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環境変化を生きぬく市場運用

　まず公正価値について考えたい。公正価値という言葉に
対し、投資銀行と邦銀との温度差は計り知れない。投資
銀行の公正価値追求への貪欲な取り組みは、市場取引で
生きいく者としての覚悟が感じられる。そのチェック機能を担
うプロダクトコントロール部門の充実ぶりは一つの象徴であろ
う。長期・継続的な関係を通じ貸出先の価値向上も同時
に図っていく商業銀行モデルと、市場価値中心主義は相
容れない部分があるかもしれない。ただ、留意すべきこと
は、先進的な投資銀行におけるプロダクトコントロール部門
の役割は、財務部門として正しい財務諸表を作ることに限
定されていない点にある。プロダクトコントロール部門は、モ
デル・リスクや市場流動性リスクなど、取引に内在するリス
クの評価を通じて、経営がバランスシートの質の変化を早期
に感じ取るための機能としても活用されている。例えば、邦
銀が海外業務の比率を高めていくなかで、投資に内在す
るリスクの徹底的な洗い出し（可視化）、リスクの取引への
転嫁を通じた透明性の高いインセンティブ構造の構築という
観点から学ぶべき点が多いのではないか。
　公正価値評価機能の充実と並んで近年の投資銀行の
取組みのなかで目をひいたのは、リスクMISの強化である。
リーマン･ショックでは、大手金融機関はカウンターパーティ・
エクスポージャー把握能力の脆弱さを露呈した。また、当局
自身もマクロプルーデンスの観点から同様の情報が必要と
なった。リスクMIS強化については、金融安定理事会
（FSB）のプロジェクト等が走っており、当局主導の取組
みにも見える。一方、投資銀行の中では、エクスポージャー
把握能力の強化にとどまらず、エクスポージャー計測の内部
モデル構築はもちろんのこと、デリバティブ取引のCVA
（Credit Value Adjustment）コストの取引へのチャージ、
無担保取引部分に対するFVA（Funding Value Adjustment）
の認識、OISディスカウントの導入など様々な取組みを並行

して行っている。これらは、個別取引のインセンティブを経営
上のリスク・アペタイトとより整合的なものにすることに役立
つ。即ち、経営の期待するリスク・リターンを実現するため
の装置としてリスク関連の情報システムは戦略的に構築さ
れている。リスクMIS構築にあたって、投資銀行と同様の
MISを全ての邦銀が装備する必要があるとは思えないが、
バーゼルⅢの適用開始に伴う自己資本の質の強化、流動
性規制の導入など制約要因が増えていくなか、リスク・リター
ンを適確に捉え、経営判断に活かしていく観点から戦略的
なMIS対応が必要とされるという点は同じではないか。
　グローバルな投資銀行の取組みは、いずれも煎じ詰めれ
ば、これまで見えなかったもの、あるいは見逃してきたものを
可視化して経営上のアドバンテージを得ていこうとする試みで
ある。邦銀も、アジアとはじめとした海外ビジネスで欧米の金
融機関に対し優位な地位を占めようとするのであれば、投資
価値・リスクの可視化への取組み、加えて、経営判断にそ
れを活かしていく枠組みの構築に取り組んでいく必要があ
る。なお、最後にあえて付け加えておくが、可視化の影の部
分として、計測された数字に一方的に依存する危険も認識
しておかなければならない。佐々淳行氏が「『危機管理・記
者会見』のノウハウ」において、故事をもじって「憂いなけれ
ば備えなし」という表現でわが国の危機管理のつたなさを批
判しているが、金融機関のリスク管理においても数字に安心
して不測の事態への備えを怠ることはあってはならない。JP
モルガンチェースの損失事案について、米国当局者と議論し
ていた時、彼らから"Supervision-by-risk is risky"という
言葉が出てきた。百戦錬磨の当局者であっても、世界のトッ
プバンクが計測するリスク管理計数に囚われると、大事なこ
とを見失うことがある戒めの言葉である。リスク計測という刀を
研ぎ澄ませつつ、邦銀としてのビジネスモデルの観点からそ
の道具をいかに使っていくか問い続けていく必要がある。

金融庁 監督局 総務課
 監督企画室長兼健全性基準室長　石村　幸三

　2012年6月、大手証券会社の監督から銀行のリスク管理・健全性規制の仕事に戻ることとなった。投資銀行業務
の第一線の方とお付き合いをさせていただき、改めて邦銀の監督に携わると新鮮に感じることも多い。現在の邦銀は、
リーマン・ショック後の欧州周縁国問題、東日本大震災など、国内外の困難な状況にもかかわらず、欧米の大手行と
比べ安定感ある経営を維持している。そこには、不良債権処理など過去の経験が生かされた部分もあると思う。一方
で、今の危機から学ぶべきことはないのか。危機の経験からバーゼルⅢなど規制環境も大きく変わろうとしているなか、
邦銀のリスク管理の課題について考察を加えることとしたい。

投資銀行の視点から見た金融危機の教訓
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環境変化を生きぬく市場運用

ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社

　社債市場参加者であれば、本邦低格付け社債に一定
の投資妙味があることに異論はない。反面、このセクターの
投資家が少ないのは、当セクターへの投資ができない（投
資クライテリアによる制約）、もしくは投資を躊躇するという
「投 資 家 意 識」が 背 景 にある。「適 債 基 準」や
「NOMURA-BPI」、さらには「社債投資は融資代替」と
の意識も影響していると思われる。年金基金は、公的年金
の運用方針に準じた投資方針を採択しているところが多
く、公的年金の投資方針も大きな影響力を持っている。ア
クティブに社債を運用するような年金信託や投信も、最終
投資家の意向が根強く、債券投資に際してデフォルト・リス
クを積極的に取るという方針は、投資家ウケが良くないよう
である。（営業担当者が販売に苦慮する傾向がある）
　以上は、いずれも最終投資家の意識の問題である。ミド
ルリスク・ミドルリターンの特性を持つはずの低格付け社債
投資が活性化されない反面、株式や国債の投資に際して
発生するポートフォリオの損失は「相場要因」で片づけられ
る実態。あくまでも投資判断時での合理的な判断を前提
に、実際に生じた結果（リターン）への正当な評価ができる
ようにならなければ、ミドルリスク・ミドルリターン型の低格付
け社債投資のすそ野拡大は望めない。
　海外投資家への期待も高い。反面、現時点で観測され
る海外投資家の大半は、いわゆるディストレス戦略を採用し
ており、社債のデフォルトを前提とした回収率推計、もしくは
大幅にディスカウント化した銘柄を中心に投資している。ゆえ
に、高い期待リターン（例えば15%以上）が彼らの投資目
線となり、その水準まで社債価格が下落しなければ本格的
な投資をしないのが実情である。これでは、ミドルリスク・ミド
ルリターン型の投資対象であるべき低格付け社債市場に
とっては、限界的な存在でしかあり得ず、海外投資家の本

格的な参入を期待するのであれば、既存の投資家とは異
なったスタイルや投資戦略を有する投資家も発掘・育成す
る必要があると思われる。
　さらに、海外には圧倒的に巨額のリスク・マネーが存在し
ている。そのような規模の大きなリスク・マネーは、ある程度
の規模を有する市場でないと参入できない。（効率性の観
点）日本の低格付け社債市場は、投資機会として注目され
ているものの、市場規模が小さいことから、大規模なリスク・
マネーが参入しづらいという側面もあることに留意したい。
　多くの市場関係者が、有価証券投資拡大に向けた投資
家教育プログラムを続けている。この努力なしに、現在の有
価証券・社債市場は語れないだろう。反面、根強く残る有
価証券投資に対する躊躇いやクレジット・リスクに対する過
度なリスク回避的側面は、特に本邦投資家に当てはめるな
らば、単なる民族性等の問題ではなく、義務教育レベルで
の投資教育の欠如による影響が大きいと思われる。少なく
とも、大学レベルで本格的な投資教育プログラムを実践す
ることが、日本全体の金融リテラシーの飛躍的な向上に繋が
ると確信している。
　本邦低格付け社債のようなミドルリスク・ミドルリターン型
の投資機会は、実は、多くの日本の投資家のみならず海外
投資家も期待している市場である。世界的な過剰流動性
相場が続き、主要国の国債利回りはゼロ近辺に張り付い
ている。一方、負債コストは高止まりしており、クレジット投資
への需要は益々高まりつつある。このような有望市場の活
性化と拡大のために、インフラ整備とともに「投資家育成と
発掘」が必須である。ここで議論した内容も踏まえ、より幅
広い層、国内BBB格以下の発行体、低格付け社債の投
資家（海外投資家など）、地域金融機関などを交え、幅広
く奥の深い議論を今後も期待したい。

代表取締役社長　大橋　英敏

　世界的な低成長経済化と超低金利環境の長期化を背景に、欧米市場では社債市場が過熱化しており、ハイイール
ド社債を含む新発債の起債額は増加している。反面、本邦社債市場では、低格付け社債の新規発行額は低迷を続け
ている。一般的には、日本の低格付け社債市場の低迷は、インフラ面に問題があるという整理がされている。（日本証
券業協会「社債市場の活性化に向けた取組み」「社債市場の活性化に関する懇談会部会」報告など）しかし、インフ
ラ整備と同等、もしくはそれ以上に重要と考えられるのが、「ミドルリスク・ミドルリターン型の投資選好を持つ投資家の
育成」であろう。

国内クレジット市場の再構築
～ミドルリスク・ミドルリターン型の市場育成の必要性～



　日本の証券化市場は、市場規模の縮小に伴い、長年にわたり証券化商品の組成や投資に携わってきた人員が配置
転換や退職に追い込まれ、世代交代が発生している。証券化商品への投資を継続している組織においても、クレジッ
ト投資や円債投資の一環として片手間に証券化商品も見ているというケースが一般的になった。本稿は、証券化をし
ばらくお休みしていた人、そして、これから本格的に証券化に取り組もうとしている人たちに向けたメッセージである。
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環境変化を生きぬく市場運用

