％である場合と1.0％である場合
を比較すれば理解できます。後者であれば1年間我慢して保
有する場合、1年後の残存1年が0.1％となっていれば0.9％分
の差が出ることに対し、前者は0.4％の差ですから、スティー
プ化している方がより大きく儲かることになります。大きく儲
かるということはバッファーも大きいということなので、仮に
半年後に0.3％程度金利が上昇しても、後者は全く問題がな
い形になるのです。

欧州財政問題と資金繰り（再考）

　ECBは昨年終わりに2カ月連続での利下げを実施しまし
たが、それ以外にも恒常的に資金供給を行っています。金融
機関の流動性確保の観点で支援姿勢であることは明快で
すが、こうした利下げを受けて各国イールドカーブが2年ゾー
ンあたりまで一旦スティープ化したことは注目材料です。債券
トレーダーの観点であれば、（もちろん償還に懸念がない前
提で）中期ゾーンまではとても買いやすく見えます。これが予
想されるので、更に長期ゾーンまで買いやすくなる局面が到
来する可能性があると考える人も多いでしょう。つまり買い安
心感が広がりやすいということが言えます。
　実際に1月にはスペインやイタリア等で入札が行われました
が、ふたを開けてみれば入札結果はまずまず、イールドカーブ
は全体的に低下する形となりましたが、そうした結果も関係な
くS&Pが格下げを実施した事実は、現在の国債市場だけで
なく政治情勢も含めて考えなければならないことに思えます。
次回は格付機関に関する観点をお話したいと思います。

富士山マガジンサービス
（http://www.fujisan.co.jp/）で

お求めいただけます。

●PC クイックアクセス
http://fujisan.co.jp/msreview
●デジタル版
http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281684019/

　雑誌版は雄峰堂兜町店（山種ビ
ルB1F、東京メトロ「茅場町」駅直結）
にて一般発売されています。どうぞお
買い求め下さい。

書店でお買い求め
いただけます

■特集
�金融犯罪対策と�
内外新規制の底流
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利益は企業存続の条件であって目的ではない 坂本　忠弘

拡大するマネー・ローンダリング対策の外延 山﨑　千春

喫緊の課題：贈収賄リスク管理体制構築 横田　祐次

改正犯収法対応とFATCA対応の一体的な推進を 遠藤　英昭・白井　真人

金融機関における反社会的勢力対応の現状および課題 鈴木　仁史

高度化するサイバー犯罪で求められる、新たな対応策 笠松　隆幸

AML業務とITシステムの調和性 岡崎　一真

外部企業データを用いたFATCAデューデリジェンス 山城　和人

東証が始めた新しい市場データ配信の意味を考えてみる 尹　煕元

米ガソリン価格はこの夏最高値を試すのか 松本　英毅

あすにかける―中央銀行の栄光と苦悩 井上　哲也

欧州財政問題と国債利回り（その2） 平井こうたろう
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人生において、万巻の書をよむより、優れた人物に一人でも多く会うほうがどれだけ勉強になることであろうか
小泉　信三

編集後記
　昔、ある空港のロビーで飛行機に乗ろうとしたら横の外国人が

「ちょっと待ちなさい、車椅子の人が乗るから」と私を制した。この話し
を友人にしたら軽い槍ではなく重い槍（思いやり）だと笑った。日本は
資源に恵まれていない。しかし、「思いやり」を持つ人的資源は1億人以
上いる。豊かな思いやり大国になるのも悪くない。

　この冬も鍋料理を沢山食べた。鍋を引き立ててくれたのは新潟・村
上の銘酒「〆張鶴」（しめはりつる）。柔らかな香りで、ふくよかな味わい
だ。熱燗にしてはもったいない、ぬる燗がお薦め。他の吟醸酒でもこの
普通酒にはかなわないかも知れない。 裕次郎

読者の皆様へ
● 読者皆様からのご質問、投稿、面白かった記事へのご意見・ご感

想をお待ちしています。今後の誌面作りに反映させていただきま
す。ハンドルネームで結構ですので、http://www.msog.jp/review/よ
りどしどしお寄せ下さい。

● 本文中の会社名、商品名、サービス名等は一般に各社の商標また
は登録商標です。

● 本誌掲載の記事、写真、図表のすべてあるいは一部の無断転載は
固くお断りします。事前にご相談ください。

記事・広告の掲載をご希望される皆様へ
●  記事、セミナー情報および広告掲載を受け賜ります。お問い合わせ

下さい。

次回の発行
● インターネット版と雑誌版を5月上頃にアップ・発行する予定です。

ご期待下さい。

　みんな今年は暖冬かと思っていたところ、こちらでも2月初旬
は突然冷え込み、イギリス全土雪をかぶりました。小生は「自
然」に興味があるとは言え、園芸家とまでは行きませんので、あ
まり自分の庭を観賞することもありません。でもその雪が溶け
た後、真っ赤な胸を張った駒鳥に目を引かれて、ふらっと外に出
てみました。すると、何も無い冬の庭の角に今まで全く気がつか
なかったものを見つけました。白いスノードロップ（待雪草？）が
小さな群れのように咲いていたのです。
　正直なところ、その時は「ああ冬なのにきれいだな」と思った
だけでたいして気にしなかったのですが、その後、ある新聞か
何かで偶然スノードロップに関する記事を目にしました。驚いた
ところ、あんな小さなさりげない 花に、世界 中のマニア

（galanthophiles）がたくさんいるそうなのです。この国でも様々
なスノードロップ愛好会があり、2月・3月には例年世界中から
愛好家を呼ぶ発表会・展覧会等の色々なイベントを始め、宗教
にからんだ儀式まであるそうです。
　日本語ウィキペディアにはイギリスが自生地だと述べられてい
ましたが、実際には元来この地のものではなく、外国から持ち入

られて定着したそうです。今では植物の世界的な規制により輸
出入が厳しく限られているそうで、その結果、愛好家の間では球
根一つで60ポンドなんて言う高値を呼ぶ種類もあり、盗難の
ケースもまれではないそうです。
　もちろん我が家の庭に咲くよ
うなものは、世界で1,500種類以
上ある中の極平凡な種類でたい
したことは無いでしょうが、とに
かくまだ冬の終わりとも言えない
イギリスですので、ラッパ水仙な
どの春の花が咲き始めるまでが
んばってもらいたいと思います。

季節の花
ロンドン在住　松谷　浦

ハイドパークのふくろうハイドパークのふくろう

スノードロップ
アダムとイブは、禁断の実を食べエデンの園を追放されます。

冷たい雪が容赦なく吹きつけ震えていると天使が現れ、
「寒い冬の後に暖かい春がやって来ます」と慰め、
雪をスノードロップの花に変えたといわれています。

待雪草
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