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特集｜再考察アンチマネーロンダリング
●

資金決済法施行 3 年
～資金決済業の現状と更なる発展のための施策を考える～
中央大学大学院 戦略経営研究科
教授

杉浦 宣彦

「資金決済に関する法律」
（以下「資金決済法」という）が 2010 年 4 月 1 日に施行され、わが国の決済シーンは大きく
変化してきた。とりわけ、従来では銀行しか営めなかった為替業務が一般事業者に解禁されたことにより、海外送金の分野
ではアジア諸国向け送金を中心に送金業者が数多く誕生し、また海外への短期留学や海外旅行でも利用されるようになり、
平成 23 年度でもすでに 44 億円を超える金額の送金取扱高を記録している。※ 1
その一方で電子マネーも着実にその利用が増えてきており、2012 年の決済総額は約 2 兆 4 千億円に上り※ 2、今や一般
に広く利用される決済ツールとなった。このように決済ビジネスは急速に発展し、幅広く利用されているが、反面、本年 1
月には資金移動業者初の行政処分が発表され、業態の発展に水を差すような事件も起きている。本稿では、4 月に資金決済
法施行 3 年を迎えるにあたり、資金決済業の現状を分析するとともに、今後の資金決済ビジネスの方向性やさらなる発展の
ために必要な法的施策等について検討することを目的とする。

電子マネー・データは数字記録だけで、金銭債権としての電子デー

資金決済法を評価する

タは、すべて発行者のサーバーで管理する［サーバー管理型］が主

2010 年 4 月 1 日に資金決済法が施行されてそろそろ 3 年の月日

流を占めてきている。資金決済法の登場は、単にカード型電子マネー

が過ぎようとしている。資金決済法は、近年の情報通信技術の発展

とサーバー型のそれとの間の利用者保護の違いをなくした結果、業

や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムをめぐる環境の変化

者負担は多少増したかもしれないが、利用者から見た電子マネー全

に対応するために、①それまでの前払式証票発行規制法（通称：プ

体への信頼性を向上させ、利用できるところが増加するなか、いよ

リカ法）では適用外であったサーバー型前払式支払手段の規制対象

いよ利用者感覚から見ても「おカネ」化が進行むきっかけになった

化、②為替取引を一般事業者に認める資金移動業の創設等を主な内

と考えられる。

容としている。この法律の大きな特徴としては、前払式支払手段で

また、資金移動業は法制度の整備段階ですでに外国人労働者から

あれば、未使用残高の 50% を、また資金移動業者であれば、送金額

の高いニーズが指摘されてきたが、実際、世界的にも最大手の一つ

の 100% を供託することを義務付けることで利用者保護が図られて

であるウエスタンユニオンが 2010 年 7 月の段階で日本でのサービ

いることや、広く参入業者を増やし、イノベーション
を進めていくために、兼業規制や最低資本金制度など

◆法律の概要図

の規制を法律に入れず、諸外国のような銀行並みの規
制をかけない比較的緩やかな法規制の形が設計されて
いる
（法の概要については、右図を参照）
。
このような法整備を受けて、資金決済ビジネスはど
のような展開を見せているのだろうか。
電子マネーについては、本法が制定される前から非
接触 IC カードを利用した「かざして使う」電子マネー
の利用習慣が一般に広く普及し、加盟店の増加や携帯
電話にも非接触型 IC カードが導入され、通信との融
合が進み、チャージ等を含む利便性が格段に向上して
きていること、さらには、交通機関や流通企業が発行
者となりポイントサービス等と連携させたなどの、利
用者の日々の利用にメリット感があるスキームが構築
された結果、普及拡大が飛躍的に進んできた。このよ
うな中で、Web 上で使える、とか、IC カードにある
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（金融庁ホームページより）

スを開始するとすぐに店舗数を拡大しなければならないほどで、他

より負担は軽減されるかもしれないが、完全な独立系の業者にとっ

社からのヒヤリングからも資金移動業全体でも件数と送金額が当初

ては同等の業務体制を構築するのはなかなか困難だろう。また、サー

の予想より多いことがわかっている。資金移動業は一般的に海外ネッ

ビスを比較しつつも、利用者は一度利用した業者を継続的に受取・

トワークの広さ、送金サービスの早さ、低金額帯における送金手数

支払のシーンで利用していくかと考えられるが、送金用口座をその

料の安さから、外国人労働者だけでなく、海外にいる日本人留学生

業者に開設するとなると、運転免許証等による本人確認を行うこと

や旅行者にも広く利用されるようになっており、今後銀行の送金サー

が義務づけられている。このような本人確認義務は受け取った個人

ビスにとって代わるサービスになる大きな可能性があるといってい

データをどのように維持・管理するかが、業者には大きな負担となっ

いだろう。

ているばかりか、サービスを受ける段階で、インターネット銀行・
証券に口座開設するとのほぼ同じ手間を利用者に要求していること

資金決済業をめぐる問題点

になり、過度な規制であるようにも思われる。ただ、世界的にマネー
ロンダリングへの対応が大きな課題になっている現在において、無

上述したように資金決済業は電子マネーと資金移動業という 2 本

条件な緩和はありえず、ただ、欧米並みの基準に合わせておくこと

柱のもと、順調な発展を遂げてきているといえる。しかし、本年 1

は必要であろう。アメリカでは送金に関して 1,000 ドルルールがあ

月になって、資金移動業で行政処分を受ける業者（ジャパンマネー・

り、1,000 ドル以下の送金であれば、原則として本人確認に関する

エクスプレス株式会社（以下 J 社とする）
）が出た。関東財務局によ

規制はない。一定額以上の送金には目を光らせつつも、一般の人々

ると、J 社は、法で定められた各営業日毎に計算すべき未達債務（送

の普段の買い物やお小遣い程度の金銭のやり取りにはあえて規制を

金の依頼を受け、実際に送金額が受取先に到着するまでの金額。供

設けず、利用者の便宜を重視した考え方だといえる。その結果、今

託金額はこの金額で決まる）の計算を行っていなかったり、帳簿に

や多くの人々が資金移動業者サービスを気軽に利用し、手数料の安

虚偽の計数を入れていたことが指摘されている。これは、利用者保

さ等の恩恵を受けている。いくらまでならいいという、いわゆる「決

護の最大のポイントであった供託金の数字をごまかすものであり、

め」の部分が難しいところではあるが、サービス提供事業者の負担

利用者が法で保障されていた安全性を担保できていなかったという

軽減だけでなく、利用者の便宜も考えた規制の発想の転換がわが国

ことから、今後の J 社や金融庁の対応次第では、同業他社への視線

でも必要なのではないだろうか。

も厳しくなる可能性もあり、利用者の資金移動業への信頼を大きく
揺がしかねない。業務停止処分ならびに業務改善命令を受け、今後
どのような対応がとられるのか、注目されるところである。

資金決済業の近未来を考える

また、2010 年には、主にネット上で、抽選方式でアイテムを購

電子マネーについては従来より、交通系と流通系と発行業者ごと

入し、決められた数種類のアイテムをそろえると、さらに希少なア

で利用できるところも異なっていたこともあり、利用区分が分かれ

イテムを入手することができる「コンプリートガチャ」が射幸心を

ていたが、最近では、交通系電子マネーをコンビニエンスストア

あおり、多額の金額を費やす人が増えたことが問題となり、消費者

でも利用でき、ポイントサービスとの連携も高まってきているな

庁よりコンプリートガチャを違法（景品表示法違反）であるとして、

ど、利用者側のお得感も含めた利用目的・範囲が拡大してきており、

ゲーム会社に注意を喚起する方針が打ち出されたのは記憶にも新し

チャージできる金額が現在の各事業者の平均的な数字である 2 万円

いが、ここで支払いに使われていたものにサーバー管理型の電子マ

上限というのは少ないのではないかという声も出てきている。今後

ネーがあった。ここでは、電子マネー発行業者が直接的に問題を起

すでに一部の個社が行っている 2 万円以上の金額を上限とした電子

こしたわけではないが、今や発行者の提供しているサービスしか利

マネーがより多く登場することが見込まれるが、クレジットカード

用できない「自家型」電子マネーよりも、発行者以外のサービス提

との競争が発生するほか、リアルマネーとの違いはますます希薄化

供者に対して使用することができる「第三者型」電子マネーの流通

することが考えられる。また、
資金移動業との関連からは、
電子マネー

量のほうがはるかに多い現状からすれば、発行業者もどのような目

を利用しての送金や電子マネーそのものを送金するニーズや動きが

的・場所で自らが発行した電子マネーが利用できるのかについても

出てくるだろう。これらの動きは、電子マネーの安全性とも関連す

きちんと把握し、社会的に問題のある利用のされ方をしていないか

ることから、その価値の維持の仕組みとともに、現状の法的枠組み

モニタリングする必要に迫られているといえる。

見直しの検討も必要になってくるだろう。

反面、今後の業者の発展を考えたとき、犯罪収益防止法への対応、

また、わが国の電子マネーの普及度は諸外国と比較しても群を抜

いわゆるマネーロンダリング対策が、資金移動業の実務運用で、現在、

いており、そのビジネスモデルは世界的に注目されている。わが国

最も大きな負荷となっている。これは財務省の FATF 勧告、警察庁

の仕組みをそのまま欧米に導入してもらうことは難しいかもしれな

のタリバーンリストや外務省の日本政府サンクションリスト、経済

いが、今後インフラ整備を更に進めていこうとしているアジア諸国

産業省の特定事業者の責務、さらには米国のパトリオットアクトな

へは総合的な社会インフラとしてパッケージ的に輸出することも可

どの多くのチェックリストや責務対応といったフィルタリング業務、

能なのではないかと考えられる。国内の電子マネー市場については

これまでの取引履歴・取引パターンから「疑わしい取引」を発見・抽出・

いずれ飽和状態が来ることが明確であるなか、これまであまりなかっ

届出したり、JAFIC とも連携してモニタリング業務を行うといった

た日本型 IT インフラの輸出のケースとしての検討を進めていくべき

ことが具体的な業務となるが、これを、業界を挙げて培ってきた業

であろう。

務運用方法を持っている銀行と比較すると、経験ある海外の資金移
動業者の子会社ないしは連携先の場合はノウハウやデータの連携に

※1
※2

日本資金決済業協会「資金移動業の実績推移」
（2012 年 8 月発表）
野村総合研究所「金融 IT フォーカス Vol.100 」22 頁 （2013 年 2 月）
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特集｜再考察アンチマネーロンダリング
●