　証券化取引には、一定の仕組みや仕掛け（ストラク
チャー）が必須になる。金銭債権の証券化取引を想定する
と、まずは、オリジネーターが保有する特定の資産を信託設
定する。信託契約をはじめ、様々な契約が取り交わされ、
その中で、それぞれの当事者の役割と義務が合意される。
　受託者は、あらかじめ合意されたルールに則って、裏付
資産からの回収金を、経費の支払い、優先受益権の配当・
償還、劣後受益権の配当・償還へと充当して行く。キャッ
シュフローをどういう優先順位で、どのように誰に分配するか
は、厳格に約定されている。これを、キャッシュフローウォー
ターフォールという。
　証券化取引に登場する様々な当事者やキャッシュフロー
ウォーターフォールを図式化すると、いくつもの箱や矢印が登
場することになる。実際、個別具体的な証券化商品につい
て説明する資料―有価証券届出書であれ、商品内容説
明書であれ、格付会社が作成するレポートであれ―には、こ
うした図が登場する。一方で、事業債の社債要綱には、図
など登場しない。無理して図式化して、当事者として、社債
管理者や引受業者を登場させてもよいが、発行企業の債
務という性質を有する社債に、込み入った図やフローチャー
トを用いた説明が求められているわけではない。
　では、社債要綱に仕組み図などが登場しない社債は「単
純」で、図表が登場する証券化商品は「複雑」なのであろ
うか。実態は、全く逆である。逆説的に聞こえるかもしれな
いが、リスクプロファイルを単純にするために、証券化商品
には仕組みや仕掛けが講じられているのである。それは、
わかりやすくすることでもある。

　企業が営業活動や財務活動で獲得したキャッシュフロー
をどう使うかについては、経営者の裁量の余地がある。大
規模な企業買収や合併が行われる際に、負債が激増し、
企業の財務プロファイルが激変することがある。そうした場合
に、社債の格付がシングルA格からシングルB格に一挙に
格下げになるようなこともある。
　証券化取引においては、キャッシュフローの使途は、厳
格にルールが定められている。資本・負債構造（キャピタ
ルストラクチャー）はあらかじめ設計されており、自社株買入
れや企業買収に伴う負債の激増といった現象は、証券化
商品には発生し得ない。
　かつて、証券化取引について、情報の非対称性から生
じるコストを抑制すると論じた人がいた。1  確かに、企業が将
来の事業活動・財務活動で生み出すキャッシュフローを予
想するよりは、属性がわかっている貸付債権の元利金回収
の予想をする方がはるかに容易である。貸付債権であれ
ば、債務者やローンの属性や過去データなどを参考に、ど
の程度の貸倒れや繰上げ返済が発生するかを予想する。
次に、どの程度まで貸倒れ率が上昇し、または、繰り上げ
返済のパターンが変化しても耐えられるかといったストレステ
スト的な分析を行う。

　日本の証券化市場は、発行額ベースで見る限り、2006
年頃をピークに、大幅に縮小した。日本証券業協会・全国
銀行協会の「証券化市場の動向調査」では、2006年度
の発行額9.6兆円に対し、2011年度は3.4兆円の水準に
留まっている。底打ち感はあるものの、本格的に増加に転

新生証券株式会社　調査部長

yukio.egawa@shinsei-sec.co.jp
チーフストラテジスト　江川　由紀雄

証券化商品再発見
～経験に基づく知恵を次の世代に～

■ 証券化は「わかりやすい」 ■なぜ仕組みを用いるのか

■ 経験から学ぶ
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じた気配はない。もっとも、数年前に発行された既存の証
券化商品が流通市場で取引される事例も多々観察されて
おり、市場参加者の観点からは、国内証券化商品への投
資機会は十分に残っている。
　証券化実務に携わる人員の大半が入れ替わる中、日本
の証券化市場関係者が、日本の金融危機（1997年～ 98
年）、2001年のマイカルの倒産、2006年のみなし弁済を否
定する最高裁判決・過払金返還請求の激増、貸金業法
改正と貸金業を本業とするノンバンク業界の激変、2006年
～ 07年をピークとする予定満期5年・採取満期7年の不
動産担保ノンリコースローンおよびそれを裏付けとする
CMBSの大量組成とそれから約5年を経て発生したリファイ
ナンス不調に伴う様々な問題から学んだ教訓2と、それに基
づく知恵は、意識して、後進に伝承するようにする必要が
あろう。
　過去においては、試行錯誤のうえ、自らの観察や経験を
もってしか会得できなかった知恵を、現任の担当者は、社
内外の先輩たちの経験談を聞くだけで身に付けることがで
きる。また、ここ数年で、日本の証券化に関する「知恵」が
詰まった書籍の出版、開示情報の標準化等が進み、初心
者がより早く熟練者の域に到達できる環境が整っている。

　サブプライム問題が勃発した2007年以降のしばらくの
間、証券化にスポットが当たり、批判の対象になった。冷静
さを欠いた的外れな評論が多かったが、中には、米国の住
宅金融業界に見られた回転売買モデル（OTD）の問題な
どを鋭く的確に指摘したものも見られた。こうした指摘は、米
国の証券化商品や欧米の一部大手金融機関の行動に関
するものだったが、海外事情と国内事情を敢えて混同して
議論したものも珍しくなかった。また、2008年5月からは、日
本の金融機関は、RMBS、CMBS、CDO等の持ち高と損
益状況（期間収益は含まない）を開示するようになった。
預金取扱金融機関については、金融庁がこれを3ヵ月毎
に集計して発表することがしばらくの間、実施された。集計
結果が発表されると、いくつかの新聞社が翌日の朝刊で「証
券化商品で損失」との見出しを伴って報道したこともあり、
証券化商品に関する悪いイメージが広まったことは否めない
だろう。預金取扱金融機関が保有するRMBS等の含み損
が含み益に転じた2009年半ばからは、マスコミ報道はほと
んど見なくなった。損失が出ていることはニュースになるが、
含み損が含み益に転じたことは、ニュースにならないのであ
る。金融庁は、2011年１月に2010年９月末時点でのサブ
プライム関連商品・証券化商品等の保有状況を発表した
ことを最後に、集計・公表をとりやめた。3

　かつて、1997年頃から2000年頃に掛けて、日本の金
融機関の不良債権処理が大きな問題であった頃、証券化
は様々な問題を解消してしまう特効薬のように論じられ、た

かが数十億円規模の証券化取引が、日経金融新聞の1面
の大半を用いて取り上げられることもあった。これは、他愛
のない礼賛であり、実害はなかった。マスコミによる証券化
のとりあげ方が180度変わっても、証券化の本質は変わら
ない。こうした一連の事象から学べることは、日本の証券化
商品は、一般には理解されておらず、風評被害に遭いや
すいということである。
　日本の証券化は、既に20年近くの歴史を経てきていると
言っても、20年という歴史は決して長くなく、実務者は少数
である。数千人の役職員を擁する大手金融機関でも、証
券化実務に携わる人員は、フロントだけではなく、審査やリ
スク管理部署を含めて、せいぜい数名から数十名といった
ところであろう。これでは、経営トップが証券化について何ら
の知見を持ち合わせていなくても不思議ではない。

　証券化を取り巻く環境をより安定的なものにするには、
証券化を多くの人たちに認知してもらい、制度として高めて
行く努力が必要であるように思える。取引上の仕組みや優
先劣後構造による信用補完水準といった商品設計を工夫
し、資金負担（資金仲介）とリスク負担の割合を調整したう
えで他の主体に移転できるという証券化の性質は、融資や
出資等の他の金融仲介取引形態には見られない、優れた
「特長」である。資金調達・運用に主眼を置き、リスク移
転を限定的な範囲に留めるという使い方もできるし、その逆
も可能である。この「特長」をうまく使うことで、社会厚生の
向上に寄与することもできる。
　日本における証券化市場草創期に大手生命保険会社
で資金運用を担っていた人たちが今年出した本のはしがき
に「証券化とは人類が生み出した叡智の１つであり、金融
の歴史に輝かしく刻まれる技術であり仕組みだ」4と書いて
ある。筆者もその通りだと思う。これからの日本の証券化市
場を担う人たちは、研鑚を積み、胸を張って実務に取り組
んで欲しい。

■ 風評被害を受けやすい脆弱な金融技術

■ 制度として高めて行く必要性

1  たとえば、遠藤幸彦[1999]　「証券化の歴史的展開と経済的意
義」『フィナンシャル・レビュー』 June 1999 号 大蔵省財政金融
研究所 p.1（本稿執筆時現在、財務省ウェブサイト上で公開され
ている。サーチエンジンで検索してご参照ください。）

２  日本のCMBS市場関係者らによる考察と今後の対応および検
討課題が文章化されている例として、CRE Financial Council 
日本支部 『「日本版CMBS2.0」について』（平成24 年2 月14 
日）を挙げておく。

３  金融庁ウェブサイト「サブプライム関連商品等の保有額等につい
て」http://www.fsa.go.jp/status/subprime/

４  川北英隆編著・桑木小恵子・渋谷陽一郎・高橋智彦著『証
券化―新たな使命とリスクの検証―』金融財政事情研究会 
2012年



　リーマン・ショックに見舞われた2008年以来、欧州危機を背景に株価下落や為替・商品市場の混乱等、厳しい市場
環境が続いています。リーマン・ショックで得た数々の教訓は、2009年のG20にて改善の合意がなされ、2010年には新
しい金融規制が次 と々制定されました。実体経済を配慮しDodd-Frank法等の施行は一部延期されているものの、
OTCデリバティブ取引のGlobal Trade Repository制度やクリアリングの整備の開始が行われ、2013年3月31日からは、
バーゼルⅢを踏まえた自己資本比率に関する告示の改正が適用になります。電通国際情報サービスでは、規制動向を把
握し、実運用への対応をお客様と共に考え、ソリューションを提供しています。今回、規制動向を整理しながら、その規
制が日本の金融機関へどのような影響をもたらすのか、どのような整備が必要になるのかについてご紹介します。
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環境変化を生きぬく市場運用

　国際的規制の施行延期やいまだ議論途中の事項はあるも
のの、基本的な整備の進捗は注視する必要があります。以
下の3つの柱が、国際的規制の根本思想になっています。
1. 金融機関の節度なき行動の抑制（透明性の確保、
間違えを起こす動機をなくす）

