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Interview
30 年の経験と IBM の総合力で
これからもお客様の成長に貢献したい
日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 金融インダストリー・ソリューション事業担当

鶴田 規久氏
本誌

日本 IBM へのご入社は？

本誌

御苦労された思い出は？

鶴田

85 年です。入社直後にプロジェクトサポートで某長

鶴田

大手都市銀行様における、世界 4 大拠点をリアルタ

期信用銀行様の案件に参画しました。その後、担当 SE

イムに結ぶグローバル・トレーディング・システム開

として現場に残ることになり、債券ディーリング等の

発に、プロジェクトリーダの一人として参画しました。

プロジェクトに携わる中で、エンドユーザー（ディー

システム・インフラ的にもグローバル・コラボレーショ

ラー）が自分の作ったシステムを業務の中で実際にど

ン的にも、大規模プロジェクト・マネジメント的にも「初

う使うか目にする機会に恵まれました。最終受益者に

物尽くし」のプロジェクトで、サービスインまで大変

とって使いやすく、真に価値あるシステムにするには、

苦労しました。しかし、この時の経験のお陰で今の自

どうあればいいかの重要性を強く認識しました。その

分があると思います。

後の提案においても常にシステムの目指す目的や最終

本誌

喜びは？

的な使われ方に踏み込んでお客様の意志を確認するよ

鶴田

提供させていただいたサービスやシステムがお客様

うになりました。

のビジネスに貢献し、お客様ご自身が成長される事で

本誌

当時、日本 IBM が得意としていた分野は？

す。その過程の中で感謝の言葉を頂戴する時が一番の

鶴田

当時はメインフレームを中心とした集中型のシステ

喜びです。つまり自分が何かに役に立っていると実感

ムが大半でした。我々もメインフレームの安定稼動を第
一に考え、お客様のセンターに常駐し、保守要員と共に

する時ではないでしょうか？
本誌

昼夜問わず活動を続けておりました。自分にとって全て
が目新しく、刺激に富んだ日々を送っておりました。

IBM は買収や統合にも積極的です。現在では総合企

業だと思います。
鶴田

これまでに 100 社を超えるソフトウェア企業を買収

本誌

UNIX マシンが登場して分散処理が始まりました。

しています。結果、ハードウェアのみならず、上流の

鶴田

非常に大きな影響がありました。特に市場系や国際

コンサルティングから運用保守まで全てのサービスを

系では IBM は後発で、我々は製造系のお客様を中心に

提供しております。グローバルベースで最適なリソー

UNIX マシンを提供しておりました。実は 89 年に当時

スをお届けするためにそれぞれの業界のトップレベル

の RT6100 と呼ばれる UNIX マシンを担当 SE として

の企業の買収を継続して行う事を表明しています。

日本で初めて金融のお客様に導入しました。当時、東

本誌

IBM はどのような企業文化をお持ちですか？

京証券取引所及び日本相互証券接続のデータ・フィー

鶴田

とてもオープンで、かつフラット、常に変化してい

ド・サーバーを開発しましたが、稼動が安定せず、数

る会社だと思います。これは中に居る人間でないと実

多くのトラブルに直面し、何度もお客様の本店のサー

感できないと思いますが、変化のスピードには常に驚

バー・ルームで夜を明かした事を昨日の事のように思
い出します。貴重な経験をさせてもらいました。

かされています。
本誌

今後は ?

鶴田

現在はリテールのビジネスに深く関わっておりまし

本誌

フロント・ミドルの処理形態が変わりました。

鶴田

市場系ではいわゆる、OLTP が全盛期になり、UNIX

て、大手金融機関のお客様だけでなく、数多くの地方

上でのメッセージングの手法やトランザクションや DB

金融機関の経営者の皆様を訪問させていただいており

リカバリの方法が大きく進歩したことを記憶してい

ます。私自身が 30 年近く金融機関のお客様を担当させ

ます。メインフレームでは当たり前の機能やツールが

ていただいた結果、得られた経験と IBM の総合力でお

UNIX マシンには存在せず、手作りで開発を行ったこと

客様の成長に貢献できるように努力して行きたいと考

を記憶しております。現在の WEB の世界からしますと

えています。

隔世の感があります。

（聞き手：本誌

長谷川旭隆）
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リスク・コミュニケーションという難問
～なぜ分かってくれないのか ? ～

有限責任監査法人 トーマツ

桑原 大祐
「営業担当者が取引先の社長とまともな会話ができない」「取引先から『実は・・・』という相談を打ち明けても
らえる担当者がいなくなった」
と嘆く支店長。
「リスク量の計測手法について説明しても役員がまったく理解しない」
と諦めるリスク管理担当者。金融機関では、このように、コミュニケーションに起因した問題点が根深く広がって
いる。コミュニケーションを円滑化することは、案外難しい。

金融機関のコミュニケーション

べきタイミングは今である。

金融危機からの反省点として、金融機関のコミュニケー

一方で、内部におけるコミュニケーションは、金融機関の

ションの優劣が損失の過多に影響を与える一要因となったと

組織を横断的に跨る水平方向のコミュニケーションと経営

言われている。金融機関のコミュニケーションとは、金融機

者、上級管理職、担当者の間の縦方向のコミュニケーション

関と外部のコミュニケーションと金融機関内部のコミュニ

に分類できる。水平方向のコミュニケーションについての論

ケーションの 2 つに分けることができる。

点は、組織がサイロ的に管理されることになって、それぞれ

外部の相手とは預金者、取引先、地域社会、当局、投資家

の内包するリスクが包括的に管理されなかったことが問題と

などであるが、外部とのコミュニケーションとして、まず、

して挙げられた。サイロアプローチにより予期せぬ集中リス

本業である営業現場でのコミュニケーションの悩みについて

クが発生していたとの反省点があげられた。

触れる。
昔、担当者は取引先から決算書をもらって、電卓で財務指
標を計算し、手書きで稟議を記載するプロセスだったため、

2

ムリミットが来る前に、伝統技術を引き継ぐための策をうつ

経営者からの発信
これから議論を展開したいのは、縦方向のコミュニケー

取引先の強み・弱みが肌感覚で染み付いたのだと思う。一方

ションである。縦方向のコミュニケーションについては、ま

で、現在の一般的な事務フローは、決算書を事務センターに

ず、経営者から社内に向けたメッセージ、つまり方針、ポリ

送ると OCR でデジタル化し、システムでスコアリングを算

シーの伝達における問題点である。
（図表 1）経営者がどの

定し、スコアリングの結果に定性判断を加えて与信判断を行

ように金融機関の舵を切ろうと思っているのか明確に伝える

うというものになっている。融資担当者が何もしなくてもス

ことで、行員は同じ方向に向かっていくのではないだろうか。

コアリング・モデルの定量的な評点がフィードバックされる。

昭和の時代に比べて、日本社会においても価値観は多様化し

担当者は、このような効率化の恩恵で考える時間を手に入

ている。
「黙って俺についてこい。責任は俺が取る。
」
のパター

れたようにも思えるが、結果として考える力を奪われてし

ンは通用しなくなっているのかもしれない。経営者の役割と

まった。審査役が「なぜこの会社に融資しても問題がないの

して、説明責任がますます増えている。経営者は、方針を明

か？」との質問に、
「スコアが 90 点だからです。
」と答える

確にする説明責任をどのように果たすのだろうか。たとえば、

担当者が多いとの嘆きをよく聞く。このような担当者は、会

リスクガバナンスの枠組みのなかで検討すると、最近「リス

社の決算書が読めず、結果として経営者の悩みが分からず、

ク・アピタイト・フレームワーク」と言われる言葉をよく耳

取引先とのコミュニケーションが出来ず、訪問すら出来なく

にするようになった。

なっているケースがあると聞いている。スコアリング・モデ

リスク・アピタイトとは、
「金融機関がビジネス目的を達

ルを重要視してきた副作用が大きくなりすぎたのかもしれな

成するために許容でき、かつ自発的に許容するリスクの量と

い。かつての眼光鋭い担当者、審査役を育てることができる

タイプ」と定義される。経営者がリスク・アピタイトを明確

のだろうか。そのような大先輩の定年が近づいている。タイ

にすることで、リスク管理の業務ラインがリスク限度額、各

なるのか、理解できなくてはならない。経営者も数学を勉強

図表１：縦方向のコミュニケーション（上から下への）の課題
リスク・アピタイトは、「金融機関がビジネス目的を達成するために許容でき、
かつ自発的に許容するリスクの量とタイプ」と定義される。
(the amount and type of risk that a company is able and willing to accept
in pursuit of its business objectives＊)
＊Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a
More Stable System The Report of the IIF Steering Committee on
Implementation (SCI)” Institute of International Finance, 2009
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ようにならなくてはならない。双方の歩みよりがコミュニ
ケーションの出発点である。最近は各金融機関の経営者向け
にモデルの基礎研修を担当させていただくことが多いが、こ

リミット管理は
リスク・アピタイト
と整合性が必要
各種のリミット
(限度額)