遂に公表された FATCA 最終規則
～口座デュー・デリジェンス手続へのインパクト～

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 マネジャー

中山 太郎

2013 年 1 月 17 日、米国財務省および米国内国歳入庁（以下、
「IRS」という）は外国口座税務コンプライアンス法（Foreign
Account Tax Compliance Act、以下「FATCA」という）を実施するための最終規則を公表した。米国財務省および IRS は、
世界中から寄せられたコメントを慎重に考慮し、FATCA 制定の目的を効率的に達成するとともに影響を受ける金融機関の負担を
最小限とするためにバランスのとれたアプローチを目指したと言及している。その結果、最終規則はリスクベース・アプローチに
基づき、可能な限り既存の実務を踏襲しながらリスクが高いと考えられるエリアにターゲットを絞るために、規則案を始めとする
既存のガイダンスに様々な変更を加えている。
本邦では日米政府間協定に基づいた FATCA 対応が求められる事となるが、日米政府間協定は、協定で別途定める事項を除き最
終規則を遵守する事が要請されるモデル 2 型の政府間協定と言われている。そこで本稿では、金融機関への影響が大きいと思われ
る口座デュー・デリジェンス手続およびドキュメンテーションの要件に絞って、最終規則の主なポイントを概観したい。

●口座デュー ･ デリジェンス手続を実施するタイミング
参加 FFI が行う口座デュー・デリジェンス手続は、FFI 契約発

いた国際的金融機関にとっては、この差異への対応は一つの課題
となるだろう。より保守的な10%を共通の閾値として採用するか、

効日後に開設される「新規口座」とそれ以前に開設された「既存

政府間協定の有無により各国で異なる手続を策定するかの判断が

口座」において異なる手続が要求されている。規則案では、FFI

求められている。

契約発効日後に開設された口座は既存顧客が開設したものであっ
ても新規口座として扱われ、口座開設の都度、口座デュー ･ デリ
ジェンス手続の対象とされていた。最終規則では、既存顧客が新

●認証型みなし遵守 FFI の適格性検証義務の撤廃
参加 FFI が行う認証型みなし遵守 FFI の特定手続に関しては、

たに口座を開設する際に AML 手続上で追加の確認書類を入手す

源泉徴収証明書を入手するとともに監査済財務諸表等の追加の確

る事が求められておらず、二つの口座を一体として管理している

認書類を入手し、口座保有者が認証型みなし遵守 FFI として適格

限りにおいて、新たに開設された口座を既存口座として取り扱う

であることの検証が求められていた。最終規則はこれを大幅に緩

と定められた。更に、同一顧客が複数口座を開設した場合には、

和し、スポンサー付閉鎖的投資ヴィークルの場合を除き認証型み

一定の条件のもとで複数口座を単一のものとして取り扱うことが

なし遵守ステータスの適格性検証は不要と定められた。この適格

可能となった。この一連の変更により、本邦の金融機関は現行の

性検証は金融機関に対して過大な事務負担となることが想定され

本人確認手続とより整合的な FATCA 用の口座デュー ･ デリジェ

ていたため、
当該緩和措置は金融機関にとって朗報だろう。
ただし、

ンス手続を実施できるようになったと考えられる。

スポンサー付閉鎖的投資ヴィークルについては、スポンサーのグ

●支配者 vs. 実質的米国保有者
非米国事業体の米国所有者特定に関する規定について、政府間
協定は「支配者」の概念を導入している。政府間協定では、口座

4

なかった。組織内で統一された標準手続を策定する事を想定して

ローバル仲介人識別番号を IRS が公表するリストと突合する等の
追加手続が要求されている点、留意が必要である。

●確認書類の有効期限

デュー ･ デリジェンス手続において特定対象となる支配者の定義

口座保有者の FATCA 上のステータスを確立するために FFI

は FATF 勧告と整合的に解釈するとされているため、通常であれ

が使用した確認書類については、有効期限が規定されている。

ば 25% が適当な閾値となるだろう。これに対し規則案では、特

規則案では、原則として有効期限を書類受入日から 3 年経過

定対象となる実質的米国保有者を事業体の議決権または価値の

後の暦年末とし、有効期限がある場合はその日までと定められ

10% 超を直接または間接的に保有する特定米国人と定義してい

ていた。最終規則では、原則は不変であるものの、米当局が低

た。最終規則はこの定義を維持し、政府間協定との調和はなされ

リスクと判断したカテゴリーに属する口座保有者の確認書類に

ついては事実関係の変化があった旨の届け出があった場合を除
き、無期限に有効とされた。本邦の AML/KYC 手続では、一般

●内部検証に基づく IRS への認証

的に確認書類の有効期限管理および再取得は求められていない

参加 FFI は、FATCA 遵守のために FATCA 対応の責任者（以

ため、当該変更は一定の負担軽減にはなるものの、引き続き一

下、「責任あるオフィサー」という）を選任することおよび対

部の顧客については FATCA 上のステータスに関する確認書類

応方針、手続およびプロセスを含むコンプライアンスプログラ

の有効期限管理および再取得を行う必要がある点、留意が必要

ムを策定することが求められている。責任あるオフィサーは、

である。

コンプライアンスプログラムに定める内部検証を実施し、その

●口座デュー ･ デリジェンス手続の記録方法
口座デュー ･ デリジェンス手続の記録方法として、規則案で
は原則として確認書類の写しを取得し、確認日と確認者の記録
と共に保管することを規定しているが、最終規則においては米

結果に基づき FFI 契約の規定を遵守するための適切な内部統制
を参加 FFI が維持しているか定期的に認証しなければならない。
最終規則では、規則案の認証の枠組みを受け継ぐとともに、定
期的な認証の頻度は 3 年と明確化している。
また、3 年毎の定期的な認証に加え、責任あるオフィサーは、

国外口座の確認書類の保管義務について大幅な変更がなされて

FFI 契約発効日から 2 年経過した日から 60 日以内に、①すべ

いる。

ての既存口座のデュー・デリジェンスが完了したこと、②必要

現地 AML 手続において確認資料の写しの保管を求められて

な確認書類を入手できなかった口座保有者を非協力口座保有者

いない場合には、確認した書類の種別・番号、確認日、米国示

として扱うことおよび③ 2011 年 8 月 6 日から認証日までの

唆情報の有無（既存口座の場合は不要）を記載した記録書の保

期間において口座保有者への租税回避行為の指南をしていない

管により確認書類の写しの保管に代替することが許容された。

ことを認証する必要がある。口座デュー ･ デリジェンス手続を

当該変更により確認書類の保管に代えて既存の本人確認記録の

策定する際には、上記の要件を満たすために内部検証可能な形

帳票の改訂による対応が可能になったと考えられる。

で手続の実施過程・結果を文書化することが必要になると考え

●代替様式の容認
参加 FFI が FATCA 上の口座デュー ･ デリジェンス手続を行

られる。

●おわりに

うに当たり、一定の場合には様式 W-9 や W-8 等の米国税務固

最終規則はこれまで明らかでなかった事項の多くについて明

有の書式や偽証罪の適用の規定のある証明書類を受け入れる必

確化を図るとともに、詳細な手続を規定している。同時に、最

要があった。最終規則では、IRS の様式によらない代替様式を

終規則は金融機関の負担軽減にも焦点を当てており、各国の

許容するとともに、英語以外の言語で代替様式を作成すること

AML/KYC 手続へ依拠できる範囲を広げるなど、多くの重要か

も容認された。更に、様式の記入についても、IRS から依頼さ

つ有益な負担軽減措置が取られている。しかしながら、一部の

れた場合には英語に翻訳して提出することを条件に英語以外の

顧客から様式 W-9 等の米国税務固有の書式（もしくはその代

言語での記入が許容されている。また、代替様式を使用する際

替様式）を入手することや FATCA 上のステータスを確認した

には、状況の変化により記載内容が不正確となった場合には金

書類の有効期限管理を行う必要があるなど、本邦の AML/KYC

融機関に 30 日以内に告知する旨の口座保有者による宣誓が必

手続との差異は依然残されている。

要であるという点が新たに規定された。米国税務固有の書式に

本稿執筆時点では FFI 登録の期限は 2013 年 12 月 31 日か

英語で記入するという要件が緩和されたことにより、本邦の金

ら変更されておらず、残された準備期間は短い。日米政府間協

融機関においても、FATCA の要請事項を既存の帳票等に織り

定や FFI 契約書等が未だ公表されていないといった流動的な要

込んで対応することも検討事項となろう。

素は残るものの、金融機関は既に公表されている最終規則とモ

●電磁的記録による確認書類の取得
確認書類の取得方法については、FAX やスキャンした確認書
類の電子メールによる取得等の電磁的記録による取得が許容さ
れると最終規則の前文において示唆されている。
しかし、最終規則が参照している内国歳入法第 1441 条の
規定では、現在 FAX やスキャンされた確認書類の電子メール

デル 2 政府間協定雛型を基に FATCA 対応を本格化する必要が
ある。本稿がその一助となれば幸いである。
本文中の税務アドバイスは、KPMG のクライアントもしくはその他
の個人や事業体が、１．納税者に対して賦課される可能性があるペ
ナルティーの回避を目的として使用することや２．調査対象事項に
ついて宣伝、マーケティング、推奨等を行うことを意図したもので
はなく、従ってこれらの目的には使用できません。

による取得は同条が定める電子署名の要件を満たしていないた

●お問合せは…

め確認書類の取得方法として許容されていない。近日中に第

〒 100-8172 東京都千代田区大手町 1-9-7
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

1441 条が改正され、前述の方法による確認書類の取得が許容

有限責任 あずさ監査法人 金融事業部

されるものと想定される。

03-3548-5555 ( 内線 5288)

中山

太郎

taro.nakayama@jp.kpmg.com
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改正犯収法対応
～追加確認事項における実務対応のポイントについて～

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 マネジャー

竹田 淳一

改正犯罪収益移転防止法（以降「改正法」
）の施行が本年 4 月 1 日に迫り、残された期間の中、各金融機関とも口座開設
手続の改定作業等を終え、現場研修といった運用準備の段階にあることと思われる。今回の改正の主たる部分は、従来の本
人確認事項（改正法における「本人特定事項」
）に加え、
「取引を行う目的」や「職業・事業内容」といった追加事項の確認
が求められることになった点である。確認の内容や方法については、昨年 10 月に「取引を行う目的」の類型等についての
ガイドライン※ 1（以降「ガイドライン」
）が金融庁より公表されたが、運用にあたり判断に迷うと思われる点も少なくない。
そこで本稿では、公表情報である警察庁によるパブリックコメントへの回答※ 2（以降「パブコメ」）等も参考にし、追加確
認事項における実務対応上の主なポイントを考察する。

追加確認事項の概要
改正法では、本人特定事項に加え、以下の事項の確認が追加的に

取引を行ったことをもって確認を行ったものと評価できるとされて
いる（パブコメ 40）
。但し、全ての取引時確認において確認を行う

求められることとなった。

必要はあるとされており（パブコメ 40）
、顧客や現場負担を考慮す

① 取引を行う目的

ると、取引によっては、申告を受ける帳票を想定される類型に絞っ

② 職業（個人の場合）
、事業内容（法人の場合）

たものにするといった工夫が考えられる。

③ 実質的支配者
（25% を超える議決権を有する者等）
（法人の場合）

・
「その他」の取扱

④ 資産及び収入の状況（ハイリスク取引で、200 万円を超える財
産の移転を伴う場合）
⑤ 代理権（取引の任に当たっていると認められる事由）
（法人また

ガイドラインの参考類型には「その他」も類型のひとつに挙げられ
ている。この点、
「その他」との申告を受ける場合は、具体的な目的
につき記載を受ける、聴取することが重要となる。取引の目的は（他