2. 金融機関自身の破たん回避（ストレステストの実施、
自己資本比率を上げる）

3. 金融全体へのシステミック・リスク波及対処（Too 
Big To Fail思想の禁止、デリバティブ市場での証
拠金の確保）

　日本の金融機関への現在目に見える影響は、1の透明
性の確保という観点からは、OTCデリバティブ取引の電子
取引システム利用義務化（2012年3月法案提出、3年以
内に施行）が予定されています。
　2にはリスク捕捉の強化という観点が含まれるため、カウ
ンターパーティリスク強化、担保管理の強化が含まれ、デリ
バティブ取引の標準ISDA契約書への準拠（2012年度）、
BASELⅢを踏まえた自己資本比率に関する公示の改正
（2013年3月31日施行、国際統一基準行を対象）が行
われます。
　また、3のデリバティブ市場の整備としては、デリバティブ
のクリアリング決済機関（JSCC）の金利スワップの清算が
2012年10月9日に開始され、OTC FX デリバティブ約定
結果の集中報告（2013年4月まで）が計画されています。

　上記の規制をシステム対応の観点から、リスク捕捉、取
引報告、清算・担保に分類しました。現在の金融機関の
動向を以下に記載します。
Credit Valuation Adjustment (CVA)リスク捕捉の動き
　金融危機に伴う「カウンターパーティの信用力低下および
デフォルト」によって生じた損失のうち、3分の2は「信用力
の低下」に伴ういわばCVAリスクによる損失でした。現行
BaselⅡではCVAリスク、つまり、カウンターパーティの信用
力変化に伴う時価変動リスクを明示的にとらえる仕組みと
なっていなかったことから、2013年3月31日より、「BaselⅢ
を踏まえた改正自己資本公示の適用」が国際統一基準行
を対象に施行されます。現在のところ日本の取引ではCVA
チャージを付加していませんが、大手金融機関では、取引
ごとにCVA算出を行い検証する準備を始めています。
　また、デリバティブ与信相当額の測定方式には、日本の
多くの金融機関が採用しているカレントエクスポージャー方式
（CEM： Current Exposure Method）という簡易な計算
にて損失予想額を算出する方法がありますが、自己資本
比率に改善の可能性があるとされる期待エクスポージャー方
式（IMM：Internal Model Method）の採用を検討してい
る金融機関も少なくありません。
デリバティブ取引報告義務への対応
　これまで個別機関毎に集計した上で「自己申告」してい
た取引報告は、取引する双方の金融機関から網羅的に
データを集めることで、時価評価が将来的に可能となりま

株式会社電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部

木村　雅彦

株式会社電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部

遠藤　眞司

どうなる、どうする？ 
デリバティブ業務

■ 金融機関への影響 ■ 金融機関の動向



7

す。これにより、金融機関の抱えるリスクを迅速、正確に把
握することが可能です。
　取引報告への対応は、為替関連商品（フォワード、
NDF、通貨オプション）のインターバンク取引と対顧取引が
各金融機関からDTCCに集められます。報告の開始は、7
月11日に交付された店頭デリバティブ規制の内閣府令附
則第3条において、2013年4月1日までの経過措置が設
けられました。金融機関は当面手作業等を含め急場をしの
ぎつつ、報告を自動化するシステムの開発を始めていま
す。金融庁では、国内取引の報告は即時ではなく、日次で
構わないとしているため、現在は米国内取引を優先して開
発が行われています。
清算・担保管理業務の変化
　2009年のG20にて、2012年末までに標準化されたす
べての店頭デリバティブ契約について、中央清算機関
（CCP）を通じて清算を行うことが提言されました。日本で
は、2010年に金融商品取引法が改正され、2011年7月
のCDSの清算に続き、取引の70%を占める金利スワップ
についても2012年10月より清算が開始されました。
　そのため、現行の担保管理業務に加え清算参加者の準
備、日々 2回の証拠金算出、担保差入・返戻等の事務
作業の変更を伴うことになり、業務の流れは日本でもルール
化されます。これを機に、レガシーな担保管理システムの更
改を検討あるいは、構築をしている金融機関があります。

　さて、前述の動向をふまえ、これらは今後どのように整備
されるのでしょうか。
1. CVA/IMM対応の整備
　大手金融機関ではCVAチャージを実務上加味するまで
には至っていません。しかし、取引時にCVAチャージを検
証する簡易算出システムを導入しています。日本にてCVA
デスクを設けるビジネスを計画している金融機関はまだ少数
のようです。
　一方、バーゼル規制を視野に入れたIMM対応を模索す
る金融機関は多く、正確なエクスポージャーの把握とバーゼ
ル規制対応を目的として、デリバティブ与信相当額の測定
方式であるIMMの採用を検討しています。IMM対応には、
CVAと類似する算出プロセスや同じようなシステム環境を求
められることから、大規模な設備投資が必要になります。た
だし、バーゼル規制の総自己資本最低水準+資本保全バッ
ファーは、2015年までが8%、2018年には9.875%に段階
的に上がるため、エクスポージャーをコントロールし自己資本
比率算出の分母を小さくすることが大変重要となります。
　従って、相応の設備投資をしたとしても、投資対効果が
得られるならば、必要データの情報収集基盤、計算エンジ
ン、ストレステスト、バックテスト等を整備するプロジェクトの推
進は魅力的です。
2. デリバティブ取引報告

　為替関連のデリバティブ取引は、本部・海外拠点ごと、
取引商品ごとなど複数のシステムを介在するケースが多く、
それらのデータの統合を行い、報告用データとして提出する
機能が求められます。その為、日本の大手金融機関では、
当初は、米国内等の取引は取引後随時DTCCに報告す
る対応を実施し、国内取引についてはバッチにて対応する
方式を採用する計画です。
　更に、取引量の少ない商品については、SWIFT等を
経由した直接手入力やファイル送信等の暫定対応をとるこ
とができます。
　デリバティブ取引のデータを集中管理し金融全体へのシ
ステミック・リスク波及対処の一施策として考えられた
Global Trade Repositoryは、開始時期こそ揺れ動きまし
たが、2012年度内には運用が開始される見込みです。
3. 清算・担保管理業務
　信用リスクの低減や決済事務の効率化が図られることに
なるものの、担保管理業務には、事務作業負荷の変化や
増加への対応、契約等のグローバル化対応、証拠金算出
のスピードアップ対応、アクセスコントロール等のセキュリティ
対応の課題が生じます。
　更に担保評価額情報のフロント部門へのフィードバック、
クライアントクリアリング業務の開始、担保の積極的な活用
等将来の変革にも対応する準備が必要です。
　上記を踏まえ、担保管理のシステムに求められる要件を
整理すると、取引の増加対応、事務負荷軽減、コンプライ
アンスチェック強化、担保のリアルタイム評価、ワークフロー
の定型化、周辺システムとの接続、顧客別担保情報の有
効活用、レポート、自動マージンコール、自動照合、CCP接
続、対顧プライシング、CVAデスクへのフィードバックなどが
要件として挙げられます。

　弊社では、市場領域における制度変更やそれによる影響、
動向、及び欧米の事例調査を通じ、日本の金融機関のお客
様に対し、ITを活用したソリューションを提供しております。
　ギャップ分析・製品調査を通じ、戦略及び現状の運用
に必要な仕組みを一緒に作り上げる身近なパートナーとし
て、お客様をサポートできるよう、尽力してまいります。

■ 課題に対する整備事例

■ おわりに
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環境変化を生きぬく市場運用

　リアルタイム・準リアルタイムでのリスク管理、プライシング
は、欧米の金融機関ではデリバティブやCMO（不動産抵
当証券担保債券）のプライシング、市場リスク管理などの
一部に適応をされており、信用リスク、流動性管理への広
がりも見せています。リスク管理、プライシングなどの処理は
主にグリッドコンピューティングによる並列処理により高速化
を行ってきており、顕著な効果を発揮しましたが、リアルタイ
ム・準リアルタイムへの対応を行う場合には専用の膨大な
数のCPUと高速なネットワーク基盤を用意する必要があり
ました。このために、新たに活用された一つの技術がGPU
です。
　GPUとはGraphics Processing Unitの略称で、本来
はゲームなどのグラフィック描画用途で利用されます。その
GPUの優れた描画処理性能が、描画を伴わない高速演
算に活用できることが見出され始めたのは2000年頃です
が、当初はグラフィック処理専用の言語を利用しての演算
処理応用が大変困難であったため、適用範囲は学術研究
用途が中心でした。しかし、通常のCPUで同等の環境を
実装する場合、非常に高額となるため、モンテカルロ法や
ブラックショールズ法など、非常に大規模な演算を必要とす
るオプション 取引のプライシングでは、コスト面や省電力、省
スペースなどの点でGPUが大きな優位性を持つといえま
す。2012年に登場した最新機種では、1個のGPUに
3000個以上の計算コアを搭載できるようになりました。これ
により、単精度浮動小数点演算の性能は4倍以上の
6TFlops(1秒間あたり6兆回の演算能力)となっています。
　金融機関でのGPU導入事例としては、債券のプライシ
ング処理で大幅な性能やコスト改善を果たしています。ある
銀行ではCMOのような資産担保証券のプライシング計算
を毎晩130万件実行していました。モンテカルロ法に基づ
いたシングルファクターモデルの計算を2ファクターモデルと
し、より精度の高いプライシングをすることを検討していまし