縦方向のコミュニケーション（経営層から下へ）の円滑化、アカウンタビリ
ティーの向上のためリスクアピタイトを明確化するフレームワークを検討。

する必要があるし、リスク管理担当者も経営の言葉を話せる

すべてのステーク・
ホルダーの要求を
バランスさせながら
設定

のような背景からなのだろう。
リスク報告においては、報告の基礎となるデータ集約も重
要なテーマとなっている。データは各部署においてそれぞれ
異なった目的のためにサイロ的に蓄積されているケースが多
い。これらのデータを集約するためには、正確であること、
重要なものは網羅的に集約されていることが求められる。さ

種リミットを設定するベースとなる。よくクライアントから

らには、ストレス時、危機時における経営者からの要求や当

集中リスクの限度額の設定の仕方について相談を受けること

局の要請にも臨機応変に対応し , リスク報告が適時にできる

が多い。リスク・アピタイトが明確でない中で、限度額を決

ように集約されていることが必要である。経営判断に用いる

めることは不可能なのである。例えるなら、ラーメン屋で店

データは、与信管理、信用リスク、流動性リスクなどのリス

のおやじに「お腹がすいたんだけど、ラーメン何杯食べたら

ク管理データのみならず、財務会計、管理会計、マーケティ

いい？」と質問するようなものである。何杯食べるか決める

ング・データなどの領域にも広がるため、データ・インフラ

のは自分以外にはない。店のおやじからすれば「さすがに 5

の整備にあたってはリスク管理部門だけではなく、全社的な

杯食べたら胃腸に悪いからその辺でやめといたら」くらいの

取組みとして実施することが望ましい。複数の目的のために

アドバイスだろう。

類似したデータベース構築のプロジェクトを別々に行う例も

経営者として、リスク・アピタイトを明確にすることは、
その後の結果についての責任を検証可能なものとすることに
なるので、具体的にすることは避けたいだろう。しかし、時
代の要請として、徐々にこのようなフレームワークが浸透す
ると思われる。

見受けられるが、なるべく重複のないよう効率的なプロジェ
クト運営を行えるように検討すべきである。
図表２：縦方向のコミュニケーション（下から上への）の課題

リスク・データを包括的に集約し、効果的かつ効率的な報告を実施することに
よって、経営者が意思判断を適時、適切に行うことが可能に。

経営者への報告
それでは、縦方向におけるコミュニケーションのなかで、
下から上方向、つまり報告においてはどのような問題がある
のだろうか。
（図表 2）リスク管理業務は、ここ数年で相当
進歩した。ロケットサイエンティストがウォールストリート

包括的なガバナンスとインフラ
与信
データ
市場・データ
経営
リスク報告の強化
管理者

管理会計
データ

集約
データ

データ分析

報告

財務
データ
外部
データ

担当者

データ集約

リスク報告

に流れて進化した金融工学、これを活用した技術は、地方銀
行まで広がった。リスク管理担当者は理数系の大学、大学院
の卒業生が担当している金融機関が多い。このようなリスク
管理担当者は数学、プログラム言語は得意だが、経営の言葉

リスク・カルチャーの醸造
リスク・コミュニケーションの話題を中心に話しを進めた。

が話せないことが結構多い。今、リスク管理担当者に求めら

コミュニケーションの基礎となるのは、やはり人間と人間の

れる差別化は、高度な統計手法を駆使したモデルを経営の言

インターフェースであって、土台となるのはその金融機関の

葉に翻訳して理解できるように報告する能力である。そのよ

文化である。文化というものを、特にリスク管理においては

うな意味において、リスク管理担当者は、数学と経営の言葉

「リスク・カルチャー」と言うことが最近多い。リスク・カ

の「バイリンガル」であることが必要である。

ルチャーは、各金融機関の長い歴史の中で作られてきたもの

コミュニケーションは、双方向の問題である。
「うちの経

であって、一朝一夕に完成するものではない。各金融機関の

営者ときたら・・・」と言っているリスク管理担当者側に問

個性を反映した「リスク・カルチャー」を醸造し、コミュニ

題があるのではないだろうか。一方で、経営者の側も「数学

ケーションを円滑にすることで、様々な問題が、例え解決は

なんか分からない」と言っていては許されない。ある程度の

しなくとも、小さくなることを筆者は期待する。

モデルの知識も求められる。リスク管理担当者から説明され
たモデルの前提条件、弱点、どのようなケースで機能しなく

なお、本誌に記載された事項は筆者の私見であり、所属す
る法人の公式見解ではないことをお断りしておく。
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ビジネスモデルの強靱性強化
プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン
専務取締役

栗原 俊典

金融危機後、多くの金融機関が、国際的な金融規制改革の中、ビジネスモデルの強靭性を取巻く環境の変化に応
じて強化するための態勢整備を進めている。本稿ではその取組みの背景にある基本的な考え方を整理し、金融機
関が態勢整備を進める上で重要となる分析プロセス、一体的ガバナンス運営、及びそれを支える経営情報システム
（MIS）のあり方について考えていく。

金融機関を取巻く環境の変化

題となっている。

バーゼル銀行監督委員会は、金融危機後、バーゼルⅡのフ

具体的には、プロアクティブなリスク管理態勢の整備、一

レームワークの改定作業を進めてきた。その内容についての

体的なコンプライアンス（先進的な監視システムなど）態勢

詳細は割愛するが、自己資本比率規制の精緻化・高度化、流

の整備 、
ビジネス戦略の変更（新規ビジネスや海外進出など）

動性比率規制およびレバレッジ比率規制の導入は金融機関に

に伴うガバナンス態勢の整備があげられる。

RWA 対比の収益性向上、資産負債運営の高度化、適正資産
規模の維持を促す結果となっている。また、システム上重要

分析プロセス

な金融機関（G-SIFI、D-SIFI）に対する規制、シャドーバ

金融危機後、金融規制当局と金融機関の間で行われてきた

ンキング規制およびデリバティブ規制は、金融機関により実

ビジネスモデルを強靭にするための取組みについて説明す

体経済との連関性を重視したビジネスモデル、資産を拡大せ

る。図表 1 はその分析プロセスを示している。

ずに収益を増大させる戦略を求める結果となっている。

まず、金融機関のビジネスモデルを分析する。企業構造分

一方で、金融規制改革の中、金融業界における金融ビジネ

析などを基にコア・ビジネスライン（経済機能、資産・収益

スの進展、不安定なグローバル経済、地政学的リスクの増大、

規模などにおいて重要度の高いビジネスライン）
、主要法人

人口問題、資源問題など金融機関を取り巻く環境は不確実性

（資産・収益規模において重要度の高い主要グループ企業）
、

を極めている。金融機関は社会経済システムの変革に合わせ

クリティカルな業務（金融システム・経済システムとの連

てビジネスモデルを絶えず進化させ、経済システムのダイナ

関性が高く、システミック・リスクにさらされている業務）
、

ミックスを意識して金融ビジネスを創生、社会経済システムに

ビジネスモデルの脆弱性の特定がなされる。
（図表の左半分）

おける新たな成長分野を発掘・育成することによって、
自らの

次に、リスクが顕在化した際のリカバリー・オプションの

金融ビジネスそのものを成長させることが求められている。

有効性をストレス・テストによって検証する。その上で、リ

金融機関の課題
不確実性が高い環境の中、金融機関が自らのビジネスを進
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ポーティングの適時性および適切性を確保することも重要課

カバリー戦略の強靭性、ビジネス戦略の変更の要否、戦略変
更に伴うコンプライアンスや危機管理などのガバナンス上の
課題について対話がなされる。
（図表の右半分）

展させ、安定的に収益をあげながらも社会経済システムの中

金融機関は、平常時からリカバリー戦略をこの金融規制当

で重要な経済機能を発揮していくためには、ビジネスモデル

局との検証および対話のプロセスを通して磨くことによっ

（ビジネス戦略とそれを支えるガバナンス態勢）を強靭にす

て、経営体力とリスクを対比するバーゼルⅡ型のリアクティ

るための先進的なガバナンス（ビジネス戦略策定、収益管理、

ブなリスク管理から、想定外の事象にも対応できるプロアク

リスク管理、自己資本管理、危機管理、コンプライアンスの

ティブなリスク管理へと自らを進化させることができる。つ

一体的な統合運営）態勢の整備が重要課題となる。

まり、シナリオの蓋然性に依拠するリスク管理から不確実性

また、ガバナンス態勢を支える MIS に関して、必要なデー

と戦うリスク管理へとパラダイムシフトすることとなる。な

タを集計する能力の精度およびスピードの向上、リスク・レ

お、フォワードルッキングなストレス・テストはリスク管理上

MIS の整備
これらのビジネスモデルを強靭にするためのプロセスを適
切に機能させるためには、金融規制改革などの取巻く環境の
変化やビジネス戦略の変更に対応できる柔軟な MIS を整備
し、情報を適時適切に収集・分析・報告する必要がある。
また、国際的な金融規制改革が成功するには、個々の金融
図表 1：ビジネスモデルの強靭性強化のためのプロセス

機関のリスク・データの集計およびリスク・レポーティング

重要な手法であり、その存在が否定されているわけではない。

が適時適切に行われることが必須である。図表 3 は、リスク・

一体的ガバナンス運営
ビジネスモデルの強靭性を強化するための一体的ガバナン
ス運営について説明する。まず、図表 2 の上半分は、ビジネ

データ集計と金融規制改革の関係を表している。金融機関は、
適時適切に情報を集計し分析することができる MIS を整備
することによって、先進的なガバナンス態勢を整備すること
が求められている。