は代理人取引の場合）

の追加確認事項も同様であるが）
、
「疑わしい取引を行うかどうかの判

これらをあわせて、従来の「本人確認」にかわり、
「取引時確認」

断のために求められる」ため（パブコメ 38）
、単に「その他」である

と呼ばれている。

取引を行う目的
本事項については、どのような分類・粒度で確認を行えば足りる
のか、指針の公表が望まれていたが、
「ガイドライン」にて参考類
型が示された。各金融機関とも、これをひとつの目安としつつ個社
の業務・取引実態に応じて調整を加えたものを用いることになると

ことのみの確認では十分ではないと思われる。なおこの場合、申告内
容そのものだけではなく、例えば、あえて「その他」の申告をするこ
と自体や具体的内容の申告を拒否するといった顧客の行動も疑わしい
取引の検知にあたっての重要な着眼点となると思われる。

職業、事業内容
本事項についてもガイドラインにて参考類型が示されている他、

思われる。

複数選択や「その他」の取扱は、
「取引を行う目的」と同様である。

・複数の目的が存在する場合の取扱

・主たる事業の確認

例えば、個人の預貯金口座の開設においては、生計費決済、給与

法人の事業内容は書類による確認が求められているところ、定款

受取、貯蓄といった複数の目的が存在することがありうる。この点、

等では幅広に事業内容を列挙している法人も少なくない。この点、

複数の目的を選択することも許容されており（パブコメ 39。ガイ

営んでいる事業が多数である場合等は、取引に関連する主たる事業

ドライン上も「複数選択可」との言及あり）
、複数の類型について

のみを確認することも認められている（パブコメ 47）
。また、主た

申告を受けることで、問題はないと思われる。

る事業が取引に関連しない場合には、取引に関連する事業を確認す

・取引の内容から目的が明らかである場合の取扱

ることが想定されている（パブコメ 47）
。

一方で、例えば保険契約のような場合においては、保険の種類に

6

よっては取引の目的が自明な場合もありうる。このような場合は、

・
「個人事業主／自営業」の取扱

ガイドラインの参考類型には「個人事業主／自営業」も類型のひと

・人格のない社団又は財団の取扱

つに挙げられている。この点、当該個人事業主あるいは自営業者の業

当該社団等はその実在性の証明が困難であることから、取引の任

種の確認までは法令上求められていないが、既述のとおり、疑わしい

にあたっていると認められる事由の確認は求められていない（パブ

取引の届出に資するためという確認の目的からすれば、あわせて、ハ

コメ 76）
。但し、実在性の証明が困難であること自体疑わしい取引

イリスクの業種ではないかを確認することが望ましいと思われる。例

に利用されやすいということであり、単に確認が不要であるという

えば、
「個人事業主／自営業」を申告する場合は、法人の類型と同様

文脈だけではなく、それゆえにリスクが高まるという点には別途注

の類型で、業種の申告を受けるといった取扱が考えられる。

意が必要である。

実質的支配者
本事項については、25% を超える議決権を有する者の有無、有

・社員証や名刺の取扱
取引の任にあたっていると認められる事由については、
「顧客等
が発行した身分証明書」による確認が認められている。そのため、

の場合は、その者の「本人特定事項」の確認が求められる。

社員証は許容されると考えられるが、名刺については一般に偽造が

・資本多数決の原則を採用する法人かの判別

容易であることから、顧客等が発行したものであるとの判断が困難

上記 25% の基準は、株式会社等の資本多数決の原則を採用する
法人の場合の取扱であり、これ以外の法人（宗教法人や学校法人等）

と考えられており、許容されないものと思われる（パブコメ 80）
。

●最後に

では、当該法人を代表する権限を有する者が確認の対象となる。実

以上、主なポイントに絞ってみてきた改正点は、表面上はこれま

質的支配者の確認は（ハイリスク取引の場合を除き）申告に基づく

での本人確認に確認項目の追加を求めるものである。しかしながら、

が、上記法人の別は本人特定事項や事業の内容において用いた書類

対応にあたっては、当該要請の背景にある「疑わしい取引を行うか

からいずれに該当するかが明らかとならない場合等には、顧客の申

どうかの判断のために求められる」
（パブコメ 38）という点を常に

告のみによることは認められないとされている点、留意が必要とな

意識することが特に重要となる。

る（パブコメ 63）
。
・実質的支配者有無の記録
本事項については、実質的支配者が「あるときにあっては、その

具体的には、追加確認事項を活用し疑わしい取引の検知精度の向
上を図るということに尽きる。例えば、
・
「取引を行う目的」と取引金額や手段の不一致

者の本人特定事項」を確認することとされている。この点、株式会

・
「職業及び事業の内容」と取引金額や手段の不一致

社で 25% 超の株式を保有する者が存在しないような場合は、株主

・
「実質的支配者」の確認を拒む態度

の本人特定事項の確認は必要がない。但し、確認記録事項には「実

・
「顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事

質的支配者の有無」が挙げられており、
「無」である旨の記録も必
要となる点、留意が必要である。なお議決権割合の記録は求められ
ていない（パブコメ 110）
。

資産及び収入の状況
本事項については、なりすましの疑いがある取引やイラン・北朝鮮

由」の不自然さ
等、活用できそうな局面は複数考えられる。
今回の改正対応では、時限的な制約から、追加確認事項のシステ
ム手当（データベース化）を断念し、当面は紙ベースでの管理を行
う金融機関も少なくないと考えられる。このようなデータベースや
これを用いたシステムモニタリングは有用ではあるが、上記のよう

に居住・所在する者との取引等のハイリスク取引で、200 万円を超

な事例を窓口職員に周知するといったアナログな対応であっても、

える財産の移転を伴う場合に、一定の書類による確認が求められる。

相応の効果は期待できると思われる。負荷の少なくない中ではある

・確認の範囲や内容

が、このような地道な対応を工夫していくことこそが、改正の趣旨

本事項は、
「顧客等の資産及び収入の状況が取引を行うに相当な

に最も適うものではないだろうか。

ものであるかを判断する」という観点から求められている（パブコ

本稿のテーマにご関心がある向きは、
（社）金融財政事情研究会

メ 99）
。そのため、確認の範囲や内容についても当該観点から必要

から発刊中である「改正犯収法と金融機関の金融犯罪対策」
（編著：

と思われる程度の確認を行うことになる。この点、必ずしも資産及

有限責任 あずさ監査法人 パートナー 山﨑千春、鈴木総合法律事務

び収入の双方を確認する必要があるわけではない（パブコメ 97）
。

所 弁護士 鈴木 仁史）も参考とされたい。

また、書類の種類は列挙されているものの（個人の場合の源泉徴収
票等、法人の場合の貸借対照表等）
、どの書類によるか、いくつの
書類によるかは、個別に判断する必要がある。例えば、書類には預
貯金通帳も許容されており、顧客等の預金残高の情報により確認す
ることも認められる（パブコメ 98）
。

代理権
改正前も代理人や取引担当者の本人確認は求められていたが、改

※ 1 金融庁「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」（平成 24 年
10 月）
※ 2 警察庁『「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）
」等
に対する意見の募集結果について』（平成 24 年 3 月）

●お問合せは…
〒 100-8172 東京都千代田区大手町 1-9-7
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

正法では取引の任にあたっていると認められる事由の確認が必要で

有限責任 あずさ監査法人 金融事業部

あることが明確となった。

03-3548-5555 ( 内線 2834)

竹田

淳一

junichi.takeda@jp.kpmg.com
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● Contribution

改正犯収法と反社会的勢力対策
鈴木総合法律事務所
弁護士

鈴木 仁史

info@suzukisogo.com

FATF が平成 20 年 10 月に公表した第 3 次対日相互審査報告書において、FATF 勧告のうち重要勧告とされてい
る「顧客管理に関する勧告」
（勧告 5）について、多数の指摘を受け、4 段階評価のうち最低の「不履行」
（NC: NonCompliant）との評価を受けた。
これを受け、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が平成 23 年４月に改正（以下「改正犯収法」という。）される
とともに、平成 24 年 3 月に改正犯収法の政省令である犯収法施行令、犯収法施行規則（以下「犯収規則」という。
）が公
布された。また、金融庁は同年９月 10 日、法改正を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等および「金融検査マ
ニュアル」等の一部改正案をとりまとめ、パブリックコメントを実施し、同年 11 月 28 日、結果の公表を行ったほか、同
年 10 月 25 日に「犯罪収益移転防止法に関する留意事項」（以下「金融庁ガイドライン」という。）を公表している。
本稿においては、犯収法改正のポイントについて概観するとともに、改正犯収法に基づくマネロン対策と反社会的勢力対
策の統一的な内部管理態勢構築について論ずる。

犯収法改正のポイント

けていた。
そこで、改正犯収法においては、本人特定事項といった顧客の
同一性（特定）のみの確認でなく、取引目的、顧客等が自然人の

犯収法の改正点のうち、金融機関実務への影響が大きいのは下

場合に職業、顧客等が法人の場合に事業内容および実質的支配者

記の KYC（Know Your Customer）や CDD（Customer Due

の本人特定事項についても一律確認を義務付けることにより、顧

Diligence）に関連する改正である 。

客管理が大幅に強化されており（改正犯収法４条１項）
、顧客等

1

の取引態様が上記属性情報に照らし不自然でないか検討し、これ

（1）取引時に確認すべき顧客管理事項の追加
改正前の犯収法においては、
「本人特定事項」
（自然人について

も考慮材料として疑わしい取引の届出の判断に資するようにして
いる。

は住所・氏名・生年月日、法人については名称および本店または

取引目的、職業および事業の内容について、各事業分野の実情

主たる事務所の所在地）のみについて、公的書類等による確認が

を踏まえたガイドライン発出が求められていたところ、平成 24

義務付けられていた。

年 10 月 25 日に金融庁が公表した前記金融庁ガイドラインにお

これは、金融機関が顧客等の特定情報を取得・記録することに

いて、具体的な類型があげられている。

よって、事後的な資金トレースを可能とし、疑わしい取引の届出
等に役立てるためのものである。金融機関は従前より、本人特定
事項のほか、顧客から任意にヒアリングした事項や従前の取引経