た。システムのスケールアップを検討した結果、現行システム
の800コアから8,000コアに増強する必要があり、1,000台
のサーバーに増やす必要があることが判明しました。そこ
で、GPUによるコンパクトで計算能力の高い構成が検討さ
れました。最終的には1,000台のサーバー構成を避け、たっ
た48個のGPUで、同等の処理を1/8に短縮することに成
功しました。サーバーの利用スペースも1/42まで縮小し、消
費電力は1/3と、大幅な性能とコストメリットを享受すること
となりました。
　このほかでは、デリバティブのプライシングにも活用されて
います。 グローバルにまたがる各拠点でのエクイティ及びデリ
バティブなどの複合金融商品に関するポートフォリオの管理
がありました。市場分析のために市況の動向のシミュレーショ
ンを実行し、継続的なソフトウェアの改善に活用しています。
モデルのパラメータの推測や、推測に影響する数値最適化
アルゴリズムを使った現物の金融商品価格に基づいた処
理に対して、GPUを活用することを決定しました。このシス
テムによる処理の高度化により以下のようなメリットを得るこ
とができました。
　・計算処理時間が1/5に短縮 
　・トレーダーの市況認識度が向上
　・運用コストと環境への影響の軽減
　日本国内でも、GPUベースの高速計算システムを活用
し、先物・オプション取引リスク管理ツールの導入を行った
り、デリバティブの迅速かつ精緻なリスク評価とプライシング
を実行可能なものとしています。
　GPUの利用に関しては、CUDAという言語の提供によ
りCまたはC++で記述されたアプリケーションからの移行は
容易になりましたが、移行の際には経験をもったシステムコ
ンサルタントの参画が望ましい状況です。リアルタイム・準リ
アルタイムでの分析処理を行いたい際には有用な選択肢の
一つになることでしょう。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
エンタープライズビジネス営業統括

金融ビジネス企画部

 部長　三身　徳人

日本ヒューレット・パッカード株式会社
テクノロジーサービス事業統括

テクノロジーコンサルティング統括本部

コンサルタント　古橋　勇作

　以前は月次、週次、日次といった分析、処理で対応していたリスク管理やプライシングは、業務上の要求の変化に伴
いリアルタイム・準リアルタイムといった短時間での計算処理の環境も必要となってきています。これらは、トレーディン
グデスクの要求やポートフォリオ管理、ポジション管理の重要性に応じたものとなっています。

業務要求の変化に応じたリスク管理
～プライシングシステムの高度化～



9

長崎大学

　経済界、大学、いや、社会がグローバル人材の育成を求
めている。ここで言うグローバル人材とは、どのような人材を意
味しているのであろうか。地球規模で活躍する人材、あるいは
海外で活躍する人材なのであろうか。
　東京大学は、これからの東大生に求められる素養の一つ
に、「タフ」を掲げた。極めて象徴的な決定である。タフネスは
グローバル社会を生き抜くために、身につけておくべき素養な
のだという。

　一昔前は、問題解決能力、実践性が重要視され、引き続
いて自ら考える力や生きる力こそが大学生に必要だとされた。
大学やその他の高等教育機関は好むと好まざるとに関わら
ず、新しい教育方法や教育組織を構築し、新規予算獲得を
目指して大学間競争を繰り広げてきた。その後出現したの
が、自ら挑戦する力、多様性を理解する力、チームワーク、そ
して「タフ」である。
　時を経るに連れ、人の「資質」に関わるものが重視されて
きたようだ。自ら考える力や生きる力、あるいはタフな人材に
は、問題解決能力や実践力が備わるのであろうか？あるいは
問題解決能力等はすでに必要がなくなったのであろうか？
　日本だけでなく、先進国の経済が停滞している中で、アジア
やアフリカなど、経済発展が予想される諸国や地域の動向が
世界経済に与える影響は年々増大している。また、北欧諸国
の所得分配方式の優位性やブータンの幸福度指数が注目さ
れている。
　この状況を見ると、新たな価値観の創設プロセスに世界が
直面していると感じるのは私だけであろうか。パラダイムシフトが
起きている、との論評がしばしばなされるが、まさにその通りで
ある。

　自己中心的に行動すれば良い時代ではない。経済学で考
えると、行動原理として「誰」の「何」を最大化すべきかが変
容している。
　個人や家計、自社の豊かさのみを追求する時代から、地
域社会の、国の、国家間の、近隣国家間の、そしてグローバ
ルな利益を考える時代へと、「誰」の範囲が拡大している。
　価値基準も、所得や利益から「幸福感」などの広い概念
が用いられるようになってきた。概念的な目的は、価値観や歴
史、文化に依存する。最大化を考える主体の範囲が広がるに

つれて、幸福感も多様化することは容易に予想される。
　自己の経済的利益のみの追求が許される時代から、より広
い範囲の人々のより広い目的の達成を志向する時代へと、パ
ラダイムがシフトしているのである。このような時代をグローバル
社会と呼ぶのであれば、そこで活躍が期待される人材がグ
ローバル人材であり、その人材に必要な素養が、最初に考察
した素養だと理解されよう。
　多様な文化や歴史に立脚した価値観を異にする主体の中
で、共有しうる目的を達成しようとする場面を想像してみよう。
パレート最適な状態から始まる時、新たな主体が加わる、ある
いは価値基準が変更される場合を想定しよう。主体間で合意
できる目的を再構築し、達成する方策を確定し、実行しなけ
ればならない。合意形成の過程では、異なる価値観を理解
し、その上で皆が合意できる新たな価値観を創造しなければ
ならない。立場の強い主体の価値観を押し付ける時代は終
わった。
　このような場で活躍する人材は、単に理論や技術を身に付
け、それを応用できるだけでは十分ではない。それ以外に要
求されるsomething、それが「タフ」なのであり、多様性を受
容する心、新たなものを作る創造性や行動力、そして今の時
代や将来に貢献する志なのである。

　長崎大学ではグローバル人材育成のための新たなプロジェ
クトを開始した。そこでは広く指摘される素養に加え、自らが生
きて行く上での志、Global Social Responsibilityを有する
人材の育成である。この概念は、一般に用いられているそれ
ではない。課題解決に当たり、意思決定が影響する範囲を
適切に把握し、その範囲に含まれるすべての主体が同意でき
る新たな価値基準を創出し、その価値基準の最大化に挑戦
する志である。複雑かつ解決が困難な課題であっても、限定
された主体の価値最大化でなく、関連する全ての主体の価
値最大化を目指す高い使命感を有する人材を育成する。
　ここで最初の疑問に立ち返ってみよう。この人材は所謂グ
ローバル人材だろうか。答えは否だ。この人材は活躍の場が
限定された地域なのか世界なのか、課題が地域的か世界規
模なのかの違いだけで、現在においても、また将来のために
も、日本でも世界においても必要な人材なのである。この人材
は国や地域という枠を超越した、時代に共通して必要とされ
る人材、すなわち「グローバル人材」なのである。

理事　須齋　正幸

グローバル人材育成
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　グーグルの検索窓には単語を途中まで入力した時点、た
とえば、「クラウド」と入力した時点で「クラウド　無料」「クラ
ウド　とは」といった追加検索語の候補が表示されるが、
ユーザーの膨大な入力履歴の分析がこれらの追加検索語
のサジェストを可能にしている。
　「この商品を買った人はこんな商品も買っています」。世
界でもっとも知られているであろう商品のレコメンデーションシ
ステムを作り上げたのがアマゾンだ。同社は商品の購買履
歴や閲覧履歴といったユーザーに関する膨大な行動履歴
データを分析し、行動履歴の類似したほかのユーザーの購
買履歴と照らし合わせて適切な商品を推奨する。
　このように、膨大なデータを分析し、価値ある洞察や知見
を得ようとする取り組みは「ビッグデータ」と呼ばれ、注目を
集めている。ビッグデータの特性は頭文字がVから始まる次
の3つのキーワードで示される。
(1)Volume（ボリューム：量）
　ビッグデータのデータ量は、数十テラバイトから数ペタバイト
程度という見方が多い。もちろん、技術進化によってこの数
値は変化する。
(2)Variety(バラエティ：多様性）
　従来から企業内に存在する販売データや在庫データなど
に加えて、ウェブのログデータ、コールセンターの通話履歴、
ツイッターやフェイスブックなどソーシャルメディア内のテキスト
データ、携帯電話やスマートフォンに組み込まれた GPSから

発生する位置情報、時々刻 と々生成されるセンサーデータ、
さらには画像や動画など、企業が収集し、分析の対象とす
るべきデータの種類は数年前に比べて大幅に増加してい
る。特に近年急増しているのが、インターネット上のテキスト
データ、位置情報、センサーデータ、動画など、現在、企業
で主流のリレーショナル・データベースに蓄積することが難し
い、構造化されていないデータ（非構造化データ）である。
(3)Velocity（ベロシティ：速度）
　データの発生頻度や更新頻度も、ビッグデータの重要な
特性の1つである。たとえば、全国のコンビニエンスストアで
24時間発生する POSデータ、ECサイトでユーザーがアク
セスするたびに発生するウェブのクリックストリームデータ、ツ
イッターのつぶやき、全国の道路に設置された渋滞検知セ
ンサーや路面状況センサーなども日々膨大なデータを生み出
している。

　このような時々刻 と々発生するデータに対する分析処理
は非常にチャレンジングな課題である。しかし、ストリームデー
タ処理などの新技術の登場によって、それが可能になって
きたことも最近のビッグデータブームを後押ししている要因の
1つだ。
　ビッグデータは必ずしも新しい概念ではない。たとえば、
バイオテクノロジー分野におけるゲノム解析やNASAを中心
とした宇宙開発の分野では、スーパーコンピュータを利用し
た膨大なデータの分析処理が以前から行われてきた。

株式会社 情報工場

「ビッグデータの衝撃」を読んで

　「ビッグデータの衝撃」は城田 真琴氏が東洋経済新報社より上梓した本であるが、非常に興味深い内容なので、紹
介したい。筆者は野村総合研究所イノベーション開発部上級研究員で、ベストセラー「クラウドの衝撃（東洋経済新報
社）の著者でもあるが、氏は次のように述べている。
　「企業のIT戦略を考える上で、クラウド、ソーシャルに続くトレンド・ワードとして今、大きな注目を浴びているのが『ビッ
グデータ』だ。『ビッグデータ』とは、文字通り、巨大なデータのことであり、『既存の一般的な技術では管理するのが困
難な大量のデータ群』と定義される。インターネットの検索履歴、 SNSの書き込みなど、多数のユーザーから日々 生成さ
れるデータを、新しい技術を使って即時的に分析し、よりユーザビリティの高いサービス等のイノベーションにつなげると
いったビッグデータの活用が、各企業の競争優位に資する状況になってきている。本書では、その「ビッグデータ」につ
いて、技術面、活用法、プライバシー管理、企業の準備・戦略策定等、実際の事例もまじえながら網羅的に論じている。