ス戦略の設定機能である。金融機関を取り巻く環境変化に応
じて、経営方針・中期経営計画を見直し、全社的なビジネス
戦略を設定する機能である。次に、下半分は、ビジネス戦略
の実施機能である。全社的なビジネス戦略に基づいて、個別
ビジネスライン毎の戦略、資産負債運営戦略を策定・実施し、
収益状況、リスク状況、自己資本状況を把握、経営上の課題、

図表 3：リスク・データ集計能力強化の目的

環境変化を特定するための機能である。
図表 4 は、経営陣および金融規制当局が、平常時、金融危
機時、破綻処理時の各ステージにおいて必要とする経営情報
である。金融機関は、必要な情報を特定し、適時適切に提供
できる態勢を整備することが求められている。また、ビジネ
スモデルを強靭にするためには、金融危機時、破綻処理時に
必要となる情報を平常時から取得・分析し、リカバリー戦略
を策定する必要がある。母国当局および海外ホスト当局に対
する説明力向上・関係強化に努めることも重要となる。

図表 2：ビジネスモデルの設定機能と実施機能

ビジネスモデルを環境の変化に合わせて常に最適化するた
めには、
PDCA サイクル
（第 1 象限からから時計回り）
を回し、
国際的な金融規制改革の動き、金融ビジネスの進展および社
会経済システムの不確実性を勘案して、ビジネスモデルを更

図表 4：ステージごとの必要とされる経営情報

●最後に

新いていく必要がある。このプロセスは、P: ビジネス戦略の

ビジネスモデルの強靭性を強化する取組みの内容は金融機

実施方針の決定（右上）
、D: ビジネス戦略の実施およびモニ

関によって様々である。金融機関は経営陣が考えるビジネス

タリング（右下）
、C: 実施状況の評価（左下）
、A: ビジネス

チャンスや脅威に応じて、金融機関の強みや脆弱性に応じて、

モデルの見直し（左上）の流れとなる。

また、金融システムや経済システムにおける自らの経済機能

また、全社的取組とするためには、図表の上下左右の矢印

としての重要性に応じて、ビジネスモデルの強靭性強化を継

のように、全社的な方針・計画・戦略（上）に基づいて、ビ

続していくことになる。今後の取組み次第で、5 年後、10

ジネスラインごとの戦略にカスケードダウン（右）
、全社的

年後のそれぞれの金融機関の業界地位は大きく入れかわるこ

なガバナンス運営によって個別のビジネス戦略を実行（下）
、

とになる。また、次に起きる金融危機において、危機対応能

それら個別戦略のパフォーマンスを総体的に評価し、全体の

力の優劣は歴然とし、危機後の金融機関の存亡を大きく左右

ビジネスモデルの強靭性を強化（左）する流れとなる。

することになるであろう。

5

特集｜ Global Market Solutions 2013

Contribution

楽天銀行の経営戦略
楽天銀行株式会社
常務執行役員 企画本部長

郷原 淳良

店舗を持たずインターネット等でお客様に銀行サービスを提供するインターネット専業銀行は、米国に 5 年遅れてス
タートしたが、米国においてほとんど存在感を失っているのに対して、我が国においては各行それぞれ特色のあるビジ
ネスモデルを模索し、着実に地歩を築いていると言えよう（
「新たな形態の銀行」の預金残高は 2012 年 9 月末で約 9
兆円に達している）
。楽天銀行も、EC を中心とするインターネット総合サービスを提供する我が国有数のインターネッ
ト総合企業である楽天グループの一員としての特徴を生かしながら、従来の銀行とは異なった事業展開を行い、口座数
425 万、預金量 8,362 億円（2013 年 3 月期）の事業規模にまで発展をしている。ここでは楽天銀行について、前身
であるイーバンク銀行の開業から、楽天グループ入りしてからの事業転換、今後の事業展開について紹介したい。

新しい銀行開業の目的
楽天銀行の前身であるイーバンク銀行は 24 時間 365 日リア
ルタイムでの決済サービスを主軸として 2001 年 7 月に開業し
た。インターネットの普及、安価で拡張性を持つシステム技術
の発展、携帯電話所持率の飛躍的な増加等の環境変化を踏まえ、
従来の銀行業務のうち、決済業務に大きな発展性があるとの
判断から、それを通じて従来の銀行とは異なった革新性のある
利便性の高いサービスを提供する銀行を目指してのスタートで
あった。
当初は電子商取引、オークション、ポイント換金等に係る決
済等を軸としていたが、その後、決済サービスとして、メール
アドレスの指定により送金可能な「メルマネサービス」や 24
時間 365 日稼働することで可能であったデビットカード事業
（VISA デビット機能付きキャッシュカード発行）
、toto・公営
競技へのくじ投票等、他行にない特色あるサービスの提供に努
めてきた。また、金融商品販売についても、投資信託、外貨預金、
取引所為替証拠金等順次サービス範囲を拡大してきた。
この時点での課題は主に 2 点であった。決済業務は相応の顧
客基盤が必要であるが、ゼロから立ち上げ、かつ、独立系であっ
たイーバンク銀行にとって顧客基盤の構築には長い時間を要す
ること、また資金運用業務に関しては銀行免許取得時に貸出業

ナジーを追求し、以下のような施策の実施により事業転換を図
り、業績は大幅に改善をすることとなった。

1. 楽天経済圏の顧客基盤の共有化及び商流の取り込み
楽天経済圏の会員数は約 8,300 万、年間の流通量は約 1 兆
5,000 億円に達しており、ここからの顧客の獲得や決済の取り
込みが有効であることから、これを促進するため楽天グループ
のロイヤルティープログラムである「楽天スーパーポイント」
との制度の共通化を行った。
一般の銀行のポイント制度は、ポイントと交換できるサービ
ス・商品が限定されているのに対して「楽天スーパーポイント」
は楽天グループ内の商品・サービスに充当できるため、お客様
にとっての魅力は高いと考えている。現在ポイントを共通化す
るために楽天と当行の ID を連携をしているお客様は 200 万口
座を超えている。

2 . 個人向ローンへの進出
旧イーバンク銀行は資金運用力の面での問題点を抱えていた。
このため楽天グループ内にあった個人向けローン事業を個人向
けの貸出免許承認を取得したうえで楽天銀行に統合をした。申
し込みのインターフェイスの改善や効果的なマーケティングの
展開により、貸出残高は統合時の 2009 年 4 月の約 1,000 億円

務が制限されていたことから、国債を中心とするマーケット商

から、現在約 2,000 億円に倍増している。

品に依存せざるを得なかったことであった。このため低収益性

3 . 楽天カードの信託受益権取得

からの脱却がなかなか実現できなかった。

楽天グループ入り後の事業転換
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楽天グループ入りすることとなった。以降、楽天経済圏とのシ

楽天グループのクレジットカード会社である楽天カードは、
有利なポイント制度等を背景に大幅に会員数を増加させ、その
与信残高も伸長している。楽天銀行はカード債権に係る信託受

こうした中、リーマンブラザーズショックに伴う保有投資資

益権に対して、十分なリスク管理のうえ積極的に投資をしてい

産の大幅な資産劣化による業績悪化を契機に 2009 年 3 月期に

る。個人ローンの増加と相まって、以前はマーケット商品に偏

重していた資産構成も個人向けの与信が 60% 超となり、安定的

を目指してきた。その中で預金口座から利用時にリアルタイム

かつ収益性が高いものとなっている。

で利用金額を引き落として決済が終了するデビットカードの

4 . 楽天証券との連携

サービスの提供は我が国では画期的であった。欧米をみると、

金融商品販売においては楽天証券と連携してお客様に楽天証
券の商品を仲介するとともに、楽天証券の総合口座と連携させ、
その間の資金移動が容易で、また預金に優遇金利が適用される
普通預金口座である「マネーブリッジ」口座を提供している。
「マ
ネーブリッジ」口座の残高は楽天銀行の総預金の 10％を占めて
いる。

既にデビットカードの利用はクレジットカードを上回っており、
更には、デビットカード、クレジットカードやモバイルによる
決済が急速に拡大し、小切手や現金による決済にとって代わっ
てきている。楽天銀行は楽天グループの楽天カードや楽天 Edy
と連携しながら、新たな決済機能の強化を図っていきたい。

4. ビッグデータの利用

また、本年 1 月に楽天銀行の投信販売事業を投信の販売本数

楽天経済圏においては、お客様の購買履歴など膨大なデータ

等の面でサービスの充実している楽天証券に統合し、お客様に

が蓄積されている。こうしたデータを利用すれば、お客様に対

とっての利便性を高めるとともに、楽天銀行は経営資源を、預

する与信に当たっての有効な審査や金融商品販売等における効

金商品の拡充に努めることとした。

率的なマーケティングが可能となる。このためビッグデータの

今後の課題
以上のように、楽天銀行は開業 12 年を経て、楽天経済圏の

利用が今後のキーファクターになると考えている。

5. UI の改善、カスタマーサポート強化
インターネットの普及に伴い、インターネットバンキングは、

中で安定的な業況を維持できる状況となっているが、著しい成

ネットリテラシーの高いお客様を対象にユニークなサービスを

長を遂げている楽天グループの一員として、また革新的、利便

提供している存在から、幅広い層にご利用頂く生活に浸透した

性の高いサービスの提供を使命とする開業の趣旨から、以下の

インフラとなりつつある。例えば、年齢層でみれば、楽天銀行

ように更なる発展を目指していきたい。

においても 60 歳以上の口座数はこの 5 年で約 6 倍に増加をし

1. 楽天経済圏でのシナジーの一層の追求

ている。幅広い層にご利用頂くために、新サービスの提供だけ

楽天グループの一員になって以来、シナジーの追求に注力し
てきたものの、楽天、楽天カード等の会員数や商流の額に比較
すると開拓の余地はなお大きく、銀行のサービスの改善ととも
に、楽天グループ向けのマーケティング強化を図っていく。