取引の相手方が①顧客等になりすましている疑いがある場合、

過を総合判断して疑わしい取引の届出を行っているが、金融機関

②契約時確認事項を偽っている疑いがある場合、③イラン・北朝

によってレベルの差があり、疑わしい取引の届出を行うべきケー

鮮に居住・所在する者との間の取引という 3 つのハイリスクの類

スであるにもかかわらず見落としてしまうケースがあった。

型の取引に際して、通常よりも厳格な確認方法を必要とし、前記

また、前記の FATF の第３次対日相互審査報告書において、顧

の本人特定事項および取引目的等の（再）確認が必要となる。従

客管理事項の入手・確認等が義務とされていないことが指摘の対

来は特定取引時のみに本人確認が必要とされていたが、FATF 勧

象となっていたほか、日本の金融機関が態勢整備の際に準拠して

告で求められているリスクベース・アプローチの考え方を背景に、

いる金融庁監督指針や金融検査マニュアルは、法的拘束力がなく、

取引時確認が必要な時点を拡充したものである。

顧客管理措置について法令（犯収法）に規定がないとの指摘を受
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（2）ハイリスク取引時の措置

Market Solutions Review

また、上記①ないし③の取引であって、かつ取引価額が一定額

（200 万円）を超える財産の移転を伴う場合は、疑わしい取引の

配」や「経営への実質的関与」
）の認定に資するためにも、改正

届出に必要な限度で、資産・収入の確認義務付けがなされること

犯収法で定められているよりもさらに深度ある確認を行うこと

となった。
（改正犯収法 4 条 2 項）

（たとえば、FATF の要請する「究極の実質的支配者」
（Ultimate
Beneficial Owner）
）も一つの方法である。

（3）継続的顧客管理
疑わしい取引の届出等を的確に行うため、確認事項に関する情
報を最新の内容に保つための措置（継続的な顧客管理）の努力義
務が課されている（改正犯収法 10 条）
。

（2）金融庁のパブコメの結果
金融庁が平成 24 年 11 月 28 日に公表した「
『主要行等向けの
総合的な監督指針』及び『金融検査マニュアル』等の一部改正（案）

特定事業者が取引の開始時に把握することのできない取引の異

に対するパブリックコメントの結果等について」の「コメントの

常性などを発見し、的確な判断を行うには、継続的な顧客管理を

概要及びコメントに対する金融庁の考え方」3 において、①取引

行い、顧客等の最新の本人特定事項を把握する必要があり、確認

の相手方が暴力団員等またはその疑いがあることは、継続的取引

した事項に関する情報を最新の内容に保つなど、事業者の内部に

である特定取引についてなりすましの疑いがある場合、契約時確

おける態勢整備がより重要となっている。

認事項を偽っていた疑いがある場合というハイリスク取引に該当

そこで、取引時に確認した顧客情報のアップデートが求められ、

するかを判断する一つの要素として考慮すべき内容であること、

例えば、取引時確認において確認済みの事項に変更があった場合、

②金融機関が改正犯収法に基づく取引時確認および疑わしい取引

顧客等が特定事業者にこれを届け出る旨を約款に盛り込む措置な

の届出を行うに際しては、政府指針の趣旨を踏まえ、反社会的勢

どが考えられる。

力との関係遮断を念頭において態勢を整備し、適正にこれらを実
施する必要があるという考え方が示されている。

（4）内部管理体制の構築

筆者としては、以前より反社会的勢力対策とマネー・ローンダ

疑わしい取引の届出等を的確に行うため、使用人に対する教育

リング対策については統一的な内部管理態勢構築を行うべきであ

訓練の実施その他の必要な体制整備についての努力義務が課され

ると考えてきたが、金融庁の考え方としても、反社会的勢力対策

ている。
（改正犯収法 10 条）

は犯収法に基づくマネー・ローンダリング対策において重要な要

また、金融機関については、さらにコルレス先のマネロン防止
体制の確認態勢の整備も必要となる。
既に AML コンプライアンス・プログラムを整備している金融

素となり、相互に関連付けて態勢整備を行っていく必要があるこ
とが明らかになったといえる。
反社会的勢力の潜在化に対する有効な排除態勢構築のために

機関においては、新たに整備すべき事項は特段ないと思われるが、

も、
金融機関は改正犯収法に基づく対策と反社会的勢力対策を「金

具体的内容として、①従業員に対する教育訓練、②疑わしい取引

融犯罪対策」として有機的に関連付けることにより、反社会的勢

の届出の該当性を一元的に集約・判断する専門部署の設置および

力との関係遮断およびマネー・ローンダリング防止の双方に役立

権限の明確化、③犯収法の遵守態勢を監査する機能の強化、④疑

てる態勢を構築していく必要がある。

わしい取引の届出等に関する内部手続や具体的実務フローを定め
た規則の策定、⑤マネー・ローンダリングに関する情報検索シス
テムの導入などが考えられる 。
2

反社とマネロンの
統一的な内部管理態勢構築

※ 1 その他、電話転送サービス事業者の特定事業者への追加や預貯金通帳等
の不正譲渡等に係る罰則強化など、振り込め詐欺対策の強化等もなされ
ている。
※ 2 主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ -3-1-3-1-2（中小地域金融機関向け
の総合的な監督指針も同一の記載あり）が示す着眼点も金融機関の態勢
整備にあたって参考となる。
※3

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121128-2/01.pdf

（1）改正犯収法における取引時確認事項
反社会的勢力が潜在化を進める中、金融機関の反社会的勢力対
策にあたっては、改正犯収法に基づく取引時確認が有効である。
すなわち、前記のとおり、改正犯収法において一律に確認が求
められることとなった、取引目的、職業（顧客等が自然人の場合）
、
事業内容および実質的支配者の本人特定事項（顧客等が法人の場
合）
の確認は、
反社会的勢力の事前審査にも有益である。すなわち、
暴力団員自体が株主として実質的支配者となっているケースは近
年少なく、暴力団関係企業の判断が困難になりつつあるが、法人
の実質的支配者の情報を求めることにより、抑止・牽制効果を期
待しうる。
また、暴排条項における共生企業（暴力団員による「経営の支
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特集｜再考察アンチマネーロンダリング

AMLフィルタリングソリューションの
必要性について

NTT データ ジェトロニクス株式会社 金融第四開発部
統括マネージャ 公認 AML スペシャリスト（CAMS）

村田 隆洋

マネーロンダリング（資金洗浄）に対しては、年々規制が強化されてきています。犯罪による収益の移転防止に関
する法律が改正され、金融機関に対して顧客管理措置の厳格化が求められています。また金融庁の監督指針では、金
融機関に対し反社会的勢力との一切の取引の遮断が求められており、振り込め詐欺、ヤミ金融等の防止の観点からは、
凍結口座名義人との取引防止も必須の課題となっています。
このような環境下では、取引の相手方が問題なき先であるかどうかを正確に確認する必要があります。

近年の動向について
金融庁が発表した「平成 24 事務年度監督方針及び検査基本方

運用が大変である
・リストとの照合の際にあいまい検索が行えない

リング及びテロ資金供与の防止対策について実効性のある態勢が

当社が提供する
AML フィルタリングソリューションについて

整備されているかを重点的に検証するとしています。

このような問題を解決するための有効な手段となるのが、以

針等について」※ 1 では、反社会的勢力への対応、マネーロンダ

平成 25 年 4 月には改正犯罪収益移転防止法が施行予定となっ

下のような特徴を有する当社のフィルタリングソリューション

ており、マネーロンダリング及びテロ資金供与の防止への対策を

Oculus Ⓡ（オキュラス）です。

一段と強化する必要があります。

1．特徴

平成 24 年 6 月に発表された財務省の「外国為替検査不備事項
指摘事例集」

※2

には、財務省の経済制裁措置及び対象者リスト

（1）日本語、英語でのフィルタリング（あいまい検索）を効率
よく行うことができる

とのフィルタリングにおいて、以下のような指摘が掲載されてい

（2）無駄なアラートを省き、作業負荷を軽減できる

ます。

（3）反社会的勢力、凍結口座先など任意の複数リストを一度に

・当該照合が制裁対象者の氏名の先頭単語のみによる検索や完全
一致検索でしか行われていない

フィルタリングできる
（4）判定結果の証跡を残し、報告事務作業の効率化が図れる

・アルファベット名や別称との照合が実施されていない

2．機能

このような状況から、ブラックリストとのフィルタリングを手作

以下の 2 つの機能があります。

業で実施することは困難であり、多くの金融機関では何らかのシ
ステム対応を実施しています。しかし、当局からの要求が年々厳
しくなってきているため、当社にも多くのお問い合わせをいただ
いています。多くのお客様からお伺いする問題点には、以下のよ

（1）ウェブフィルタリング
口座開設時、保険契約時などでの随時フィルタリングが実施可能
（2）バッチフィルタリング
既存全顧客の定期的なフィルタリングに利用可能

うな内容があります。
・リストの量が多くフィルタリング処理に時間がかかる
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勘定系システムとのリアルタイム連動機能や、システム共同セ

・判定すべきデータが大量に出てくるため作業負荷が高い、ま

ンター等でのマルチユーザ利用もオプションで追加することが可

た見逃す恐れがある

能です。ユーザ各社には単独利用した場合と同等の機能が提供さ

・リスト毎に別々のシステムでフィルタリングをしているため

れます。

Oculus Ⓡの各種機能について

3. 利用可能なブラックリスト
多くのお客様が利用されているブラック
リストを標準的に取り込むことができます。
また、反社会的勢力の情報など、開示先
を限定したいリストについては「機密リス
ト」機能を利用することにより、権限のあ
るユーザにのみヒット内容を表示すること

◆利用可能なブラックリスト
リスト発行元

リスト名

リスト発行元
警察庁

リスト名
凍結口座名義人リスト（個人版・法人版）

警察庁
全国銀行協会

凍結口座名義人リスト（個人版・法人版）
反社会的勢力リスト（個人版・法人版）

全国銀行協会
財務省（日本）

反社会的勢力リスト（個人版・法人版）
経済制裁措置及び対象者リスト（国際金融情報センター提供※）

財務省（日本）
各国当局

経済制裁措置及び対象者リスト（国際金融情報センター提供※）
OFAC
（米国財務省）Specially Designated Nationals List、EU リスト等

各国当局
お客様

OFAC（米国財務省）
Specially Designated Nationals 形式）に合わせて
List、EU リスト等
任意のリストも
OculusⓇ標準フォーマット（Excel
作成していただければ取り込み可能
任意のリストも OculusⓇ標準フォーマット（Excel 形式）に合わせて