■ 3つのV

■ 現代のビッグデータ



11

　以前との違いの1つは、ビッグデータがわれわれの日々
の生活に密接した環境から生成されるようになったことだ。
フェイスブックやツイッターなどのテキストデータがその最たるも
のだろう。
　もう1つの違いは、コンピュータの価格性能比の向上や
ディスク価格の下落、大量データを汎用品のサーバで高速
に処理できるソフトウェア技術「ハドゥープ」の登場、さらには
こうした環境を自前で用意しなくてもよいクラウド・コンピュー
ティングの台頭などによって、ビッグデータを蓄積したり、処
理したりする敷居が大幅に低くなったことである。
　非構造化データを中心とするビッグデータの分析機運が
高まってきたのは、単に「モノが売れた」「顧客の１人が契
約を解除した」といったトランザクションデータから得られる
“点”の情報を集計して終わりにするのではなく、「なぜ、
それが売れたのか」「なぜ、顧客は離れてしまったのか」と
いったコンテキスト（背景）情報を、顧客とのインタラクション
（相互作用、交流）データという“線”の情報から探ろうと
いう動きの表れでもある。

　さらに今後重要となるのは、ウェブの世界とリアルの世界
をつなぐインタラクションデータの分析だ。マーケティングの世
界では、「O2O（Online to Offline）、オンラインとオフライン
の融合」がホットなキーワードとなりつつある。ネット上の情報
（オンライン）がリアル世界（オフライン）の購買行動に影響
を及ぼしていることを表す概念である。一例を挙げると、購
入を検討している商品の価格や評価をクチコミサイトで事前
にチェックし、リアル店舗で商品を購入する行動などが挙げ
られる。O2Oでは、ネット上のどのような情報が実際の店舗
への送客・購買につながっているのかといった動線の分
析が重要になってくる。
　政府や自治体などの公的機関が保有している統計デー
タ、地理情報データ、生命科学などの科学データをオープン
にし(Open Data）、皆でつなげて（Linkして）、社会全体
で大きな価値を生み出すために共有しようとする取り組み
は、「LOD（Linked Open Data）」と呼ばれる。LODは世
界中のあらゆる分野で急速に広がりつつある。政府が公開
したデータを利用して、商用サービスを提供するベンチャー
企業も次 と々生まれている。
　日本では、2010年７月に開設された「オープンガバメント
ラボ」で政府が所有するデータの公開が行われている。し
かし、このサイトで、公開されているデータの内容は限定的
だ。米国や英国で公開されているような市民生活に密着し
たデータはほとんど見当たらない。
　ただし、東日本大震災時に草の根的に広がった、「皆が
データを出し合い、集まったデータを活用して、価値あるアプ
リケーションが生まれる」という一連の活動は、日本において

も LODが広がる可能性を感じさせた。文部科学省の発表
データに基づき、ネイバージャパンが全国の放射線量を地図
上にマッピングした「全国放射線量マップ」を公開したのが
好例だ。

　政府や自治体などの公的機関がオープンデータへの取り
組みを強化する一方で、民間事業者はデータの円滑な流
通を促すため、データ取引市場「データマーケットプレイス」
を開設している。データマーケットプレイスは人口統計、環
境、金融、小売、天気、スポーツなどのデータを１ヵ所に集
約し、売買ができるという、いわば、データのワンストップ・ショッ
プだ。現在米国においては、ファクチュアル、インフォチンプ
スなどベンチャー企業が運営するマーケットプレイスのほか、
マイクロソフト、アマゾンなど大手ベンダーが運営するマーケッ
トプレイスが存在する。
　今後、企業がデータを軸に競争優位を目指すのであれ
ば、自社が所有する内部データだけではなく、外部データも
含めたデータ活用戦略を策定する必要がある。そのために
は、「○○という目的のためには、どのようなデータが必要
か」「そのデータは自社のデータだけで十分か」「不十分で
あれば、外部のどのようなデータを取り込むべきか」といった
ことをロジカルに検討していく必要がある。そして、簡単に手
に入れることができない他社データであれば、戦略的な提
携なども含めた広い視野での検討が必要となる。場合に
よっては、こうした企業のデータ戦略全般に責任を持つ
「CDO(チーフ・データ・オフィサー）」のような役職を新設
することも必要だろう。

　「ビッグデータ」以前に注目されてきたキーワードに「クラウ
ド」「ソーシャルネットワーク」「スマートフォン」などがあるが、こ
れらは「前のものに取って代わる」のではなく、「積み重なっ
て」進化してきている。本文中にあるように、ビッグデータの
分析の敷居が低くなったのは、クラウドの発達があってこそ
である。また、ビッグデータの収集に、ツイッター、フェイスブッ
クなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS）の存
在は欠かせない。さらにその SNSの発展を助けたのがス
マートフォンの普及である。ある新しい技術が、さらに新しい
技術の可能性を開いていく、という「正のスパイラル」でIT
は発展してきているといえる。ということは、ビッグデータの活
用によって「次」の汎用的な技術が生まれてくることは十分
に考えられる。こうしたさまざまなキーワード同士のつながり、
因果関係を十分意識したうえで戦略を立てていくことが重
要なのだと思う。

■ O2O（Online to Offline）と　LOD（Linked Open Data）

■ データマーケットプレイス

■ ITの今後の可能性

「ビッグデータの衝撃」城田 真琴著
東洋経済新報社 2012/07 312p 1,890円
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　「ビックデータ」という言葉が俄かに注目を集めている。例え
ば、Googleトレンドによれば、「ビッグデータ」の検索数が
2011年後半から急増している※1。しかしながら、大量のデータ
と長年格闘してきた金融機関にとって、こうした状況は殊更に
身構えることではないのかも知れない。例えば、アルゴリズムト
レーディングにおいては、様々な金融商品の価格データがミリ
秒レベルで日々 刻 と々発生し続けており、これらの膨大な数値
データをもとに高度な統計手法を用いたデータ分析が日常的
に行われている。
　ガートナー社によれば、「ビッグデータ」には、速度、量、複
雑性、多様性という4つの側面があると言われる※2。先の例
においては、多くの金融機関が、速度、量、複雑性の面で高
いレベルでの取り組みを既に行っている。また多様性の面で
も、一部の先進的な金融機関は、ニュース記事をトリガーとし
て特定のアルゴリズムを起動する、などといった取り組みを
行っていると言われる。
　つまり、金融機関にとっての「ビッグデータ」とは、その言葉
の俄かな注目度の高まりとは関係なく、長年に亘り取り組んで
いる古くて新しい課題であると言える。

　多くの金融機関にとっての「ビッグデータ」における未踏領
域は、より多様なデータへの取り組みであろう。言い換えれ
ば、こうした未踏の地へ逸早く進出した金融機関が差別化の
源泉を得る可能性を持つ。例えば、IBMが金融機関と行っ
た先進的な取り組みとして、コンタクトセンターにおける接客ロ
グから苦情を抽出しサービス向上に活用した事例※3、Twitter
データから銘柄に関連するデータを抽出する技術を検証した
事例※4、などがあげられる。
　これらは、非構造データと言われるテキストデータを活用した
取り組みである。更には、これを一歩進め、非構造データと株
価や経済指標などの数値データ(構造データと呼ばれる)とを

組み合わせる試みも登場しつつある。例えば、Twitter上の
テキストデータから推定した心理状態と過去の株価インデックス
とを用いて将来の株価インデックスを予測した研究※5があげら
れる。
　今回IBMが発表した実証実験※6も、非構造データと構造
データとを組み合わせることでビジネス上の新たな洞察を得よ
うとする取り組みである。

　実証実験では、米国のISM製造業景況指数※7を予測対
象とした。同指数を対象とした理由は、金融市場で重視され
る数字である点に加えて、同指数が購買担当者によるアンケー
トの集計であり、回答者の感覚が入り込む可能性があるから
である。そのため、回答者の感覚が日々の報道によって影響
を受けているだろうとの仮説を設定し、報道情報を加味した予
測を行った。

　実験の概要は図1の通りである。過去の景況指数、同指
数の形成に影響を及ぼす可能性のある経済指標、報道情
報をもとに予測モデルを作成し、このモデルに予測時点での
直近データを入力し予測値を得た。例えば、当月時点で発表
済みの景況指数、経済指標、報道情報をもとに、翌月発表
の景況指数を予測するという具合である。

　今回のモデルでは、景況指数および他の経済指標を約
480項目、報道情報を約30万件使用した。前者が数値データ
(構造データ)であるのに対し、後者はテキストデータ(非構造デー
タ)であるため、大量の報道情報を数値に変換する必要があ

　「ビックデータ」という言葉が俄かに注目を集めている。とはいえ、高速かつ大量のデータと長年格闘してきた金融機関
にとっては殊更に身構えることではないだろう。一方で、多くの金融機関にとっての「ビッグデータ」における未踏領域は、
テキストデータをはじめとする非構造データへの取り組みではないだろうか。膨大な非構造データからビジネス上の洞察を
得るためのIBMのテクノロジーをご紹介したい。

日本アイ・ビー・エム　金融インダストリーソリューション
ソリューション企画・推進  野村　尚

先進的な予測プラットフォームで
専門家と同水準の精度を実現

金融機関にとっての「ビッグデータ」とは

「ビッグデータ」が示す未踏領域

ISM製造業景況指数を専門家と同水準で予測

（図1）
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る。そこで、今回の実験では、報道情報の文意や文脈を解析
するといった方法ではなく、文章内の単語の単純な組み合わ
せを大量に設定し、これら組み合わせの出現頻度を数え上
げ、前月分と今月分の差分を取るといったシンプルな方法を採
用した(図2)。こうした方法により、約100万個の数値項目を用
意し、これらをもとにコンピュータに予測モデルを作成させた。