2. Anytime, Anywhere, Any device
インターネットの利用は PC だけでなくスマートフォン、ダ
ブレット等での利用が急増している。従来からの 24 時間 365
日稼働の楽天銀行のサービスとこれらのデバイスでの操作が可
能となると、銀行取引が Anytime、Anywhere, Any device で
可能となり、お客様の利便性は飛躍的に高まる。楽天銀行はこ
のような社会の実現を目指したい。

3. 新たなる決済機能の強化

でなく、操作性やインターフェイスの改善やカスタマーサポー
ト機能の充実を図っていくとともに、社会的公器としてのネッ
ト銀行（ネット×銀行の二重の信用）としての信頼性を高めて
いきたい。

6. セキュリティー強化
インターネットはオープンな環境であるため、セキュリティー
に関しては、従来から、お客様との情報の授受については暗号
化通信を利用し、本人認証には ID、PW のほかに合言葉認証、
ワンタイムパスワード認証、IP アドレス制限等様々な対応を
行ってきたところであるが、高度化するネット犯罪に対して、
お客様が安心して利用できる環境を提供するための手法の開発
に不断の努力をしていく必要がある。

開業以来、キャッシュレスを想定した新しい決済手段の提供
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金融機関に求められるガバナンス、
リスク、
コンプライアンス
（GRC）
の態勢
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
GRC 事業部 事業開発部長

和田 雅憲

金融機関を取り巻く法規制の環境は事業の多様化、複雑化、グローバル化によりますます厳しさを増しており、
これらに対するリスクマネジメントやコンプライアンス対応およびガバナンスの強化は企業のさらなる成長のため
の最重要課題になっております。従来のように個々の課題に対し所管部門にて個別に対応するのではなく、GRC
への対応を効率化、最適化するための組織横断的かつ継続的な仕組み作りが求められております。

GRC のライフサイクル
組織横断的かつ継続的な GRC のためには Step1 ～ Step4 を踏
まえた態勢構築が必要となります。

【Step1】法規制やリスクの調査、識別、ビジネス戦略に与
る影響の評価
変化する法規制やそれに伴う潜在的なリスク、ビジネスへの影

Training Solutions
法令遵守と法規制の研修におけるクライアントのニーズを満た
す最先端のデザインで、専門家のコンテンツを組み合わせ、包括
的で費用対効果の高いオンライン研修プログラムを日本語、英語
を含む 19 カ国の言語にて提供します。

Screening Solutions

響を理解します。従来の国内法規制への対処にとどまらず、贈収

制裁リストおよび公的リスト、公的要人 (PEPs) リスト、親族

賄防止関連法、租税回避防止、アンチマネーロンダリング関連法

と関係者、関連企業リスト、高リスク個人・企業リストなどによ

などの域外適用の拡大に伴い国際的な法規制の要件を踏まえた情

る個人・企業のスクリーニングチェックの環境を提供します。マ

報収集と分析が必要となります。

ネーローンダリング対策 (AML)、テロ資金供与対策 (CFT)、包括

【Step2】ポリシーおよび業務ルールの周知、実装
法規制の成立または改正に伴う社内ポリシー、業務ルール、マ
ニュアル等のドキュメント変更および周知、従業員への法規制に
係るトレーニングの実施など社内のオペレーションやシステム環
境の整備を進めます。

【Step3】管理とモニタリング
プロセス管理、変更の監視、課題の追跡、クライアントや従業
員のスクリーニングおよび適切な修正を実施します。

【Step4】報告および開示

的イラン制裁法（CISADA）
、贈収賄防止関連法 (FCPA、UKBA)
などの法令順守に適切です。

FATCA Solutions
米国における外国税務コンプライアンス法（FATCA）に対応
するため、保有する米国人口座（個人および企業）を特定し、特
定した米国人口座についての情報を米国当局への報告業務を支援
する仕組みを提供します。

Board Solutions
取締役会におけるコーポレートガバナンスを支援するオンライン

取締役会およびステークホルダーに対する可視性と透明性のあ

のコラボレーションツールにより、取締役会メンバーは企業の重要

る情報の報告・開示をします。タイムリーかつ信頼性の高い外部

な意思決定にかかる情報に安全性の高いオンラインモバイル環境を

への報告と開示は、規制機関および株主との信頼を構築します。

通じて容易にアクセスすることが可能です。

トムソン・ロイターが提供するソリューション

Workflow Solutions

トムソン・ロイター が提供する Thomson Reuters ACCELUS

内部監査、内部統制、コンプライアンス、リスク管理業務にお

は企業の戦略、オペレーション、商取引を絶え間なく変わる世界

いて、リスク・アセスメント、プランニング、スケジューリング、

的な法規制の環境と繋げることで、それぞれのリスクに対応しつ

ドキュメント作成、準備作業、レビュー、レポート生成、問題追

つビジネスを加速するために設計された包括的なソリューション

跡そして管理機能を含む包括的なソリューションによって GRC

スイートで企業の GRC への取り組みを支援します。

への対応を一元的に管理します。

Regulatory Intelligence Solutions
世界中の 400 以上の規制機関および取引所における法規制の成
立、改正動向についてのニュース、分析、ルールブックを一元的
に調査、モニタリングすることで法規制による潜在的なリスクや
ビジネスへの影響の理解を支援します。
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●お問い合わせ先：
〒 107-6330 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 30 階
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 GRC 事業部
和田 雅憲 masanori.wada@thomsonreuters.com
代表電話：03-6441-1200

Contribution

カントリーリスク管理の高度化に向けて
有限責任 あずさ監査法人 金融事業部

曽我部 淳

http://www.azsa.or.jp/
近時の金融機関の投融資戦略において、異次元の金融緩

懸念する声もあり、そのリスク管理の重要性はこれまで以

和政策による国内金利の低水準の長期化、信用金庫及び信

上に高まっていると言える。一般に、海外向け与信に係る

用組合における取引先企業の海外子会社に対する直接融資

主なリスクとしては①為替変動リスク、②価格変動リスク、

の解禁、また、欧州の債務危機問題における沈静化への期

③信用リスク及び④カントリーリスクの 4 つが挙げられる

待などを背景に、海外向け与信を積極的に検討しているケー

が、本稿では、その中でも近時の金融機関のリスク管理態

スが増えているように思われる。

勢の高度化テーマとして取り上げられることが多い④カン

一方で、中国経済や新興国経済の減速（あるいはその長
期化）
、米国の財政問題、欧州の債務危機問題の再燃などを

●カントリーリスクの定義
カントリーリスクの定義は、細かな表現方法まで含めれば

トリーリスクに焦点を当て、リスクの定義、目的と管理手
法についての概要を整理する。

その条件下で想定される最大リスク量がリスク資本配賦額の範
囲内であるかを検証することでリミットの根拠付けをする対応

様々であるが、
概ね「与信先が属する国の外貨事情や政治・政策、

が考えられる。

また景気状況の変化等が原因で、与信が回収不能となり損失を

論点 2．リスクに見合ったリミットの設定方法

被るリスク」と言えよう。その具体的なリスクとしては、

先に挙げた①～③のリスクの中でも、特に①ソブリンのデ

①ソブリンのデフォルトリスク（国債のデフォルト）

フォルトリスクが損失に与える影響が大きいと考えられること

②連鎖デフォルトリスク（ソブリンとの連鎖デフォルト、及び

から、リミット管理を行っている金融機関の多くはソブリン格

地域・ セクター集中に伴う連鎖デフォルト）

付に応じて設定していると思われる。その他、当該国の経済規

③トランスファーリスク（為替取引の制限・禁止）

模、対外債務の状況、インフレ率や外貨準備高等を参考にしな

が挙げられる。また、これらのリスクが生じる主な発生要因

がらリミットを設定する方法も考えられる。

として、当該国（あるいは当該国を含む地域）の景気悪化、政
府（又はそれに準ずる者）による債務支援要請や債務不履行宣

＜リミット設定に係るイメージ図＞

言、当該国の外貨保有・調達能力の低下、急激なインフレや革

GDP 額（当該国の経済規模）
大

命等による政権運営の不安定さ等の事象が考えられる。

●カントリーリスク管理の目的と手法

ソブリン格付

金融機関では、こうしたリスクが高い国・地域に対する与信集
中を制御することを目的として、国・地域別に投融資額に対す

中

小

1格
2格
3格
…

※ソブリン格付が高いほど、また GDP 額が大きいほどリミット額も大きく設定。

るリミット（与信上限額）を設定し運営することが想定される
が、その際の主な論点として以下の 2 つが挙げられる。
論点 1．リミットと制御対象リスクの関係

●最後に
投融資額のリミット管理は、金融機関のリスク管理において、

「リミットを設定する」とは、言い換えれば「その金額まで

取引先企業の個社や業種等のセクターに対する与信集中リスク

与信を行うことが可能」であることを意味する。従って、
リミッ

を制御する方法として既に多くの導入・運営事例があるものの、

トは「その金額まで与信を行っても、想定されるリスク量はカ

カントリーリスク管理にフォーカスする場合にはソブリンと個

ントリーリスクに対するリスク資本配賦額（許容リスク量）の

別企業の関係（連鎖デフォルトの可能性）やトランスファーリ

範囲内に収まっている」ことと整合的な金額でなければならな

スクなど海外向け与信特有の留意点があること、また、GDP

い。整合性を確保する具体的なアプローチとして、リスク資本

等のマクロ経済指標を活用する等の新たな工夫（技術的な改善）

配賦額から理論的にリミットを導くことは難しいことが多く、

も必要になることから、十分な議論を経た上で高度化していく

何らかの方法（論点 2 にあるような方法）でリミットを設定し、

ことが望まれる。
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インターネット・バンキングの
不正送金被害を防ぐ二要素認証とは
トーテックアメニティ株式会社 テクニカルサービス事業部
セキュリティシステム部 部長
http://www.totec.jp