お客様

作成していただければ取り込み可能

※国際金融情報センターとのご契約が別途必要

も可能です。

4. 稼働実績
都市銀行・地方銀行等の金融機関はもち
ろんのこと、資金移動業者を始めとする企
業でも外為送金サービス等において幅広く
採用されています。

5. 言語エンジン

◆ Oculus Ⓡ稼働環境
分

AML サーバ

類

製

品

分 類
稼働オペレーティングシステム

製 R2
品 Standard Edition
Windows Sever 2008

稼働オペレーティングシステム
データベース

Windows
Sever 2008
R2Standard
StandardEdition
Edition
Oracle
Database
11g R2

データベース
アプリケーションサーバ

Oracle
DatabaseApplication
11g R2 Standard
IBM
WebSphere
ServerEdition
7.0

アプリケーションサーバ
リアルタイム連動（オプション）

IBMWebSphere
WebSphereMQ
Application
Server 7.0
IBM
7.0

リアルタイム連動（オプション）

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの名称での「あい

IBM WebSphere MQ 7.0

NTT データ ジェトロニクスは、アンチマネーロンダリング

まい検索」に対応しています。バッチフィルタリングでは大量の

の国際認定資格 CAMS Ⓡ取得者を有するシステムインテグレー

顧客情報を高速処理することが可能です。

ターです。この分野のパイオニアとして業務コンサルティングか

フィルタリング時に使用する言語エンジンは、AML フィルタ

らフィルタリング、取引モニタリング、KYC、FATCA 対応など

リング分野において世界的な実績のある仏 FircoSoft 社の製品を

のシステムの構築・運用まで、一連の専門ソリューションを提供

採用しています。当該製品は既に国内外の大手銀行や SWIFT 等

させていただきます。

の国際的な決済機関で利用され、専門調査機関からも高い評価を
受けています。

＜出典＞ ※ 1 平成 24 事務年度監督方針及び検査基本方針等について
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1/11.pdf
※ 2 外国為替検査不備事項指摘事例集
http://www.mof.go.jp/international_policy/
gaitame_kawase/inspection/fubijirei240629.pdf
※3

アンチマネーロンダリングの国際認定資格 CAMS Ⓡ
http://www.acams.org/Home/
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●

オペレーショナル・リスクと
社会的責任の一体的理解
～ P.F. ドラッカーと M. ポーターの経営論との接点から～

トーテックアメニティ
（株）トーテックサイバーセキュリティ研究所 顧問
浅沼総合会計事務所 所長 税理士・公認内部監査人（CIA)

浅沼 宏和

オペレーショナル・リスク管理の領域でサイバー攻撃やマネーロンダリングのような新たな課題が注目されてい
る。しかし、議論が技術的なものに偏重しがちであり、リスク管理の社会的文脈の変化との間には認識上のギャッ
プがあるように見える。リスク管理についてはより広く経営全体の観点から捉え直す必要がある。そこで著名な経
営学者である P.F. ドラッカーの社会的責任論や M. ポーターの CSV（共通価値の創造）の視点から現代的なリス
ク管理のあり方について考えてみたい。

フランク・ナイトと不確実性

こうした動向はリスク管理の実務に新たな展開をもたらしてい
る。それはナイトが「不確実性」とみなしていた領域に管理可

シカゴ学派の泰斗フランク・ナイトが測定可能な「リスク」

能性をもたらそうとする試みであり、同時にリスク管理概念が

と測定不可能な「不確実性」との区別を提起したのは 1921 年

再構成されてよりマネジメント的な色彩を強めている証左と言

のことである。この不確実性下で行われる企業家の意思決定が

えよう。

利潤の源泉となるというのがナイトの主張であった。しかし、
ナイトの理論はその後の意思決定論、とりわけ 1970 年代以
降の金融工学に取り入れられることはなかった。金融工学では
価格変動がランダム・ウォークであり、その確率が正規分布す

最近注目されているサイバー攻撃やマネーロンダリングなど

るとの仮定を置く。こうした仮定に基づいた金融技術が高度に

は多様なリスク概念の集合体であるオペレーショナル・リスク

発達して実務に多大な影響を及ぼしたが、そこではほぼ管理可

の問題である。それは信用リスクや市場リスクに比べると概念

能なリスクにのみ焦点が当てられていたと言えよう。ところが

的な厳密性を欠いており、実務においては個別のリスク管理技

1997 年のアジア経済危機の際の LTCM（金融工学のノーベル

術の問題として扱われがちである。しかし、現代的なリスク管

賞受賞者らが運営）の破綻、2008 年のリーマン・ショックな

理の文脈から考えるとオペレーショナル・リスクは経営全体の

どによって金融工学的手法に頼るリスク管理に警鐘が鳴らされ

問題として捉えるべきものである。特に社会的責任論の観点か

ることとなった。ナイトの不確実性の概念が近年再評価されて

ら全体像を整理することは有益であると思われる。ここでは二

いる背景には従来型のリスク管理手法に対する反省がある。

人の著名な経営学者、P.F. ドラッカーと M. ポーターの社会的

その一方でリスク管理は公的管理の色彩を強めながら経営実
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オペレーショナル・リスクと「野獣の原則」

責任論からまとめてみたい。

務に着実に浸透してきた。たとえば内部統制実務に多大な影

近年再評価されている経営学者のドラッカーは企業の目的は

響を与えた 1992 年の COSO フレームワークは 2004 年には

顧客の創造にあると説いた。またその実現のためには顧客・市

COSO ／ ERM としてリスクマネジメントをも包含する形態へ

場の期待・ニーズに対して商品・サービスによる価値の提供が

と発展を遂げている。また金融実務においては 1988 年のバー

必要とした。そして流通チャネルが価値をニーズに届ける役割

ゼルⅠによって信用リスクの管理が提起され、後に市場リスク

を果たし、ヒト・モノ・カネといった経営資源の適切な組み合

管理が追加された。さらに 2007 年から適用されているバーゼ

わせがそれらの土台を形成すると整理した。これがドラッカー

ルⅡにおいてオペレーショナル・リスクの管理が追加された。

の経営戦略論の基本的なモチーフである。彼はこの構図に社会

的責任論を組み込み、企業本来の使命の遂行こそが最も重要な

り大きな価値を提供することで長期的利益を目指す経営戦略に

社会的責任であるとした。さらに企業活動に伴って生じるさま

関わるものである。ドラッカーは「社会の問題の解決を事業上

ざまな問題も逃れることのできない社会的責任であるとも述べ

の機会に転換することによって自らの利益とすることこそ企業

ている。前者を積極的な社会的責任、後者を消極的な社会的責

の機能である」と述べているが、CSV はまさにそうした考え

任と捉えることができよう。特に消極的な社会的責任について

方を具体化するものといえる。また CSV はドラッカーの消極

ドラッカーは「災害であろうと過失であろうと野獣が逃げた責

的な社会的責任を事業機会の開拓に結びつける視点でもある。

任は飼い主にある、野獣が危険であることは明らかだ」と述べ

CSV では製品・市場、バリュー・チェーン、地域社会との関係

ている。これは「野獣の原則」とも呼ばれ企業活動に伴う社会

などを見直すことで事業機会を探索するが、それは企業活動の

的責任を考える基準となる。オペレーショナル・リスクの本質

負の部分についても積極的な価値を与えようとするものである。

はこの「野獣の原則」によって理解されるだろう。

CSV によって従来義務的に行なっていたことが長期的な価値創
造の手段と位置づけられるのである。つまり CSV の観点からは

リスク管理と経営戦略
他方、競争戦略論の世界的権威 M. ポーターが近年、社会的

リスク管理は経営戦略と一体化する可能性を秘めているのであ
る。特にオペレーショナル・リスクに関してはこうした大局的
視点が必要である。

責任の新たなフレームワークとして提唱した「共通価値の創造
（Creating Shared Value= CSV）
」
が注目されている。ポーター
によれば年々重要性を増す CSR（企業社会責任）の背景には企

発展途上なリスク管理

業活動への厳しい社会の目があり、その原因の大半が企業自身

サイバー・セキュリティやマネーロンダリングなどの問題が

の振舞い方に帰せられるという。本来、企業は事業を通じて社

近年急速に先鋭化した背景として直接的には IT 化やグローバル

会に価値を創造する立場にあるが、現実には多くの企業が短期

化の劇的な進展などがあるだろう。しかし、それ以上にリスク

的業績の最大化を目指す活動を行なっている。ポーターは企業

管理の文脈の変化によるところが大きい。オペレーショナル・

がこうした時代遅れの考え方に基づいて目先の業績に集中する

リスクは単なるテクニカルな問題の集合体ではなく、経営戦略

あまり、長期的な成功を左右する重要なポイントを見逃してい

に広範な影響を及ぼす現代的なリスク管理の問題と認識すべき

ると指摘する。企業が本当に長期的成功を望むのであれば、顧

なのである。風評リスクへの注目の高まりもこうした動向を裏

客の幸福、事業継続に不可欠な天然資源の保全、重要な取引先

づけている。リスク管理は未だ発展途上の概念なのである。ポー

の存続、さらには企業が根ざす地域社会の発展について考える

ターの CSV などはこうした複雑な状況を整理する上で有益なコ

べきであると言う。そこでポーターは CSV を経営戦略に取り

ンセプトと言える。特に本業での差別化が他業種と比べて相対

込むことで企業の長期的成功が実現できると主張したのである。

的に困難な金融業界において全社的観点からのリスクへの取り

ここにおいてポーターの CSV はドラッカーの本業重視の積極的

組みは重要な意味を持つ。規制されたリスクに受け身の姿勢で

社会的責任論と重なりあう。

対応するのではなく価値創造を念頭においた積極的かつ戦略的

CSV は単なる“善意”の企業活動ではない。社会に対するよ

な取り組みが必要だろう。

http://www.totec.jp

esales@totec.co.jp
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住宅ローンの生涯収益計算
Financial
Institutes
Consultant

法人の貸し出しが伸び悩む中、住宅ローンの金利競
争が激化していると言われてしばらく経つ。あまり
の低金利競争に住宅ローンの収益性把握が検査対象
にもなり、金融機関からの悩みの声もちらほら聞こ

http://ficonsul.com/

FI コンサルティング株式会社

えてくる。本稿では、住宅ローンの生涯収益を算出
するにあたっての課題などを簡単にまとめた。

住宅ローンの生涯収益を算出することは
簡単なのか

花島 登／マネージャー 三上 華美

②デフォルトによる影響
③プリペイメントによる影響
デフォルト率は多くの金融機関で持っているが、現在持って

金融機関やベンダーとの日々の情報交換の中で感じること

いるデフォルト率は、期間構造を持っていないことが多い。推

は、住宅ローンの生涯収益計算に実際にトライしたことのある

計値ではなく実績から計算した 1 年のデフォルト率を単純に

方々は、このハードルはなかなか高いと感じている方が多いよ

引き延ばして使用しているところがほとんどではないだろうか。

うだ。 一見、住宅ローンの生涯収益を計算することは、そん

そこで、いざ期間構造を持ったデフォルト率・プリペイメン

なに難しくないように感じる。そのため我々も、しばしば、こ

ト率をモデルを使って推計することになった時、そこには大き

のように言われることがある。

く分けると 2 つのハードルが待ち受けている。

「住宅ローンの生涯収益計算なんて、①生涯利息を計算して、

1 つ目はデータの整理である。推計を行うには過去データが

②デフォルトによる信用の影響と③プリペイメントによる償還

必要になるが、過去のプリペイメントデータを持っていない場

の影響、あとは④経費（コスト）を差し引けば、計算出来るじゃ

合（ただし、こちらは過去の明細データあればどうにでもなる）

ないか。
」

や属性データを紐付けて推計したい場合、属性データが推計に

全くもってその通りだが、この言葉の中に出てくる①～④の

必要な過去の明細データに紐付かない場合が多くある。
（こち

全てが生涯収益を計算するために、足りていない金融機関が実

らの場合は、紙ベースのデータをおこしていただくか、属性デー

は多いのだ。

タが溜まるまでの間、明細データから推計を行い、属性データ

①生涯利息の計算

が紐付いている部分の推計は、暫定的な数字として見ていただ

住宅ローンの生涯利息計算の難しさは、満期が長く、お客様

くことになる。
）

の行動を推測することが難しいことにある。例えば、固定選択

2 つ目は、例えば、推計に比例ハザードモデルを使用した場

型の変動商品で、30 年満期の 3 年固定を選択したお客様は、

合、統計処理ソフトで比例ハザードモデルの関数は存在するが、

固定期間終了の 3 年後、変動に移ってしまうのか、もしくは

そこへの正しいインプットデータの作り方やモデルのチューニ

もう一度 3 年固定を選択するのか、または 10 年固定を選択す

ングにはひと工夫必要になる。
（単純にデータを入れただけだ

るのか、といったようなことである。

と、よくある事例としては推計値がとても小さな値になってし

また、個人のお客様は、経済合理性に従った動きをしないこ
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代表取締役