　このようにして作成した予測モデルに対して、モデル作成時
には使用していないデータ、つまりコンピュータにとっては未知
のデータを入力し、36ヶ月分の予測値を算出した（図３）。コン
ピュータによる予測の精度を、発表値との絶対値での乖離(誤
差)、前月発表値と比較し下向きか・上向きか(方向)の2つ
の観点で評価したところ、誤差の観点では1.62(36ヶ月での平
均)、方向の観点では80.5%(36ヶ月での正解率)であった。
　また、これらの結果をエコノミストらによる市場予想※8と比較
したところ、誤差ならびに方向ともに同水準の結果となった。

　今回の実証実験は、IBM東京基礎研究所の持つ技術と
ソフトウエアとを組み合わせて構築した予測プラットフォームに
よって実現した。(図4)

　このプラットフォームの特色は以下の3点である。
＊ 非構造データを用いて予測モデルを作成
　今回の実証実験では、報道情報の文意や文脈を解析す
るのではなく、シンプルな方法で数値データを作成した。このよ

うな方法を採ることで、他の言語だけでなく、ウェブのアクセス
ログなどへの応用も容易となる。予測プラットフォームは、多様
な非構造データへ柔軟に対応できるのみならず、クロール機
能を用いて社内・外のデータを適時に収集することも可能で
ある。
＊ 膨大な数値データをもとに短時間で予測モデルを作成
　非構造データによって生成された膨大な数値データをもとに
有効な予測モデルを作成するには、コンピュータによる低コスト
かつ短時間でのモデル作成が必須となる。予測プラットフォーム
は、膨大なデータを一般に使用されるストレージに分散保持する
とともに、予測モデル作成時に必要となる膨大な計算をPCサー
バのような機器を使って並列処理することが可能である。
＊ 多様な予測モデルに対応可能
　今回の実証実験では、リッジ回帰と言われる統計手法を用
いて上記に述べた成果を得たが、異なる数値を予測する際
には他の手法が有効な場合もある。予測プラットフォームは、
多様な統計手法を部品(コンポーネント)として追加すること
で、予測用途に応じて最も適切な予測モデルを作成すること
ができる。

　今回の実験からの示唆は、金融の専門知識に裏打ちされ
た分析上の仮説が無くとも、コンピュータの能力を活用し、専
門家並みの結果を得た点にある。アナリストなどの高い専門知
識と豊富な経験を持つ人的リソースは貴重であるが故に、主
要な経済指標など一部の経済事象の分析に投入せざるを得
ない。ところが、金融ビジネスにおいては世の中の様々な経済
事象が複雑に影響しあっているため、一部の事象の分析の
みでは全体を的確に捉えられない可能性がある。

　このような難しい課題に対して、予測プラットフォームは解決
策を提示する。例えば、人的リソースを投入する領域とコン
ピュータを駆使する領域とを使い分け、一国における数百を
超える経済指標の予測を行うことで、従来では得られなかっ
た全体像を描き出すことが可能となるだろう。人間が得意な分
野とコンピュータが得意な分野とを組み合わせたハイブリッド型
ビジネスへと進化を遂げることで、金融ビジネスは更なる進化
(フィナンシャル・マーケット・ トランスフォーメーション)を実現で
きると考えている。

IBMの先進的な予測プラットフォーム

金融ビジネスの更なる進化に向けて

出典：
※1: Googleトレンドでの「big data」および「ビッグデータ」の検索結果
※2: ガートナー社「ビッグ・データ時代の情報活用戦略：新たなテク
ノロジに挑戦し分析力を強化せよ」

※3: IBM社 2006年5月発表
※4: IBM社 2011年12月21日発表
※5: Indiana University Bloomington
※6: IBM社 2012年6月15日発表
※7: Manufacturing ISM, Institute for Supply Management
※8: Bloomberg社記事

（図2）

（図4）

（図3）
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　金利カーブの問題については、次の3つの問題があり
ます。
（1） OIS(Over-night Index Swap)カーブ と Libor-Swap 
カーブとのスプレッド

（2） テナー・ベイシス
　ベイシス・スワップ（例：Libor3M + α ⇔ Libor6M）
が取引されています。

（3） 通貨ベイシス
　円－ドル間の通貨ベイシスを考慮すると、円金利が「マイ
ナス金利になります。

　まず利息額を計算する側の対応を考察してみたいと思い
ます。
（1） テナー・ベイシスを考慮した金利カーブの計算
　各利払時点の利息額は現金ですので、「利息額を計算す
る金利に何を選択するか」の問題で、取引自体の属性で
Libor_xm なのか OISレートと決まっているはずです。テナー・
ベイシスを考慮したカーブをどう計算するかが問題になります。
　具体的な場合として、円金利の場合は、Libor6m が基
準となり、金利データが情報ベンダーから取得可能です。
Libor6m カーブから、Libor3m（3ヶ月ロール）の金利カー
ブを、Libor3m-6m ベイシス・スワップのデータを使用して
計算する場合を以下に説明いたします。

　3ヶ月ロールの６ヶ月金利スワップ金利を、Libor6m(0,6m)
（①）と６ヶ月3m-6mベイシス・スワップ金利（②）から計算し
ます。この値と、Libor3m(0,3m)（③）から、Libor3m(3m,6m)
を計算します。9ヶ月時点の3m-6mベイシス・スワップ金利

いよいよ「マルチカーブ」の時代へ

　近年の欧州危機などによるデリバティブ評価に関するカーブの問題にどう対応するかは大きな問題で、現状、市場
ではきっちりとした方向が出ていないと思われます。店頭デリバティブの取引に関する、この問題の解決の糸口として、
標準的な担保契約（Standard CSA）が提案されています。
　http://www2.isda.org/functional-areas/market-infrastructure/standard-csa/
　担保は「現金」、割引はOISカーブとし、信用極度額と最低受渡担保額とも「0」を推奨などと書かれています。現時
点で、カーブ問題の解決案も考えてみました。私見ですので、現状の市場取引、今後の市場取引と整合性がとれない、
あるいは、間違っている可能性があることを先に記載させていただきます。

株式会社メッセージ
代表取締役社長  吉野 正康

■ 金利カーブの問題について

■クーポン（ or利息）計算側カーブ

Libor6MロールとLibor12Mとのゼロクーポンレートのスプレッドの例
（注意）Libor 12M の流動性が十分とは言えませんが、金融工学の
　　　  教科書的には、スプレッドは「0」であるはず…
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は何かの前提（直線補間等）を置く必要がありますが、こ
れを決めれば、同様に、Libor3m(6m,9m)が計算できます。
これを繰り返し3ヶ月ロールの場合のカーブを計算します。

　現状は、無担保ベースでのカーブ前提ですが、取引は、
担保ベースの取引が多くなり、担保の種類（商品内容、通
貨…）やマージン・コールの間隔等により割引金利を変え
る必要がでてきています。カウンターパーティー（以下、
CP）とのネッティングルール等により同一商品でありながら、
割引カーブが異なることも考えられます。
（1）理想的な場合
　デリバティブ取引ですが、問題を簡単にするため割引債
の購入と、値洗いした割引債の時価相当分全額を、当該
通貨の現金担保でもらう場合を考えてみます。割引債です
ので、時価相当額は、割引金利がわかれば計算できます。
マージン・コール間隔をΔtとした場合が、以下の図です。

　バランスシートで考えれば、資産側が割引債運用、負債側
が、Δｔ期間の預金で調達（ロール）と考えることができます。た
だし、大きな違いは、割引債の発行体（デリバティブの場合、
カンターパーティー）と、預金者が同一であることです。デフォ
ルトに関しては、CPがデフォルトした場合、マージン間隔のΔt
分だけ割引債の価格が変動しますから、この金額と担保側の
［現金＋利息］の差額分（正確には損失になる場合のみ）
信用リスクが存在します。反対に金融機関（以下、SF）側が
デフォルトした場合、CP側の信用リスクは、上記金額の反対
の場合になります。現在の課題は、このスキームで無裁定に
なる割引債の金利ｒがいくらになるかということです。
　そこで、このマージン・コールの間隔Δtを「0」（ゼロ）にし
たらどうなるでしょうか。信用リスクは完全に「0」（ゼロ）にな
りますので、問題の割引金利は、担保の現金のファンディン
グ（調達）コストと同一になります。市場では、そんな金利は
取引されていませんので、マージン・コールは1営業日間隔、
無担保ではあるが、この金利に近いと考えられるOISレート
を、「現金担保、信用極度額：0、最低受渡担保額：0」
の場合の割引カーブとして使用することになるようです。理
想的な金利カーブとは、「無担保、1営業日」の信用リスクが
ある点が異なります。有担保の場合の方が、無担保より管
理コストがかかる場合もありますので、理想的金利カーブとの
違いは推定不可能かと思います。このことが、現金担保、
OISディスカウントへの潮流になっていると思います。金利ス
ワップ取引の場合は、上記の考察フレームをCPとSFで反

対にして、同時に2つの取引を実行した場合に相当します。
　もう1つ大きな問題は、通貨スワップのように、交換する
取引通貨が異なる場合です。例えば、USD/JPY の通貨
スワップを考えます。理想的な場合として、上記図のフレー
ムとして、USD受取側は、値洗い額全額（USD単位）を
USD現金担保で、JPY受取側は、値洗い額全額（JPY
単位）をJPY現金担保で、即時マージン・コールであれば、
USD 受取側は、USD-OISカーブ、JPY受取側は、
JPY-OIS カーブを割引カーブに使用すればよいでしょう。
通貨ベイシス自体は、両通貨のファンディングコスト（OISカー
ブ）に反映されていると考えますが、どうなのでしょうか。
　通貨間取引の担保通貨を USD に統一した場合の 
USD “silo”（サイロ）方式での評価方法が、参考文献の
［1］にあります。

（2）現　実
　ISDAの標準CSAを用いた店頭デリバティブの取引は、
今後増えていくと思いますが、担保が現金以外、信用極度
額もあり、マージン・コールは毎営業日ごとでない場合が多
いのが「現実」です。日本では、適格担保から日本国債が
はずされることは当分ないかと思います。昨年あたりから、
CVA（信用リスク調整）に続いて、FVA（ファンディング・
リスク調整）が話題になってきています。CP、SFの両者の
ファンディングコストを考慮するものです。参考文献の［2］に
アイデアの詳細があります。
　公正価値FVを、無リスク価値をPVとして、
　　FV＝PV－CVA（CP側）＋FVA（双方向）
としています。一般に、DVA（SF側）よりFVAが大きくな
るので、この部分がCVA（双方向）を考慮した場合のFV
と異なることになります。