長部 俊弘

esales@totec.co.jp

2013 年 4 月 25 日に放送された NHK ニュースによると「インターネット・バンキングを巡る不正送金事件で、
今年に入ってからの被害額が 5 つ以上の金融機関で合わせて 9,000 万円余りと去年 1 年間の被害額をすでに上回
り、過去最悪であった 2011 年の被害額 3 億 8 千万円と同程度のペースで推移している」とのことです。
今年に入リ急速に拡大傾向をみせているインターネット・バンキングを狙うサイバー攻撃の被害を食い止める対策
として、二要素認証によるインターネット・バンキングの利用が効果的です。

ワンタイムパスワードが盗まれる ?!
新たなインターネット・バンキング被害が増加
警察庁によると昨年までのサイバー攻撃は、金融機関をか
たった本物そっくりの偽サイトに利用者を誘導し、契約者番
号、第 1 暗証、第 2 暗証などを不正搾取するフィッシング詐
欺が主流でしたが、今年に入ってから攻撃手法が変わり、被
害に遭った利用者のパソコンの多くに、送金などをする際に
本人確認のため銀行から利用者のメールアドレスに送られて
くる「ワンタイムパスワード」を盗み取る新タイプのマルウェ
ア（コンピュータウイルス）への感染が確認されたというこ
とです。
ワンタイムパスワードとは、その名の通り一度きりしか利
用できない使い捨てのパスワードです。パスワードの盗難・

金されてしまったものです。
（以上は客観的に見た、報道か

搾取による被害を防止できる有効な手段とされ、多くの金融

らの推測です）

機関が導入しています。この安全なワンタイムパスワードが、

また利用者の端末がマルウェアに感染しボット化している

どうして破られたのでしょうか。実はこのワンタイムパス

と、悪意のある第三者から遠隔操作されてしまいます。つま

ワードを利用者に知らせる仕組み自体に問題があります。

り利用者が気付かない間にワンタイムパスワード利用を申し

多くの金融機関が導入しているワンタイムパスワード認証の

込まれ、利用を申し込んだ同じ端末にワンタイムパスワード

仕組みは以下のようなものです。まず利用者がインターネッ

が届いた途端にそれが盗まれ、インターネット・バンキング

ト・バンキングにログインし、ワンタイムパスワード利用申

に不正ログインされるということです。このような場合、利

込を行うと、自動的に利用者のパソコンやスマートフォン、

用者が気づくのが遅れる、もしくは全く気づいていないケー

携帯電話といった個人端末に対して、ワンタイムパスワード

スもあるでしょう。
（図 1）

が送信されます。そのワンタイムパスワードを利用者がサイ
トに入力することで認証が許可されます。
今年に入り起こった事件の多くは、この利用者の端末が事
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安全な二要素認証を提供する MagiPass とは

前にマルウェアに感染しており、メールで送信されたワンタ

このようにワンタイムパスワードが悪意のある第三者に不

イムパスワードが悪意のある第三者によって盗まれ、利用者

正入手され、知らない間に利用されてしまうと、有効な手段

が気づかないうちにそのワンタイムパスワードを使い不正送

とされたワンタイムパスワードはたちまち無力化します。

こ の よ う な 課 題 を 解 決 す る の が、 弊 社 の ご 提 供 す る
「MagiPass（マギパス）
」です。MagiPass はインターネット・

不正アクセスを許さない MagiPass

バンキング認証利用に極めて大きな効果を発揮する画期的な
二要素認証ソリューションです。MagiPass には下記 3 点の

MagiPass を使えば、もし利用者のパソコンがボット化し

特長があります。

ていても、利用者がトークン・デバイスを USB ポートに挿

1) 誰でも、すぐに使える簡単な利用方法を実現している

入しない限り、ワンタイムパスワードが発生しませんので、

2) トークン・デバイスを配布すれば、利用者はすぐに利用

事前に盗まれる心配は一切ありません。また、仮にボット化

できる
3) 提供者側のコスト・管理負担が少なくて済む
MagiPass の利用イメージ

したパソコンからインターネット・バンキングにアクセスし
ても、実際の利用者がログイン処理の際に初めてワンタイム
パスワードを発生させ、その時点で認証するため、万が一、
そのワンタイムパスワードを盗んだ悪意を持つ第三者が利用
しようとしても、その時点で既に使用済みパスワードとして
認証拒否されます。

MagiPass の導入・構築
MagiPass は、仮想アプライアンスとして提供され、一
般的なインテルアーキテクチャ・サーバで動作している
VMware ESXi version 5 環境での導入が可能です。また、
社内などで利用する場合、Active Directry と連携させて認
証を行うこともできます。
利 用 す る ト ー ク ン・ デ バ イ ス は、YubiKey（ 開 発 元：
Yubico 社）を採用しています。YubiKey は電池不要で半永
MagiPass の利用イメージは次のようになります。

久的に利用できるため、電池交換が必要な液晶表示型のトー

1) パソコンの USB ポートにトークン・デバイスを挿入する

クンと比較し格段に運用コストが安く手間もかかりません。

2) インターネット・バンキングのログイン画面にアクセス

加えて、機械部分がなく壊れにくい構造ですので、配布する

する

手段等の取り扱いも簡便です。

3) ID とパスワードを手入力する（要素 1）
4) 続けてパスワードの入力領域でトークン・デバイスを指

必要とされるこれからのセキュリティ対策

で触り、トークン・デバイスから自動的にワンタイムパスワー
ド（要素 2）を入力する
5) ログイン処理の実行を行い、ログイン成功

加害者はサイバー攻撃を仕掛ける悪意を持つ第三者です
が、既にサイバー攻撃にさらされる危険が顕在化している状
況で、もし取りうる対策をとらず放置していれば、金融機関

二要素認証とは

を含む企業側にも責任がないとは言い切れません。企業ガバ
ナンスが問われる可能性すらあります。

二要素認証とは、利用者固有の異なる二つの要素を使うこ

トーテックアメニティでは、今回ご紹介した MagiPass の

とで確実に認証を行うものです。MagiPass は ID と固有パ

他、企業におけるインターネットアクセスを全て記録・保存

スワードという“記憶”に依存する要素と、トークン・デバ

し、セキュリティ・インシデントが発生した際には、すぐに

イスから自動発生するワンタイムパスワードいう“物理的・

問題のある通信を検索・抽出・可視化するネットワーク・フォ

機械的”な要素の二つを組み合わせることで安全な認証を実

レンジック製品「NetRAPTOR（ネットラプター）
」
、そして

現しています。

標的型攻撃メールを受け取らない様に、
外部からの安全なデー

ワンタイムパスワードを使うという点では、先述の個人端

タ受信を実現する「EASY FILE EXPRESS（イージーファイ

末にワンタイムパスワードを送信して入力させる仕組みも同

ルエクスプレス）
」
を自社で開発・ご提供しています。サイバー

様ですが、この仕組み自体に包含されている問題が悪用され、

セキュリティ対策をお考えの際は、これらの自社製品に加え、

インターネット・バンキングによる不正送金が増加してし

セキュリティインテグレータとして幅広い観点で解決手段を

まったとすると、以下に述べる点で有効な手段となります。

ご提案するトーテックアメニティにご相談ください。
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最新の金融機関経営管理手法
～経営管理ダッシュボードの活用～

日本マイクロソフト株式会社
プリンシパルプラットフォームスペシャリスト

内田 克平

世界情勢の変化が激しく、運用などの環境も厳しい中、金融機関は外部環境に左右されない収益を上げる必要に迫
られている。その中で先進的な金融機関は KPI 管理のような実績のある経営管理手法に IT を取り込んだ「経営管
理ダッシュボード」を構築することによって、経営の将来予測をより精緻化し、収益の安定化を目指している。
キーワードは 3 点