まい、実績とかけ離れた値になってしまうことがあるようだ。
）

とが多いのが特徴である。例えば、ある地域では、住宅ローン

また、上記の課題とは別の話だが、最近の傾向として、ガン

のほとんどが変動商品を選択しているが、別の地域では、10

等の発症だけで団信扱いになる保険が出てきたため、団信の件

年固定がほとんどを占めているというような話はよくあること

数が増えつつあるので、団信率を推計し生涯収益計算に反映さ

である。

せたいという要望も出てきている。

④経費の計算
貸出全体の経費率は持っていても住宅ローンの経費率を持っ

る人件費や物件費などの経費もあれば、保証会社への保証料、
団信の保険料、調達コスト等があげられる。

ていない場合や ABC 原価計算などから住宅ローンの経費率は

後の生涯収益計算の目的で理由は述べるが、弊社では住宅

持っているが、住宅ローンの原価がかなり高めに出てしまう場

ローンの生涯収益を、期間損益ベースと時価評価損益ベースの

合、収益性計算にそのまま反映させることが本当に正しいのか、

2 種類で見ている。この時、
調達コストの考え方も期間損益ベー

ということがある。

スと時価評価損益ベースで違う場合がある。これは、生涯収益

これは、ABC 原価計算のやり方にもよるが、法人の貸出が

の考え方をどのような思想を持って図るかによって違ってくる

なかなか伸びないなかで、住宅ローン獲得に舵を切って金融機

からである。例えば、調達コストは預金レートを使用するのか、

関が積極的に取り組めば取組むほど、住宅ローンに裂く時間が

市場レート、その他を使用するのか。そして、そのレートはい

長くなるため、経費単価が大きく出てしまうことからきている。

つ時点のものを持ってくるのか等である。

この他にも保証会社への保証料や団信保険料、調達コスト等
も収益性を見るうえで必要になる。これらのデータが明細ごと
に個別に出るのか、それとも住宅ローン全体でしか管理出来な
いのかなどによって反映のさせ方が変わってくる。

生涯収益計算の目的
これまでの数々の課題も突き詰めると何のために生涯収益を
計算するのかということに行き着く。そのためにはどのような

生涯収益計算と推計値や経費率の整合性

基準（軸）で収益性を図るべきなのかということが重要となる。
もちろん検査をクリアするというのも立派な目的の一つではあ

住宅ローンの生涯収益を計算するためには、2 つのステップ

るが、せっかく時間とお金、体力を掛けるのであれば、最終的

を必要とする。一つは、デフォルト率・プリペイメント率（期

には、使えるもの（アクションに結び付く、施策に使えるもの）

限前償還率）の期間構造の推計をすること。もう一つは、推計

にしたい。そのためには、一体どのような結果が見えれば、使

した結果を使用して生涯収益を計算すること。
（経費は、住宅

えるものになるのだろうか。

ローンの生涯収益を計算する部分に組み込まれることとする。
）

一つの事例として、先にも述べたが、弊社では、住宅ローン

この 2 つの手順はバラバラに独立しているのではなく、表裏

の生涯収益を図る時に、期間損益ベースと時価評価損益ベース

一体で考える必要がある。

Ⅰ：デフォルト率・プリペイメント率の推計方法

の 2 つの軸を用いる。
それは、営業推進部や営業統括部からの要望で、営業店への

同じ比例ハザードモデルであっても推計の仕方は 2 通りあ

借り換え防止の指示を出す際に、全てのお客様をまんべんなく

る。それは、絶対月数ベースの計算方法と経過月数ベースの計

回るというのには体力がかかりすぎるため、訪問頻度の強弱を

算方法である。

つけられたらということからであった。そのためには、期間損

絶対月数ベースの計算方法とは、
（絶対月数という言葉は、

益ベースの生涯収益のみを見るよりも時価評価損益ベースと合

弊社で使っている言葉で一般的なものではない。
）基準日を起

わせて生涯収益を見た方が使えるものになるのではないかと考

点として、そこから 1 年後、2 年後にデフォルト率がどのくら

えたからである。

いになるのかという考え方である。
経過月数ベースの考え方は、明細の実行日を起点として実行
日から 1 年後、2 年後にデフォルト率がどのくらいになるのか
という考え方である。
上記の 2 つは、考え方のベースが違うので生涯収益計算に反

予測出来ない結果
最終的に上記のような具体的な目的事例が積上がっていけば
理想的だと思うが、実際は、そんなことばかりでは無い。デフォ

映させる時のロジックも、もちろん異なる。

ルト率やプリペイメント率の推計にしても金融機関毎に推計に

Ⅱ：推計結果の変換

使用できる説明変数が違うことや推計結果の傾向が全然違うこ

また、前回のデフォルト率・プリペイメント率推計の時にも

ともよくある。目的をもってプロジェクトを始めても、いろい

書かせていただいたが、比例ハザードモデルの推計は件数ベー

ろな事情で（データの整備が出来ないなど）足止めをくらうこ

スで行うため、生涯収益計算に使用する時には、額ベースの率

ともある。また、それとは反対に思いもよらないところで思い

に変換する必要がある。特に、一部プリペイメント（一部償還）

もよらない発見があったりもするのだ。住宅ローンの生涯収

の場合は、一括より償還額が小さいためにこの変換を行わなけ

益をどこまで精緻に計算するのかというところでプロジェク

れば、実績よりも余分に利息を削ってしまうことになる。一部

トの難易度は変わってくるが、単に精緻にやればよいという

償還の手数料を無料にするなどして、一部プリペイメントの件

ことでもない。長い目で見た時の経営戦略や営業施策に使え

数が多い金融機関は特に注意が必要である。

る等、最終目標は高くとも、とにかく今現在出来るところか

Ⅲ：経費の反映の仕方

ら出来る範囲で一歩一歩始めてみるのが良いのではないだろ

経費と言っても先に述べたように ABC 原価などで計算され

うか。
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アジア 3ヵ国出張記
～資金決済業の現状と更なる発展のための施策を考える～

１月 19 日より 29 日にかけて、アジア 3 ヵ国を回る出張に
行って来た。今回の出張は弊社のベトナム子会社のオフショア・
BPO 業務を日本のお客様に視察いただくのを中心に、タイのビ
ジネス状況の視察、カンボジアでのネットワーク等インフラ調
査の目的であった。それぞれの国が着実に変化していくスピー
ドと熱気、ダイナミズムを感じた。

オーテック株式会社
代表取締役

林 道雄

いたが、いい意味で期待を裏切られた。ベトナムでも如々にインフラ

ベトナム・ホーチミンに子会社を設立

が整ってきていることを実感した。
その後タイに移動。着陸が近づくに連れて見えてくる整然とした街

弊社は商品先物、外国為替証拠金等のシステム開発や ASP サービス

並みを見るだけで、近隣諸国との国力の差が歴然とわかる。空港から

を提供している。現在は日本のお客様が中心だが、プログラム開発は

降りた高速道路の状況や車の運転を見ても、東南アジアの中では一歩

数年前より中国四川省成都でオフショア開発を行っており、プロジェ

抜きん出て発展している国であることを実感する。ASEAN の盟主は日

クトによっては総開発工数の 7 割近くを四川省の成都で行っている。

本等ではなくタイなのではないかと感じた。決済システムや取引の仕

メンバーの優秀さもあり、オフショア開発は非常にうまく行っている

組みなど日本よりすすんでいる面もあり、日本からの金融ソリューショ

部類の会社だと自負している。しかし、近年成都でも人件費の高騰が

ンの売り込みは、中国よりタイの方が市場として有力なのではないか

顕著となりはじめていることからリスクヘッジと新しいビジネスの可

とさえ思った。金の私設取引所やゴムの取引など盛んらしく、ゴムの

能性と求めて、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、マレーシア等へ

取引はアービトラージのチャンスもまだあるとのことで金融面だけで

の視察を積極的に行っている。そして昨年（2012 年 7 月）にベトナム・

も様々な可能性を感じてタイを後にした。

ホーチミンに 100% 子会社を設立して日本からオフショアのシステム
開発や名刺入力、伝票入力など BPO の業務を行っている。

発展途上のカンボジア

ベトナムに子会社を作った理由は、シンガポール、マレーシア、タ
イと比べて人件費が安く、カンボジア、ミャンマーに比べて電気やイ

タイからカンボジアに入るとまた雰囲気が一変する。活気があるし、

ンターネット等インフラが整っていること、フィリピンに比べて治安

人々の表情は明るいが、道路、電気などのインフラ整備はまだまだこ

が安全等である。また 8,000 万人ほどの人口も将来的な内需を期待出

れから。前回訪問したときから半年ほど経っているが、街を走るバイ

来る。識字率が 98%（中国 86%、インド 74% に比べてもかなり高い）

クの台数は着実に増えていてカンボジアの「ベトナム化」が進んでい

と高い教育水準もある。比較的親日であることも進出を決めたもう一

るのを感じた。しかし、タイからやってきたので発展度合いは歴然と

つの理由。弊社のベトナム人社員と話しをしていても
「日本に行きたい、

差があることを実感する。カンボジアでは労働法や税金、ネットワー

ディズニーランドに行きたい」
「桜を見たい、富士山を見たい、紅葉を

クやデータセンターの調査を行った。現地に進出している日本の大手

見たい、雪を見たい」と私のまわりは日本ファンが多いと感じられる。

ネットワークベンダーを訪ねた。ネットワークやデータセンターはこ
れから、金融のインフラも法律整備などが必要な段階のようだ。上場

ベトナム・タイを訪れる

銘柄もプノンペン水道 1 社のみという状態。
今回のカンボジア訪問で驚いたのは意外と人件費が高いこと。大卒の

さて出張はベトナム→タイ→カンボジアの 3 ヵ国を回るものであっ
た。ベトナムでは同国最大の IT 事業者である FTP の子会社、FTP テ
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システムエンジニアなどは 300 ～ 500 米ドルの月収が相場らしく、あ
る意味ベトナム並みかそれより高いかもしれないという水準であった。