　市場で今後、担保を考慮した評価方法の基準が、どう構
築されていくのか、見守る必要があります。システム（まずフロ
ント・システムから）要件での必須項目となりますし、店頭デリ
バティブ業務の負担が大きくなっていきますので、おのずと取
引に参加できる金融機関が限られていくことになります。シス
テム的には、今までのように、1つのカーブを、利息側、割引
側で使えたような時代は、遠い過去の話となるようです。

参考文献
［1］Fujii, M., Takahashi, A., (2011), “Clean Valuation Framework for 

the USD Silo” CARF Working paper series F260
［2］D.Lu, F. Juan, (2011), “Credit Value Adjustment and Funding 

Value Adjustment All Together”
　　  http://ssrn.com/abstract=1803823

株式会社メッセージの製品
＊ BISMeter (信用リスク管理システム)

＊ RACERS/RACERS-V（統合リスク計測エンジン）
はテクマトリックス株式会社が販売代理店です。

テクマトリックス株式会社

問い合わせ先

カスタマーソリューション営業部 金融ソリューションチーム
http://www.techmatrix.co.jp/

E-mail：finance-sales@techmatrix.co.jp　 TEL：03-5792-8607

■まとめ

■ 割引側カーブ



　内外の金融機関を含む企業業務システムのなかで、データベースの設計に30年を超えて取り組んできた経験から、本邦
金融機関における「商品マスター」の欠如について指摘したいと思う。
　以前よりも、装置設備産業の色合いを濃くしていると思われる状況において、情報システムの高度化は、各金融機関に対
して喫緊の課題と考えているのは、多くの関係者の共通認識であろう。

（図1）

（図2）



　マスターデータとは、一般的にいえば、商品、社員、組織、
取引先といった個体を識別しその内容を説明するものと格付
け、業種、商品分類、職位などの事象を分類する役割のデー
タに大別される。
　企業が運用する情報システムは図3のように業務領域に対
応した処理システムから構成されていることが多い。近年、財
務会計や人事管理等は、ERPパッケージとして提供されカス
タマイズ導入する企業も多い。
　上記を見て容易に目につくことは、各業務システムには対
象業務に必要があるマスターが存在し、あるマスターが複数業
務で重複する事実である。たとえば社員マスターは人事管理・
販売管理・CRMで必要と思われる。
　過去数十年の間、これらの業務システムは多くの企業で個
別に開発され、企業全体からみれば、部分最適を追及すること
が多かったと思われる。もちろん、全体最適に向けた様々なア
プローチがあったことは先人の名誉のために言及しておきたい。
　本来社員の情報は、企業全体で一括管理されているべき
であり、異論は少ないと思う。もちろん、具体的な管理項目（情
報）は業務ごとに多少の差異があることは当然のことである。
よって、全業務で使用可能なマスターがコーポレートマスターと
して、個別業務システムとは切り離された扱いで管理されるこ
とが合理的あると言って差し支えないと考える。
　各業務システムに対しては、レプリカとしてコピーするか、直
接接続して情報提供すればよいと考える。これにより、業務
間での情報の齟齬の発生や、マスターの二重更新等による
問題の発生が回避可能になる。この考え方をMDM（Master 
Data Management）と言い、最近多くの企業で実践されて
いる。

（図3）

（図4）
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　銀行員はよくバンキング勘定という言い方をしております
が、簡単に言ってしまえば部門勘定ではなく銀行における会
社勘定がやはり重要です。
　このバンキング勘定は、例えば貸出金に関するもの、預金
に関するもの、債券投資の大部分といったような銀行の本業
部分が該当します。考え方の根底は価格というよりも利率とい
う発想であり、「調達金利○○%に対して、運用利回り△△
%」が基本です。バンキング勘定においては、株式投資であっ
ても配当金狙いであり、株価上昇期待ということとは一線を画
しています。こうしたバンキング勘定の大半は時価会計処理
対象ではないため、本当のところきちんと儲かっているのかどう
かというのがわかりにくく、取引が終了してすべてが実現損益
として計上されないと正直よくわかりません。そこで財務内容
を知る上で問題となってくるのがセグメント情報を含めた様々な
追加情報になってきます。
　債券投資にフォーカスしてみましょう。銀行勘定の債券投資
の大半は「その他有価証券」という形で区分されており、「売
買目的」や「満期保有」という形は一般的に全体に占める割
合はわずかです。「その他有価証券」においては「評価損益
がP/Lにヒットしない」という点がポイントであり、ずっと保有し
ている限りにおいては最終利回り相当分（＝クーポン収入分
＋償却原価分）しかP/L計上されません。しかしながら途中
で売却してしまうと実現損益が計上されるという曲者なので、
国債がきちんと償還されるという前提では、途中でいくら評価
損となっていても（強制評価損計上にならない限り）満期時
には100円ですし、途中の評価損はP/Lに影響を与えませ
んので、損益計算書を眺めているだけではよくわかりません。
　「その他有価証券」での保有に関しては、購入時の簿価
（期末をまたぐと前回期末時点の簿価）が基準となります。
例えば期末時点で単価100円だった国債（その他有価証
券）を購入し、次の期末での評価が101円だったとすると、
評価損益は＋1円、この＋1円はP/L計上されずに注記の
形で評価損益＋1円としてディスクローズされます。

　しかし期中に単価101円で売却したとしましょう。この＋1円
分は実現益としてP/L計上されます。つまり売却すれば実
現損益、保有し続ければ評価損益（P/L計上なし）ですか
ら、最終利益を黒字にするために期中どれだけ売却し、期末
時点でどれだけの評価損益となっているのか、ということが分
析する上でポイントとなります。
　もちろん市場環境やポートフォリオの方針等にもよりますが、
常識的に考えれば実現益が小さく評価益が大きい方が後々
有利になります。評価益をほとんど吐き出した形での当期利
益極大となると次の決算以降が心配の種になることでしょう。
しかし残念ながらそこにも落とし穴があります。
　期末時点での評価に使われる国債イールドカーブは、当然
どこの銀行でもほぼ同じであることは間違いないので、評価益
が大きいから良いとは必ずしも言い切れません。例えばA銀
行が保有する国債はすべて短期で評価益は100億円、B銀
行はすべて20年国債で評価益は200億円の場合、価格変
動リスクを考えればA銀行の方が安定的という考え方もできま
す。ところが残念なことに、その他有価証券のみでの残存期
間別保有残高が明記されているわけではありません。
　ではどう分析し、どう評価すればよいのでしょうか？ヒントは最
近ディスクローズされるようになってきた「その他有価証券」の
期中売買高です。期中の売買高が多いということは期末時
点での簿価は比較的新しいもの（保有し始めてからの期間が
短いもの）になります。期中の市場の価格変動を同時に見比
べればどのあたりに簿価があるのかわかりやすいでしょう。実
現損益はその他業務純益になりますので、この数字も見比べ
ればどの程度うまく運用したのかの想像がつくと思います。

　一時期とても流行ったデリバティブ取引ですが、預金に付
随したり貸出金に付随したりと、あちこちで大活躍してきまし
た。このデリバティブ取引が付随した取引は基本的に特定取
引勘定に影響を与えることになり、更に期間損益（P/L）に
影響を与えることになります。ここでは貸出金に付随するケー

　最近では上場会社の決算は四半期毎となっており、上場各社は投資家向けIR用として様々な決算説明資料を作成し
ておりますが、銀行決算は中にいる銀行員でもよくわからないものになっています。おそらくみなさんの知人に銀行員の方
がいらっしゃるかと思いますが、いろいろ教えて欲しいと言っても満足するような説明が得られる可能性は低いでしょう。
　そこで今回はアナリスト等の方々による個々の銀行決算に関するコメントはさておき、私なりに銀行決算のどのような点に
注意し、どこがわかりにくいのかを考えていこうと思います。

アナリスト  平井  こうたろう

とてもわかりにくい銀行決算

注記に気をつけよう

特定取引勘定と貸出金
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スを例にして考えていきましょう。
　特定取引勘定というと何とも難しい勘定科目に聞こえます
が、大雑把に言って時価会計処理となる資産や負債とお考
えください。業者業務として有価証券を売買するケース（＝証
券会社のトレーディング勘定）やデリバティブ取引等が含まれま
す。時価会計処理ですので、100円のものが次の瞬間に
101円になればP/Lとして＋1円計上となります。
　デリバティブ取引と貸出金を組み合わせる場合を想定して
みましょう。X株式会社向けに、期間5年、固定金利2.0%で
貸出をするとします。スワップレートが0.8%とすると、X株式会
社向け貸出金利がもし変動金利貸出ならLIBOR＋1.20%に
なります。
　ここで銀行側の調達コストがLIBORちょうどとしましょう。変
動金利貸出であれば貸出スプレッド（銀行の資金利鞘）は
1.20%となります。もし何もしないで通常の固定金利貸出ない
しは変動金利貸出を行えば貸出金利息として毎年2.0%（な
いしはLIBOR＋1.20%）分がP/L計上されます（費用として
LIBOR相当分がP/L計上されます）。ここまでは何の問題も
ありません。
　しかしデリバティブを組み合わせた形で固定金利2.0%を作
り上げた貸出を想定しましょう。X株式会社とすれば2.0%固
定金利の借入となりますが、銀行側としてはLIBOR＋α%の
変動金利貸出と、LIBOR＋α%と固定金利2.0%の円金利
スワップ取引が行われている形になります。αについては0%
～1.20%の間の数字となります。このαをどう設定するかで単
年度P/Lが大きく変化します。
　もし全額を資金利鞘として計上したければα＝1.20%（この
ときデリバティブ収益はゼロ）、全額を特定取引勘定として時
価評価によるP/L計上をしたければα＝0%となります。α＝
0%のときには2.0%の固定金利に対してLIBORフラットの交
換というスワップですから、評価損益として1.20%×5年分が
一気に単年度P/Lとして計上されるのです。
　これらは一体何を意味するのでしょうか？デリバティブを組み
合わせて単年度P/Lを計上するということは、貸出利鞘を前
取りしてしまうということであり、翌年度以降は調達コストである
LIBOR相当分が費用計上されるだけになります。スワップ取
引の時価変動については、インターバンク市場でヘッジしてい
る前提で考えれば、当初の利鞘が確定してしまうので、翌年
度以降はP/Lインパクトは出てきません。
　こうした特定取引勘定を絡ませたバンキング勘定の取引
は、分析する側としてはとても厄介なものになります。どれだけ
資金利鞘を残し、どれだけ収益の前取りしているのかという問
題ですから、当然前取りしてしまっている方が後々禍根を残
す可能性があります。1990年代に投入された公的資金返済
（≒不流債権処理）のために、銀行としてはとても重宝した
特定取引勘定ですが、結局はどれだけ体力を温存している
のかの指標になってしまうということです。残念ながら特定取
引勘定とバンキング勘定の融合の部分であり、先程の例でい
うαがどれくらいのケースが多いのかはわからない話ですの
で、財務諸表の分析としてはP/Lの内訳等を細かく見ていく