1. 広範囲の組織を経営管理する手法の取り込み、2. 収益予測管理型経営、3. 経営改善運動

の徹底である。

「経営ダッシュボード」が必要となる背景 / 課題
まずはお会いした銀行の経営層の方々の問題意識を紹介し

取り入れることが多くなってきた。このフレームワークは、
経営に必要な KPI を定め、これを可視化し、トラッキング

よう。

し、修正していく仕組みの導入である。有名な手法として、

問題 1. 合併により組織が大きくなり、この組織のサイズに

MSR 創刊号でも紹介した「シックスシグマ」あるいは「バ

見合ったマネジメントができていない。統合後半分
の支店長がこれまで一緒に仕事をしてきていない人

ランスドスコアカード」などがあげられる。
何故このようなフレームワークを取り入れるかというと、

間。性格がわからないので、どのようにアプローチ

「広範囲の組織の構成員が、経営者と同じ土台で理解ができ

すればよいかわからない。そのため、データに基づ

る指標」をもとに活動計画を立てられるからである。かつて

いて話しをしたい。

指標つくりだけに熱心で KPI が形骸化した過去を振り返り、

問題 2. 経営の着地を予測するためにはパイプラインマネジ

グローバル組織であっても、KPI が社員全員で議論できる共

メントが必須だが、営業が正しい情報を入力してく

通の「言葉」として改善運動につながるような方向性を目指

れない。パイプラインの確度さえ決まれば、経営は

しているのである。ちなみに著者が勤務しているマイクロソ

うまくいくのだが、確度に関する決定を誰がするの

フト社も「スコアカード」マネジメントを取り入れ、グロー

かがあいまい。

バルの子会社 / 社員がすべて同じ経営指標を語れるようなフ

経営統合 / 業務の多様化の過程において、組織の大きさに

レームワークつくりをしている。

比例して、相応しいマネジメントができていないこと、特に

ここで大手銀行の経営ダッシュボードを見てみよう。次

経験と数字による判断バランスがくずれ、必要なデータに基

ページの図 1 では、ダッシュボードとして KPI がわかり易

づいて迅速な判断が難しくなってきている現状を見て取るこ

く表示され、赤、緑のような信号で最新のステータスの状態

とができるだろう。こうした問題を解決するため、
「経営ダッ

を見せている。誰もが理解できる共通の指標、そしてその状

シュボード」
が出現し、
取り入れ始められている。ではこの
「経

態、それをどう改善していくべきかがダッシュボードとして

営ダッシュボード」を成功させるための 3 つのポイントを順

アクセスできるようになっている。KPI はそれぞれの会社が

次見ていきたい。

取り入れた経営管理フレームワークに沿って表示できるよう

Point.1
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最近ではある程度成熟してきた手法をフレームワークとして

広範囲の組織を経営管理する手法

（フレームワーク）の取り込み

に工夫がされている。
運用例として、ダッシュボードの KPI の一つ「融資」が
赤信号であった時、緑に変えなければいけないが、対策を打

まず以前よりも広範囲になってきた組織（ホールディング

つ前に融資がどういう状態になっているか、ダッシュボード

ス、海外支店、商品 / チャネル）をマネジメントするために、

から赤信号をドリルダウンする形で分析できるようにしてい

る。
「分解ツリー」と呼ばれるこの可視化手法は、融資の合
計額から、融資のタイプ、融資が集中している都市、その中

Point.3

経営改善運動の徹底

から融資額の多い企業をすぐに特定できる。分析角度を自在
に変えることも可能である。

最後に必要な工程は、予算と収益予測の GAP を埋めるた

このように経営ダッシュボードによって広範囲の組織の社

めの段階的な改善運動である。新しい改善運動フレームワー

員が現在の会社の状態、自分の組織の状態、自分自身の状態

クである COE（Correction of Error）をここでは紹介して

を最新の KPI 情報を通して理解し、対策を打つための分析

おこう。

をし、そこから経営改善運動を推進していくのである。

COE は収益予測管理を行った後、目標と予測との間に
GAP が生まれたときにその GAP を埋めるための修正プラ

Point.2

収益予測管理型経営

ンの提示である。リテール部門であれば、原因分析の後、目
標までの残り期間で、商材のなかから適切な商品を選び、ど

2 番目のポイントでかつ最も重要なキーワードがこの収益

のチャネルを使ってどのセグメントに届けるのかプランニン

予測管理型経営である。冒頭の金融機関経営層の発言にあっ

グし直すことになるだろう。COE は必ず経営ダッシュボー

た「パイプラインマネジメント」とはこのこと。パイプライ

ドの中で行われる。

ンとは「案件の進捗状態」と「案件の成約確度」を掛け合わ

理由が 3 つある。一つは、修正したプランをダッシュボー

せたものだ。達成すべき「予算」に対して、マネジメントす

ドに公開して、関係者との徹底的なシェアを行うからである。

るデータは「実績値」だけでは足りなく、
「パイプラインデー

他部門はシェアされたプランを閲覧し、いいアイディアが盛

タを含んだ予測値」を「実績値」に上乗せして、予算との

り込まれているものは自分の部署に取り込むことが出来よ

GAP を見る必要がある。

う。二つ目はプランの修正を行った場合の、予想値を可視化

経営ダッシュボードでは正確なパイプライン情報を表示

し、アクションプランの議論内容を全部門でコンセンサスを

し、
「予算」と「実績＋パイプラインの積上げの GAP」が常

取る必要性から。これはダッシュボードの中で、現状が続い

に表示されることになる。例えば担当者別にパイプラインを

た場合（修正前）の予想図（グラフ）とアクションプランが

積み上げ、予算に対する GAP を赤、黄、緑の信号でお知ら

ワークした場合（修正後）の予想図（グラフ）との対比で理

せし、どのような商品を推奨すればその GAP を埋められる

解ができよう。三つ目はどの部門（のどの部署）が、全体に

かがナビゲートできる。つまりこの収益予測管理型経営によ

どの程度のインパクトを与えているかを全体でシェアし、責

り将来予測を取り入れることで、
「柔軟な経営の方向性のか

任の明確化を行うからである。

じ取りを事前に準備しておく」ことが可能になる点が注目を
集めているといえよう。

今後の検討事項
今回上げた 3 つのキーワードは経営ダッシュボードを使っ

図1

たマネジメントには非常に重要で
あるが、まだまだ検討すべきこと
はある。この 1 ～ 3 までのアク
ションを 1 年間のなかでそうい
うサイクルで運用していくのか、
KPI などを全社員に徹底させるた
めにどのような工夫が必要か、パ
イプラインを正確に入力させ収
集するために必要なことは何かな
ど、興味がある方は下記のメール
アドレスまで問い合わせていただ
ければ、必要なアイディアを共有
していこうと思う。

kappeiu@microsoft.com
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外為総合インターネットサービス
～ CrossMeetz ～

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

金融ソリューション事業本部
新日鉄住金ソリューションズは、金融機関向けのインターネットバンキングサービス CrossMeetz を提供してお
り、現在 7 社の金融機関様にご契約いただいております。
CrossMeetz は法人顧客と行われている外為取引をインターネットを介したクラウド型のサービスとして総合的
にご提供。金融機関の既存顧客の囲い込みと新規顧客基盤の創出に寄与します。

CrossMeetz が解決する課題
厳しい競争環境の中、地域金融機関ではお客様とのリレー

関のブランドで提供（ホワイトラベルサービス）いたします
ので、顧客サービスを拡充し、顧客取引の更なる拡大に寄与
します。

ション強化のために様々な取り組みを進めています。特に近
年インターネットの浸透を背景に、新たなチャネルを活用し

サービスの特徴

顧客を多面的に囲い込むためのサービスが重要視されていま
す。しかしながら、統合された外為インターネットバンキン

CrossMeetz の最大の特徴は、SaaS 型によるクラウド

グサービスを提供していないため、送金、L/C の開設申し込

サービスという点です。旧来のように、高価なシステムや

み等の事務の効率化、タイムリーな為替予約の締結といった

ハードウェアを購入する必要はありません。サービスは、

法人顧客のニーズが充たされていない状況にあります。また

弊社が運営するデータセンター absonne( アブソンヌ ) か

金融機関としても、そうしたニーズに応えられないことで、

らインターネット経由で提供され、金融機関、法人顧客は

きめ細かい顧客対応ができず、取引が他行に流れ、取引量を

ブラウザのみで即時利用することが可能です。また、
「使っ

伸ばすことができていないという課題を抱えています。

た分だけ利用料を払う」料金体系のため、高額なシステム

当社の CrossMeetz は既存の法人向けインターネットバンキ

導入費や固定的な費用負担から解放され、安価かつ迅速に

ングで手薄な「為替予約サービス」をはじめ、
「外国送金サー

外為サービスを法人顧客向けに提供することが可能です。

ビス」
、
「輸入信用状開設・変更サービス」を導入する金融機

14

為替予約サービス

今後の発展

CrossMeetz の為替予約サービスにより金融機関は為替

CrossMeetz は、外為総合サービスとして今後順次サー

リスクを最小限に抑え、顧客ニーズに合わせたサービス提

ビス内容の拡張を予定しており、拡張性や将来性も大きな

供時間の拡大、事務効率化等、為替予約業務の最適化を行

特徴の一つです。「メールサービス」「外貨預金サービス」

うことができます。また、実勢レートの顧客への配信、リー
ブオーダー（指値注文）の自動受付・発注に対応しており、
取引先との取引機会と収益の拡大に貢献します。
CrossMeetz は 360T 社※のサービスと連携することで、
自動実勢レート配信、自動取引レート提示、自動カバー取
引執行を実現しております。
※ 360 Treasury Systems AG 社（360T 社）ドイツに本社を置く
マルチバンク・ポータルを提供するベンダー。