レコムのホーチミンにあるデータセンターを見学した。かなり本格的

人の行き来やインフラの統合化も進む中、それぞれの国の特徴もはっ

に運用されているセンターで金融機関等のデータセンター運用にも耐

きりしてきており、ASEAN 全体を睨んだ取引や資源配置をしなけれ

えられるほど本格的なものであった。ネットワークの構成等もしっか

ば行けない。また実際に現地に行ってみてタイの印象が全く変わって

りしていた。ベトナムではあまりいいデータセンターがないと聞いて

しまったので、現地へ足を運ぶことの重要性をあらためて認識した。

自著を語る

いもあらい坂物語

筆者：原
第一話
第二話
第三話
第四話
第五話
第六話
第七話
第八話
第九話
第十話

田沢 務
tazawa@mbi.nifty.com

大手町ビルの地下街に伏見の酒蔵直営の店がある。昼時は、ラ

伸一（ペンネーム）

転職は甘い誘惑
六本木は自由のシンボル
ソフトウェア業界の懲りない面々
ソフトウェア業界は
ローコストキャリア（LCC）が支える
貧すれば鈍する
失敗から学習しない漂流集団
最大顧客はシステムで肝を握られてた
買収話に飛びついた大会社
大会社を手玉にとる
卒業という名の出発

以上登場する。この店を舞台に、ビジネス社会での時流の話題が

ンチ定食を求めて行列ができる。数年前に大手町から六本木に会

交わされる。

社を転じ、大手町界隈の店は、すっかり縁遠くなった。アフター

・グローバル人材は大会社を見限る。

5 の場所を思案していた大手町時代の同僚に、思い付いたように

・ 働き方が変わる。大会社での新事業を、転職ではなく転社で実

名前を挙げたら二つ返事で行こうと言う事になった。夕方の地下

現する。

街は昼とは打って変わって人通りがまばらで、店には行列もない。

・ジェネレーション Y は、サンクコストで結婚しない。

だが、中は 6 時過ぎというのに満杯で、やっとの事で店員が二人

・ 若者は何故、海外を目指さないか。世界のハングリーな環境に

分の席を確保してくれた。
ランチに通っていた頃は、決まって本日の魚定食を注文し、サー

放り込め。
・ ソフトウェア業界の裏側。汗を流す人、搾取する人。業界に関

ビスの卵を付け加えた。周りは、やっと食事にありついたかの様

わる様々な人たち。

に、若手も年配も、男も女も、卵かけご飯を口に掻き込んでいた。

・ どの業界もリストラの嵐。コスト削減招く悲劇。どん底から這

勝負の結果がはっきり出る金融街では、世間が弱者と見る性別も

い上がろうとする人たち。

年代も容赦が要らないんだと、妙に納得し自分もその中に溶け込

・ 会社経営にはアクセルもブレーキも要る。ブレーキが利かない

んでいた。数年前のランチの光景を思い起こしては、今の店の様

会社は監獄まで突っ走る。

子に目をやった。4 人掛けテーブルは隣との敷居は無いが、互い

・ システム作りはなぜ失敗するか。オフショア開発は何故あぶな

に自分たちの領空の範囲内で盛り上がりを治めていた。緩んでは

いか。

いるが、皆、ネクタイを締めている。かつて、ウォール街に居た

・M&A は、売り手、買い手の野望のぶつかりあい。

ころ、初めてのレストランに何思う事無くランチに入ったら、受

・ 人間は出世欲で目がくらむと、ガラクタも高く買わされる。

付で厳かにジャケットの貸出を申し出された。休日に出かけたバ

M&A が失敗するのは、それを出世の踏み台にしか考えない輩が

ミューダのホテルの夕食では、ジャケット未着用の理由を、店員

いるからだ。

がわざわざ、旅行バッグのトラブルに仕立て上げ、事無く取り図っ

・ 外国人との交渉は、文化の違いを理由に妥協するな。自社の文

てくれた。思い掛けない斟酌から、殊更に恥ずかしさを感じた。

化を貫くのがグローバル化だ。

日本の金融街にも、アフター 5 に限らず、多くの不文律のマナー

・ 志があれば道は開ける。金も組織も無いからチャレンジができ

やルールがありそうだ。当時は気に掛けなかった事も、六本木に

る。失うものが無い事が最強の味方だ。3 つ打って 1 つ当たれば

本拠地を転じて眺めると、新たに驚きを以って見えてくる。

3 割打者、失敗を恐れるな。

『いもあらい坂物語』は、六本木いもあらい坂にオフィスを構

筆者はこれまで、IT マネジメントコンサルタント田沢務として、

えた外資系 IT 会社が M&A に取り込まれていく話を本筋に、そ

「金融大統合時代の IT 戦略」
、
「金融 IT のインテレクチャル」
（共

の社長と大手町、丸の内界隈から訪ねるエグゼクティブ達との交

に NTT 出版）など、金融業界の IT に係わる著書を上梓した。何

流を通して、ビジネス社会で生きる様々な人生観、仕事観、処世

れも、IT に関わる失敗を繰り返さないための先人の知識・経験の

感を描いた物語である。登場する人物は、筆者の実際の交友に基

継承が目的だ。
「いもあらい坂物語」もフィクションの形態では

づいてはいるが、読み物として盛り上げるために脚色をしている。

あるが目的は同じである。敢えて今回からフィクション作品では

読者が実在の人物を想定できたとしても本人ではなく、フィク

ペンネーム原伸一を使う事とし、電子書籍元年にあって、紙の本

ションで作り上げた人物像である。

ではなく電子書籍での出版を試みる事にした。前著作と併せてご

話題が展開する場所は、筆者が 1 人の客として通う隠れ家的な
実在の店である。TPO に応じて読者にお薦めしたい店が 20 店舗

高覧頂ければ幸いである。
（
（株）VNC より発売、Amazon の Kindle ストアからダウンロードして購入）
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3Y

やさしい解説

日本国債は大丈夫か ?
アナリスト

平井 こうたろう

最近アベノミクスと称される安倍首相が主導する経済政策が本当に日本経済を復活させるのかに注目が集まりますが、金
融機関としてはやはり国債発行残高と国債利回りがどのようになるかが気になるところです。今回は 2003 年の空前の低
（表１）イールドカーブ比較
金利時代との比較を行い、今後の懸念材料を考えてみましょう。
2.500

2.000

ん。国債発行残高は財務省のホームページで開示されていますが、この

2003 年
1.5006 月と 2012 年 12 月のイールドカーブ比較

開示している数字をまず比較してみましょう。するととんでもない事実

2003/6/11

2012 年1.000
12 月に国債先物が 2003 年 6 月以来の 145 円台に突入し

が発覚します。

2012/12/5

2003 年 3 月末時点と 2012 年 9 月末時点での差額にご注意ください。

ました。国債先物の商品性は 2003 年当時と変わっておりませんので、
0.500
債券先物価格という意味ではほぼ同じ水準まで買われたということが言

（表３）国債発行残高および借入金残高

表3

えますが、その当時との違いがどこにあるのかを探る上でイールドカー
ブの違いを比較してみましょう。
3M

6M

1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6Y

7Y

8Y

9Y

10Y

15Y

20Y

30Y

普通国債
長期国債（10年以上）
中期国債（2年から6年）
短期国債（1年以下）
財政融資資金特別会計国債
長期国債（10年以上）
中期国債（2年から5年）
交付国債
出資国債等
日本国有鉄道清算事業団債券継承国債
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債
原子力損害賠償支援機構国債
日本高速道路保有・債務返済機構債券承継国債

表 1 イールドカーブ比較
（表１）イールドカーブ比較
2.500

2003/6/11 2012/12/5
0.005
0.100
0.005
0.100
0.012
0.095
0.035
0.095
0.082
0.095
0.140
0.135
0.162
0.170
0.208
0.245
0.242
0.350
0.325
0.460
0.385
0.585
0.433
0.710
0.523
0.968
0.613
1.225
0.694
1.475
0.774
1.725
0.881
1.835
0.988
1.945

3M
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
8Y
9Y
10Y

2.000

1.500

1.000

15Y
20Y
0.500

4Y

5Y

6Y

7Y

30Y

8Y

9Y

10Y

15Y

2003/6/11
2012/12/5

2003/6/11
2012/12/5

6M

1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6Y

7Y

8Y

9Y

10Y

15Y

20Y

30Y

直近
1年後
2年後
3年後
4年後
5年後
2003/6/11
0.000
0.058
0.176
0.314
0.250
0.438
2012/12/5
0.100
0.095
0.095
0.255
0.310
0.620
2003/6/11 2012/12/5

13,333
36,734
7,254
541,853
176,158
365,694
1,253,669
9,832,950

（単位：億円）
2,994,892
2,671,085
1,685,225
900,045
85,814
319,835
591,193
-271,359
-249
-1,005
-52,092
13,333
36,734
7,254
-528,352
-406,989
-121,364
678,805
3,145,345

国債発行残高のうち 10 年以上の増加割合が圧倒的であり、普通国債と
財政融資資金特別会計国債のそれぞれ 10 年以上の増加額が国債増加額
の 76％（＝（1,685,225＋591,193）/2,994,892）に及んでいます。
しかも普通国債だけで比較するなら、2003 年 3 月末時点の普通国債発

3M
0.005
0.100
6M
0.005
0.100
1Y
0.012
0.095
2Y
0.035 年 6
0.095
表１は 2003
月と 2012 年 12 月、共に国債先物で 145 円台を
3Y
0.082
0.095
4Y
0.140
0.135
年以内の国債利回りについ
5Y つけた際のものです。これを比較すると、5
0.162
0.170
6Y
0.208
0.245
7Y
0.242
0.350
ては、2003
年当時の日銀による
O/N 誘導目標がゼロであったことに
8Y
0.325
0.460
9Y
0.385
0.585
10Y対して、2012
0.433 年 12
0.710
月は 0 ～ 0.10％ということで、2012 年 12 月は
0.523
0.968
15Y
0.613
1.225
0.10％を意識しているという違いがありますが、いずれも
O/N 誘導目
0.694
1.475
20Y
0.774
1.725
0.881
1.835
標に限りなく近づいているという点で共通していると言えるでしょう。
30Y
0.988
1.945

行残高 4,210,991 億円よりも 2012 年 9 月末時点の普通国債 10 年以
上 4,483,155 億円の方が多いということです。2003 年当時も国債発
行残高の増加については問題視する人が多かったはずですが、この数字
を見ると近年は本当にとんでもないということが言えます。