しかないのですが、2～3年後の飯のタネまで食べてしまって
いては基礎体力がないと言われかねません。

　役務取引という言葉がまた分かりにくいのですが、簡単に
言ってしまえば手数料収入のようなものです。銀行が行ってい
る各種サービスによる対価となるもので、この収益が大きいと
いうことは営業力があるという言い方もできます。
　具体的な内容を深く掘り下げれば、ある程度継続性があるも
のとないものとに分類できるかもしれません。しかし内訳を気に
するよりも、合計の数字を過去の決算と比較するとか、同業他
社と比較してみるのがよいでしょう。不動産鑑定手数料や残高
証明発行手数料のように、銀行のキャピタルを直接使わなくて
もよい手数料収入が多ければ銀行としても助かるのですが、手
数料が貰えるということがサービスの対価である以上、顧客満
足度が高くないと相応の数字にはならないのが現実です。
　こうしたフィー収入は1990年頃から各行が注力してきたもの
です。資金利鞘だけでは銀行経営がうまくいかないために、
含み益がある有価証券を売却したり、デリバティブ取引に注力
するようなことを行ってきたわけですが、資本や資産・負債を
使わずに収益を増やすことが重要という位置付けから拡大し
てきているのですから、結局は営業力に尽きるというのが手数
料収入なのです。

合併のお知らせ
この度、リッキーマーケットソリューション（株）は

リッキービジネスソリューション（株）と11月1日に合併いたしました。
引き続きよろしくお願いします。

役務取引等収益、その他経常収益
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　FATCA（外国税務コンプライアンス法）をご存知でしょうか？
米国の税制にも関わらず、日本の金融機関を含め、全世界
の金融機関を対象として、一定の手続の実施を要請し、米
国の納税義務者に関する一定の報告を要求するものです。
米国の富裕層がスイスの銀行を活用して、租税回避行為を
行ったことがきっかけで、スイスのみならず、すべての国を対象
として、租税回避行為の防止策として、制定されたものです。
目的自体は否定されるべきものではありませんが、この法律で
目的を達成できるのか？できたとして、費用に見合う効果なの
か？等の疑問は尽きません。規制の内容やその対応について
は、本を参照いただくこととして、ここではこの本を執筆する経
緯をご紹介させていただきます。

　「FATCAに関する本を新日本監査法人さんは、出さない
のですか？」というお客様からの質問をいただき、この本を執
筆することにしました。それ以前に、地方銀行の監査を担当
する者から、「本があったほうが、お客様からの質問に回答す
るのに助かるのだが」という声もありましたが、二の足を踏んで
いたところでした。なぜなら、FATCA(外国税務コンプライアン
ス法)は法律として大枠が確定した後、規則が固まるまでに
Noticeと呼ばれる規則案のドラフトが数ヶ月おきに公表される
という状況であり、どのタイミングで本を出すべきか、非常に悩
ましい状況であったからです。
　昨年の秋、年内に規則案が公表される予定という話が伝
わってきたので、規則案の公表後に規則案をベースとした本
を書くことで方針を決めました。しかし、この規則案がなかなか
出ませんでした。蕎麦屋の出前のように、「もう店はでていま
すから(規則案のドラフト執筆担当レベルの執筆は終了し、承
認待ちの状態)」という話が伝わってからもだいぶ待って、よう
やく二月八日に公表されました。規則案自体の読み込みが落
ち着いたところで、規則が固まると言われていた、「夏の終わ
り」までに本を出版するために、初校の期限を設定することに
しました。

　ここで、また別の悩みです。実は、二月八日に公表されたの
は規則案だけではなく、政府協定案も同時に公表されまし
た。政府協定案は、この後どのように展開するのか、わからな
いので、どうしたものかとも考えました。しかし、いずれにしても
流動的な状況は今後も継続する公算が高いのなら、あれこれ
考えても仕方が無いので、自然体で進めることにしました。初
校、第二稿と進める間に、欧州と米国の間の協定案（モデ
ルⅠ）の公表、日本と米国の間の協定案（モデルⅡ）の公表と
いう展開があったため、それらをなんとか押し込めて、ようやく
最終稿にたどり着くことができました。
　ところが、ここまで進めたところで、「規則が固まる前に本を
出して意味があるのか？」という疑問が再び沸き起こってきまし
た。法人内部でもう一度検討し、「規則が固まってからもう一
度、第二弾を出版すればいい」という結論になり、出版社に
相談すると、「第一弾の売れ行き次第で、第二弾を出版する
かしないか、決定します」という返答でした。そこで、法人内
部でもう一度検討しました。「規則案に基づく本が現在は存在
しない。一方で、一部の銀行の担当者は、規則案以前の
Noticeをベースとした本で勉強して、不明な点を我々に質問
している。」という現状分析をもとに、規則案に基づく本も一定
の価値が認められると判断しました。我々は、本邦の監査先
の金融機関の役に立つべく、情報提供の一つのツールとして
本を選んだのであり、本自体の売れ行きにあまり関心はありま
せん。そこで、第二弾については、最終規則と日米の協定次
第で、仕切り直すという整理にしました。
　この本により、規則案ベースのFATCAの全体像を把握い
ただくことで、少しでも金融機関の皆様のお役に立てると幸い
です。

　最後になりましたが、EY Japanの執筆陣の皆さん及び新日
本監査法人主催のセミナーの講師を引き受けて頂いた、長島・
大野・常松法律事務所の梅澤弁護士他の皆様のご協力に対
して、執筆者を代表して、御礼申し上げます。（中央経済社刊）

FATCA対応の実務

新日本有限責任監査法人
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FATCAの概要

FATCAの適用対象となる
金融機関等と分類

参加FFIの義務

みなし遵守FFI制度

源泉徴収制度の概要

現時点で金融機関がとりうる対応シニアパートナー
丘本　正彦



　とても暑い8月でしたが、9月に入ったからと言って急に秋らし
くなったわけでもありませんね。8月は旧盆に終戦記念日、我が
祖先の供養をしつつ、先の大戦で亡くなった多くの人たちを追
悼する。歴史に“タラ・レバ”はありませんが、先日ラジオで久
米宏氏が“もしポツダム宣言を2週間早く受諾していれば、広
島・長崎はなかったし、ソ連の参戦もなかった”と語っていまし
た。日本がポツダム宣言を受諾したのは、おおよそ20日後の8月
14日です。（この日には最後の大阪大空襲もありました）その20
日間、国の首脳は何をやっていたのでしょうね。
　先日、ある朗読会に行ってきました。朗読されたのは「友よね
むれ―シベリア鎮魂歌(レクイエム)」久永強著。ご自身のシベリ
ア抑留体験を、帰国後、数年を経てから絵と文章にしたもので
す。一枚一枚の素朴な、しかしながら見るものに真実を無条件
に訴えてくる画風と、そこに、これも朴訥とした写実文章が添えら
れています。

　一文を引用させていただくと、

　シベリア抑留の実態は数字として未だ正確には把握されてい
ません。100万人超の日本人が抑留され、犠牲者はその1/3に
も及ぶとの研究があり、それが史実であれば、東京大空襲や広
島・長崎をも越える多大な犠牲を出したことになります。
　久永強氏のシベリアシリーズは東京・世田谷区立世田谷美
術館に43点が収蔵されています。

友よねむれ―シベリア鎮魂歌(レクイエム)
マーケティング　コンサルタント　西川　一眞

　以前、ニューヨーク証券取引所を訪れた後、近くの店で珈琲を飲
みながら休んでいた。名前は”Hurry’s Bar”（だったと思う）。中に入っ
て驚いた、Tickerが店の中を走っていたのである。しばらくしたら、テー
ブルにピザが運ばれてきた。店のサービスであった。もう一度、訪ねた
い店である。
　秋田の銘酒「高清水」を飲んだ。その時の肴は鮪のブツ。酸味な
のだろう、程よい味と上品な旨みが口の中で柔らかく広がった。その
香りは、華やかでふくよかである。美酒という言葉はこの酒のためにあ
ると思う。「冷や」でも「燗」、「常温」何でも行ける。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  裕次郎

●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、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。

●インターネット版と雑誌版を2月中旬頃にアップ・発行する予定
です。ご期待下さい。
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日本銀行の初代総裁は吉原重俊氏。大蔵少輔（現在の財務次官）から明治15年に就任した。
政府と多くの国立銀行が乱発していた不換紙幣を回収し、日銀券と交換した。

吉野俊彦著「歴代日本銀行総裁論」より
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“シベリヤの冬は瞬く間にやって
くる。気温の低下に比例して死者の数も増えて行く。夏の無理
が累積して、冬将軍に立ち向かう体力も気力も無くしてしまうの
だろうか。戦友B君が或る冬の夜突然、故郷の話を目を輝かせ
て話し始め、殊に母親の手作り料理の自慢話になると、あの寡
黙な彼が何でこんなにと驚くほど饒舌になり、際限なく語り続け
て、いささかヘキエキした。翌朝、朝寝坊の彼を起こそうとベッド
の側に行くと、永遠の寡黙の世界へと彼は旅立っていた。”
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