お客様の導入事例

「被仕向け送金」などの追加を検討しております。また、
既存サービスに対する定期的な機能改善を実施してきて
おります。
CrossMeetz はお客様のニーズを反映し、継続的に成長
していきます。ぜひ金融機関と法人顧客のリレーション強
化の手段として CrossMeetz のご利用をご検討ください。

●お問い合わせ

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部
担当：芦川周

ここで CrossMeetz 為替予約サービスをご利用いただ
いている大手地方銀行様の事例をご紹介します。お客様
はインターネットによる為替予約の提供を、銀行の業務効
率化に加え、法人顧客における事務効率化と内部統制強化
を目的として検討し、カバー取引の自動締結やリーブオー
ダーなど先進的な機能が備わっていたことが決め手となり

ashikawa.amane@ns-sol.co.jp

電話：03-5117-5902
ロゴ：新日鉄住金ソリューションズ（CrossMeetz）
※ CrossMeetz および CrossMeetz のロゴは、新日鉄住金ソ
リューションズ株式会社の登録商標です。
※ absonne( アブソンヌ ) は、新日鉄住金ソリューションズ
株式会社の登録商標です。
※その他本文記載の会社名及び製品名は、それぞれ各社の商
標又は登録商標です。

CrossMeetz をご採用いただきました。
CrossMeetz の導入により、操作性が高く、取引に関す
る情報共有がお客様の社内で容易にできる、といった特徴
を備えたインターネット為替予約サービスが初期投資を抑
えて実現できました。また 360T との接続により競争力の
ある取引レートが提供できるようになりました。操作性の
面でも法人顧客から評価を受け、サービスの利用数を拡大
しています。
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Profile

Global IT Innovator
NTT データグループは、激変する資金証券分野にグループのトータル力で最適な解決策を提供いたします。
高度な業務ノウハウを必要とするリスク管理分野をはじめ、金融工学を活かした市場系ソリューション、さらに
は証券決済制度改革への対応など資金証券分野の広範な業務をサポートする多彩なソリューションをご提供いた
します。以下、NTT データグループ各社のソリューションを紹介します。

株式会社 NTT データ

活用し、また弊社が専属のコンサルタントと規制内容のすり

バーゼルⅢ流動性規制対応システム

実現します。また、地域金融機関の実情に即し、オペレーショ

http://www.nttdata.co.jp/services/master/index.html

ン負荷の少ない使いやすさを念頭に置いた機能設計を実施し

2015 年より段階的に施行される「バーゼルⅢ流動性規制
対応」について、NTT データでは 2012 年 7 月より監査法

合わせを行うことで、短期間でユーザー負荷の少ない開発を

ます。
今回の GMS2013 金融市場国際フォーラムにおいては、

人と提携し、各地方銀行担当者様と勉強会を設けるなど、積

バーゼルⅡに引き続きバーゼルⅢ流動性規制対応を専門とす

極的な検討を進めてきました。

る弊社スペシャリストの講演とシステム化イメージを掴むた

この度、本システムを開発するに当たっては、バーゼル規

めに有用なソリューション概要を展示することで、ご来場の

制対応信用リスクアセット計算パッケージ国内トップシェア

皆様へバーゼルⅢ流動性規制対応への弊社取組をご紹介しま

の
「Basel Master®」
及び市場リスク・ALM 管理ソリューショ

す。

ン「Banking Analyze Master®」の計算ロジックを最大限

技術を駆使して、お客様ビジネスの発展や収益拡大に貢献す

株式会社 NTT データ・フィナンシャル・
ソリューションズ（NDFS）

る価値あるサービスの提供を目指しています。

金融工学を活かした市場系ソリューション

バーグ・サミット首脳声明を契機とした国際監督規制の強化

http://www.nttdata-fs.co.jp/

や金融市場全体を取り巻く取引慣行の変質等、金融機関の皆

題に端を発した金融危機が巻き起り、その後の G20 ピッツ

株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャル・ソリューション

様を取り巻く環境が大きく変化してきております。特に店頭

ズは、
長年にわたり培ってきたロケットエンジニアリング（流

デリバティブ取引市場に関しては、2012 年 11 月の清算機

体力学の解析技術）から発展させた金融工学と公共・金融シ

関の利用義務付け
（清算集中）
2013 年 1 月の取引情報の保存・

ステム開発で積み上げた確かな IT 技術を融合させた先進的

報告義務の導入（取引報告制度）を皮切りに、様々な規制の

なソリューションを提供する企業として 2008 年に設立され

変更、追加がなされたのは周知のとおりです。

ました。2012 年 6 月からは NTT グループの一員となり、

16

弊社が設立された 2008 年は米国サブプライム・ローン問

また、規制に直接関わらずとも、店頭取引における市場

金融商品の取引管理やリスク管理等の IT ソリューションを

リスクと信用リスク、信用コストの相関を考慮したプライ

はじめ、金融商品のプライシングモデル開発やコンサルティ

シングが常識となりつつある中、Libor フラットカーブによ

ング、研究開発まで、市場金融系分野における様々なサービ

る時価の認識の限界からテナー、カレンシーのベーシススプ

スをワンストップで提供し、最先端の金融工学と高度なＩＴ

レッドを考慮し、取引の属性に準じたディスカウント、フォ

ワードカーブの適用をプライシングに如何に“マルチ“に取

ング環境が必要となることが自明となります。弊社は 2010

り入れるかの考慮が必要となります。また、適切な限度枠

年頃よりマルチカーブプライシング、CVA、IM、RWA 等

管理を実現する為にシミュレーションを駆使した期待エク

に代表されるモンテカルロシミュレーションによる評価技法

スポージャーの計測、カウンターパーティクレジットリス

とそれらの HPC（High Performance Computing）環境へ

クを把握し、ファンディングコストを精緻に見積もる為の

の適用化を事業戦略上の最重要施策と位置付け準備を進めて

CVA,DVA,FVA 等の各種評価調整額の導入、清算集中制度

まいりました。これらのコア技術を弊社市場系ソリューショ

の有無に関わらず、徹底した担保（証拠金）額の計算の為の

ン「Prélude Enterprise」への適用はもとより、自社独自開

ストレス VaR 的アプローチによる IM（Initial Margin）の

発モデル、グローバルで専門特化した各ベンダー、アドバイ

検討等、市場はますます統計数理的アプローチを無視できな

ザリーと連携した高次元のサービスを提供すべく活動してお

くなってきております。

ります。国内発の金融エンジニアリングベンダーとして、金

このようなシミュレーション技術を駆使した評価、管理を
実現するためには、より高性能且つ大規模なコンピューティ

融取引市場の新たなステージに向かってオンリーワンの存在
になるべく活動してまいります。

はお客様と共に日々進化し続けているのです。そんな私たち

株式会社エックスネット

は自らを ”Outsourcing Expert”と呼び、単にシステムや

機関投資家向け資産管理システムサービス

スキームへの対応を通じてお客様の業務をサポートする企業

http://www.xnet.co.jp/

と位置づけています。

アプリケーションを提供するだけではなく、データ提供や新

株式会社エックスネットは 1991 年の創業以来一貫して全

業務をサポートする為には管理対象資産に制限を設ける事

ての金融機関さま向けに「運用資産管理システム」を「サー

はできません。
「XNET サービス」では内外や現物、デリバ

ビス」として提供して参りました。まだ「ASP」という言葉

ティブ、融資など全ての運用資産に対応しています。また業

が無かった当時から、変化の激しい金融市場で日々正確さを

務的な括りであるフロント、ミドル、バックという切り口に

要求される運用資産管理業務をサポート致しております。

もフロント～エンド一貫して対応しています。通常お客様の

90 年代の金融不況以来、各金融機関さまでは人材不足と

頭を悩ませている各セクションでの二重入力や三重入力は

コスト抑制に頭を痛めておられます。反して市場取引の世界

「XNET サービス」のユーザーさまでは既に解消され過去の

では続々と新商品が登場し、制度や慣習が世界の情勢を反映
し激しく変化し、お客様はそれらへの対応を常時迫られてい
ます。

ものとなっています。
一番の特徴としては、弊社はヘルプデスクを設けていま
せん。お客様へのサポートは全て専任の担当者 ”Client

弊社ではお客様が実際にお使いになるシステムを弊社が作

Executive”とその所属チームが行い、個々のご事情を承知

成してご提供するというビジネスを過去 22 年間一貫して続

した上で対応していますので、きめ細かいサービスに定評が

けてきた事で、それらへの対応について膨大なノウハウの積

あります。

み上げがあります。また、お客様はそのノウハウの結晶とも

最近では運用資産管理の枠を超え銀行さまの預金流出防止

いうべきアプリケーションを月々定額でご利用頂く事ができ、

策の一環として注目されている各種「個人向け信託商品」へ

ソフトウエアの更新料や新商品の登場・各種変更毎に行って

の対応など、機能の幅は広がり続けています。
「XNET サー

いたベンダー選定も不要です。一貫して仕様変更と機能追加

ビス」はこれからもお客様の NEXT をサポートし続ける企

を行いますので、多くの場合は要件定義すら必要ありません。

業であり続けたいと考えております。

大手生損保さまや多くの各種運用機関さまで既に「XNET
サービス」は様々な用途で利用されており、日々膨大な業務

NTT データグループは、資金証券分野の様々な変化や新た

を処理し続け、目前に迫る国際会計基準（IFRS）への対応

な潮流を確実に捉え、最適なソリューションをグループ一体

など各種変化に対応しています。つまり「XNET サービス」

となってこれからも提供して参ります。
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データ分析とモデリングに対する洞察
MathWorks Japan http://www.mathworks.co.jp/
https://www.mathworks.co.jp/programs/other/modeling-analysis-financial-services-perspective.html
世界金融危機後にデータ分
析とモデリングの重要性が高