メガバンクの国債保有残高
国債発行残高が増加している一方で、それを吸収する力はどう変化し

各年限別先物レートを計算すると 5 年以内で想定する限りにおいて大

ているのでしょうか？これを解明する上で、ディスクロージャーベース

差はないと言えるでしょう。 しかし 5 年超のところから、特に 10 年

でメガバンクグループ（三菱 UFJ、三井住友、みずほ）の国債保有残高

超においては明らかに 2012 年 12 月時点の水準が高利回りとなってい

を見てみましょう。

ます。俗に言うスティープニングしているということですが、どうして

みずほは非開示のためはっきりとわかりませんが、概ねその他有価証

10 年債利回り水準が違っているのでしょうか？この問題を更に分析し

券による国債保有残高は 2003 年 3 月期当時に比べ 2012 年 3 月期が

てみましょう。

ほぼ倍増しています。その意味では国債発行残高の増加に対応している

国債発行残高
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1,070,205
583,147
487,058
574,864
6,687,605

長期（1年超）
短期（1年以下）
政府短期証券
合計

8,037,428
6,882,076
4,483,155
1,969,429
429,492
1,075,479
885,503
189,975
2,135
20,419

30Y

（表２）政策金利予測
表
2 政策金利予測

12/5
.100
.100
.095
.095
.095
.135
.170
.245
.350
.460
.585
.710
.968
.225
.475
.725
.835
.945

借入金

5,042,536
4,210,991
2,797,930
1,069,384
343,678
755,644
294,310
461,334
2,384
21,424
52,092

財務省ホームページ「統計表一覧」より抜粋
財務省ホームページ「統計表一覧」より抜粋

20Y

0.000
3M

国債発行残高および借入金残高

内国債

0.000

という考え方もありますが、その他有価証券の残存期間内訳を開示して
いる三菱 UFJ と三井住友の 2 グループ合計で計算すると、その他有価

国債発行残高が増加しているという事実は今や誰でも知っている周知

証券のうち 10 年以上の割合は 2.1% から 2.2% とほとんど変化してお

の事実ですが、実際の金額を知っている人は意外と少ないかもしれませ

らず、その意味ではメガバンク以外で国債発行 10 年以上の増加の大半

表
4 メガバンク 3 行の国債保有
（表４）メガバンク3行の国債保有

（単位：百万円）
2003年3月期
合計

2012年3月期
1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

合計

1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

三菱UFJ
有価証券
その他有価証券（うち国債）
満期保有債券（うち国債）

42,291,188
21,010,191
19

6,469,522

8,711,075

5,349,831

479,781

78,264,735
48,005,803
556,942

16,859,594
14,187,138
327,030

38,377,506
27,302,368
229,910

9,515,736
4,836,500

7,842,648
1,679,794

24,118,520
12,590,255
311,391

3,303,635

6,306,161

3,034,984

256,865

42,529,950
24,326,304
4,845,000

8,586,192
7,128,558
210,000

26,436,600
14,798,646
4,465,000

3,252,636
2,399,100
170,000

629,654

その他有価証券（うち国債）
満期保有債券（うち国債）

51,392,878
32,526,678
1,800,000

14,425,239
12,594,011

三井住友
有価証券

みずほ
有価証券

22,420,618
その他有価証券（うち国債）
満期保有債券（うち国債）

24,323,791
4,658,854
3,533,539
17,087,267
2,617,400
228,000
1,800,000
（各社ともディスクロージャー資料より抜粋）

（注１）三菱UFJの2003年3月期は三菱東京フィナンシャルグループとUFJグループの単純合算
（注２）グレー部分は非開示

を吸収しているということが言えるでしょう。

国籍の企業の格付はその国のソブリン格付以下となっています。しかし

2012 年 3 月末時点の国債発行残高 803 兆円のうちメガバンク 3 行

欧州では ECB が銀行監督者になったように、G-SIFIs の概念がどのよう

がその他有価証券および満期保有債券として国債保有しているのが 112

に整理されるのかは今後の日本を占う可能性が出てきます。重要な金融

兆円です。他にも地銀以下の預金取扱金融機関、生損保、証券、投信・

機関がもしソブリン格付の影響を受けない形に変化すれば、日本のメガ

投資顧問等の金融機関もありますが、海外投資家割合が低いと言われる

バンクはセーフティーネット分の上乗せがなくなり、相対的に低い格付

中でこれ以上の国債発行残高の伸びは危険なのかもしれません。個人国

になる可能性がある一方、カントリーシーリングの概念が残る前提では、

債も発行されるようになっておりますが、果たしてどれだけ資金を国債

日本の格下げは絶対に容認できない事態ということになります。バーゼ

に振り向けるかは疑問の余地ありでしょう。

ルⅢの流動性規制ではソブリン格付が低いと Level1 資産として見なさ

銀行を取り巻く環境と問題点
銀行業を営む上で様々な規制がありますが、今後 2019 年までかけて
バーゼルⅢという規制対応が当面の問題でしょう。バーゼルⅢ導入によ
るすべての影響を考えるには難しい面もありますので、少し焦点を絞っ
てお話しましょう。

れなくなり、日本国債が Level2 資産と見なされて担保使用上の問題が
生じたりするような事態が万一起これば、メガバンクは国際金融市場で
はもはや戦えないことでしょう。

まとめ
こうして考えると、格付機関に左右されることは間違いないというこ

バーゼルⅡでの資本規制では、Tier Ⅰと Tier Ⅱという形で資本の質

とはさておき、国内銀行が日本国債を購入しているで“金融機関の購入

を分けておりましたが、バーゼルⅢでは更に資本の質向上を求められま

＝低金利＝財政悪化の歯止め”という構図が成立していますが、G-SIFIs

す。こうした中で有価証券保有に関連してくる部分は、
「有価証券の含

となって自社の保有資産も他の先進国の国債へ本格的にシフトするよう

み益の 45% を Tier Ⅱにてカウントする」という形から「その他有価

な動きが強まれば間違いなく 2003 年のような大暴落となることでしょ

証券の評価損益を Tier Ⅰ計上する」という形に変化する形になります。

う。今はメガバンクも相対的に資本不足という点もあって、Tier Ⅰ計上

つまり“その他有価証券の評価損益で自己資本比率が変化するというこ

されることを理由に評価益を何とかキープするような形になっています

とになります。

が、保有資産の異動が先か、カントリーシーリングの概念変更となるの

その他有価証券の会計的位置付けとしては、評価損益が P/L に直接
ヒットせずに資本に直接ヒットするということと、期中で実現させれば

か、あるいは国内財政悪化による格下げとなるのか、とにかく今は極め
て危ない均衡状態となっていると言えるでしょう。

P/L 計上できるということがあります。もともと銀行は利鞘という概念
で業務運営を行っているので、保有している間は利息額を P/L 計上する

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

という目的から、それに準じた会計処理になっているのです。

お求めいただけます。

バーゼル規制そのものは“国際的に業務展開している銀行”に対する
ものではありますが、実際には大手地銀を代表例として、様々な銀行が
意識していることは事実です。金利のロールダウン効果を最大限利用し
て国債保有を行い、一定の評価益をキープしようとするということを目
指すには、銀行が主導権を握っている 5 年以内のところに資金をつぎ込

＜ PC クイックアクセス＞
http://fujisan.co.jp/msreview
＜モバイルクイックアクセス＞
http://223223.jp/m/msreview
＜デジタル版＞
http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281684019/

んでいくことはよく理解できます。
バーゼルⅢにおける資本規制においてバッファーの置き方について各

書店でお買い求めいただけます

国のハンドリングできる余地を残しています。現在は日本の金融機関
については日本のセーフティーネットに守られているという前提から
Moody’s では本来の格付よりもセーフティーネット分だけ上乗せさ
れたような形になっています。これが今後のメガバンクにおけるキーポ
イントになります。
国際金融市場においてはカントリーシーリングの考え方に従い、ある

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。
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ハイドパークのふくろう

英国民の反 EU 感情
ロンドン在住
新春早々政治に関する話もなんですが、英国のインターネット調査

松谷 浦

となっていると言えるでしょう。

会社 YouGov が昨年秋 2,000 人を対象に行った聞き取り調査で、同国

銀行・財政・政治制度に至る

民の 49% が欧州連合（EU）からの離脱を希望していることを公表し

ユーロ圏の統合強化が予期され

て話題になりました。こうした状況を背景に、キャメロン首相には EU

る中、こうした反 EU 感情が一

の財政問題をめぐる交渉でより厳しいスタンスを取ることを求める圧

層高まるのは当然です。しかし

力が強まり、このコラムを読まれる時にはもう既に英国と EU の立場

その一方、毎回この問題に関し

に関する国民投票の予定が発表されているかと思います。

て国民の意見を求める話が出るたびにプロ EU ロビーが頭を出し「ユー

EU の元来の目的は「商品・財産・サービス・人材の自由な流れ」と

ロ危機を悪化する恐れがある」とか「英国向け投資の離脱につながる」

されています。加盟国間の妨げのないサービス貿易はまだまだこれか

と言った言い訳を始めます。もちろんこの手の人たちには、国民投票

らだと言う批判も耳にしますが、その他の流動性はほとんど達成され

のちょうど良い時期はありません。

ていると言っても過言ではないでしょう。しかし自由貿易を促す裏に

長年この地にどっぷり浸かって来た私に偏見があるのかもしれませ

は、
「国々の間の取引はその（社会的及び経済的な）差を無くしてこそ

ん。しかしいずれにせよ、EU が今まで掘ってきた穴を一層深く掘り下

達成できる」と言った信念に基づく徹底的な規制と調和があることも

げることにより問題解決につなげることは不可能でしょう。英国政府

事実です。そういった過度な統制と官僚主義、更にそれにまつわる無

には欧州市場との流動性を保ちながら、自立維持を強化してもらいた

駄なコストが、文化的に自由主義な当国民を EU 拒否に走らせる理由

いものです。

編集後記

記事・広告の掲載をご希望される皆様へ

もう、何十年も前になるが、シンガポール（新嘉坡）から香港、台北と
北上しながら帰ってきた事があった。新嘉坡は赤道直下だが、香港の食事
は新嘉坡のそれよりも美味しく、台北の食事は香港のそれよりも更に、美
味しかった事を思い出す。日本に近づくにつれ、美味しさが増した。台北
での料理をもう一度食べたい。
広島・福山市の銘酒「天寶一」
（てんぽういち）は何と美味いのだろう。

●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 月下旬頃にアップ・発行する予定です。
ご期待下さい。

爽やかな口当たりが特徴で、和食との相性は抜群だ。喉越しの余韻が何と
も言えず、心地よい幸せな世界へと誘ってくれる。お燗をすると味わいに
幅とキレが増すのがよくわかる。
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
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断りします。事前にご相談ください。

日本銀行の第三代総裁は川田小一郎氏。三菱財閥から日銀に入った川田氏は、歴代総裁中もっとも
傑出した大総裁と言われている。明治 23 年の恐慌に対処し大ナタを揮い、
日清戦争の戦費を調達した。
吉野俊彦著「歴代日本銀行総裁論」より
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