論し、トレーディング戦略や大規模データ対応を探求し、将
来トレンドとレコメンデーションを提供します。

まるなか、弊社では金融機関
が抱える課題、今後の主要強

●調査結果の例

化項目について独自に調査を

・83% の金融機関はモデル開発プロセスのスピードアップに

実施し、レポートをまとめま

取り組んでいる。

した。上記 URL より本レポー

・モデルのビジネスプロセスへの統合に、現在は 51% が「数

トを無償でダウンロードする

か月」掛けている。しかし、バイサイドの 75% は今後「数

ことが出来ます。業界動向調

日」に削減したいと回答。セルサイドの 40% は「数時間」

査の一助としてご参照頂けましたら幸いです。

に削減したいと回答。

データクオリティの重要性、迅速な分析、トレードライフ

・データクオリティ（67%）
、スマートなモデル（54%）実

サイクルにおけるモデルの導入について、業界エキスパート

行スピード（50%）がトレード戦略の成功に最も重要な要

43 名の洞察を 21 ページに渡るレポートでご紹介しておりま

因。

す。業界動向を俯瞰し、金融モデルの利用と実装について議

One stop solution
One
solution
withstop
professional.
with professional.

すべてのプロフェッショナルに。

すべてのプロフェッショナルに。
さくらケーシーエスは、金融・公共・産業にわたる幅広い分野において、
都市型データセンターを起点としてさまざまな情報サービスを総合的に提供する
さくらケーシーエスは、金融・公共・産業にわたる幅広い分野において、
「ワンストップ・ソリューション」体制を構築し、
都市型データセンターを起点としてさまざまな情報サービスを総合的に提供する
お客さまのＩＴ化をご支援しております。
「ワンストップ・ソリューション」体制を構築し、
お客さまのＩＴ化をご支援しております。

金融機関さま向け商品ラインアップ

市場系統合管理システム「Arpeggio
( アルペジオ )」
金融機関さま向け商品ラインアップ

マルチフィルタリングシステム「Pursuer ( パーサー )」
市場系統合管理システム「Arpeggio ( アルペジオ )」
金融機関向け決算システム
マルチフィルタリングシステム「Pursuer ( パーサー )」
融資未収利息統合管理ソリューション
金融機関向け決算システム
顧客サポートシステム
融資未収利息統合管理ソリューション
電子記録債権対応 一括ファクタリングシステム
顧客サポートシステム
電子記録債権対応 一括ファクタリングシステム
金融ソリューション事業部
金融営業部
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神戸金融ソリューション部

東京都中央区日本橋室町 4-5-1
TEL（03）5200 - 1761
金融ソリューション事業部
FAX (03）5200 - 1764
金融営業部

兵庫県神戸市中央区播磨町 21-1
TEL（078）391 - 7377
FAX (078）333 - 9832
神戸金融ソリューション部

東京都中央区日本橋室町 4-5-1
TEL（03）5200 - 1761
FAX (03）5200 - 1764

兵庫県神戸市中央区播磨町 21-1
TEL（078）391 - 7377
FAX (078）333 - 9832

Profile

大きく深化するアルゴリズム
株式会社数理システム http://www.msi.co.jp

ポートフォリオ最適化、与信、プライシングなど金融実務
の要請は大きくは変わりません。一方で、ここ 10 年ほどの

解ができるように修正する方法など有用な技術が生まれてい
ます。

計算技術の進歩は著しく、下方リスクや実務的な制約を持つ

今後は Web サーバ機能を備えたオールインワンの金

多期間ポートフォリオ最適化が既に実用化されています。与

融工学ツール FIOPT、フリーな統計解析法エンジン R に

信には最新のデータマイニング技法が用いられるなど、金融

NUOPT を組み込む (RNUOPT) など実務へのより一層の

実務をバックグラウンドで支えるアルゴリズムや計算機環境

浸透を目指します。

は大きく深化しています。
株式会社数理システムは，コンピュータサイエンスを活用
した数理的な技法の開発と実装を 30 年にわたって続けてき
ました。その中で最適化パッケージ NUOPT、データマイ
ニングソフトウエア Visual Mining Studio など金融分野に
特化はしていませんが、金融工学の現場で活躍するツール群
が生まれています。これらツールを核に、実務家の皆様の問
題解決をする中で、年単位の格付け推移行列を月単位に分解
する手法やモンテカルロ法に用いる相関行列をコレスキー分

Profile

金融 IT のプロフェッショナルが
お客様の事業をシステム面から支援
株式会社イースティル

イースティルは独自特許技術や IT 応用力を武器にコスト
パフォーマンス、高可用性、低遅延において世界最高水準の
取引所接続・配信システムを構築、運用しています。

http://www.estijl.com

以上の電文を捌くことができる高度な技術力と運用能力を備
えています。
イースティルには金融業界が抱える課題を解決、支援させ

アベノミクスから波及する市場活発とアルゴトレードの増

ていただくための IT 技術のエキスパートが集結しています

加が掛け合わされ、今日の取引量、電文流量はかつてないほ

ので、現在のシステムインフラの性能やコスト、取引所制度

どに膨れ上がっています。更に、相場システム関係者にとっ

改定などでお困りでしたら、ぜひともお気軽にお声がけくだ

ては無視することができないデリバティブ市場統合や呼値

さい。

（株価刻み）改訂など、取引所の制度
変更はすぐそこまで迫っています。

ま た、 こ の た び Android や iOS
などのスマートデバイス向けクライ

イースティルでは、これらめまぐ

アントアプリのプラットフォーム

るしく変化する金融市場に対応して

「イースティル・マーケット」や情

いくため、日夜進化に向けた研究を

報配信システムに今後求められる通

重ねており、システムインフラの

信方式の参考出展も予定しておりま

チューニングを施し続けてきた結果、

す。

現在では PC サーバで秒間 50,000 件
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AIU 損害保険株式会社 http://www.aiu.co.jp/

未来は明るい、と言えるイノベーション
「成長」
「飛躍」
「機会」
「可能性」そして「胸の高鳴り」･･･。
変化は、新しい“何か”をもたらしてくれます。しかし、と

と胸を張って言えるように。私たちはこれからも“安心”を
進化させ続けます。

きには先が見えず、戸惑うこともあります。私たちは、そん

GMS2013 の展示では、サイバー攻撃による情報漏洩リス

なときにこそ頼れるパートナーでありたい。新しいことに挑

クや業務停止による逸失利益を補償する新商品 CyberEdge

むお客さまに、世界 130 以上の国や地域におけるネットワー

（サイバーエッジ）や会社役員に対する株主・取引先等から

クと経験をもつ AIG グループの一員として私たちにしか提

の訴訟リスクに対応するマネジメントリスクプロテクション

供できない“世界品質の安心”をお届けしていきたい。

保険など、AIG グループのグローバルな経験を活かし、企

1946 年から日本で外資系損害保険会社のパイオニアとし
て営業を開始して 60 年余り、AIU はずっと時代の変化に対
して、既存の概念にとらわれない新しい価値を持つ商品や
サービスを創り出し、ご提供してきました。時代がどんな

業を取り巻く昨今のリスク環境の変化に対応した、当社商品
の数々をご紹介しております。
是非足をお運び頂き、損害保険の新しい風を感じて頂けま
したら幸いです。

に変わっても、いつも未来に可能性を感じ、
「未来は明るい」

MSOG

検索

Market Solutions Online Guide（MSOG）
金融市場 IT ソリューションのポータルサイト

MSR31号ー最新号
March 2013 Vol.6 No.1

金融市場 IT マガジン

第

31

号

http://www.msog.jp/review/
■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

杉浦

宣彦

遂に公表された FATCA 最終規則

中山

太郎

改正犯収法対応

竹田

淳一

改正犯収法と反社会的勢力対策

鈴木

仁史

AML フィルタリングソリューションの必要性について

村田

隆洋

オペレーショナル・リスクと社会的責任の一体的理解

浅沼

宏和

住宅ローンの生涯収益計算

花島

登・三上

アジア 3 ヵ国出張記
いもあらい坂物語
日本国債は大丈夫か？

林

華美

道雄

田沢

務

平井 こうたろう

http://www.msog.jp/

過去の MSR をダウンロードしてご覧いただけます。
企業と金融機関をつなぐベスト・ソリューション・パートナー

20

Profile

世界標準×ジャパン・イノベーション
テクマトリックス株式会社

http://www.techmatrix.co.jp

金 融 商 品 の 時 価 評 価・ リ ス ク 分 析 ツ ー ル の デ フ ァ ク

ジェクト指向型プライシングフレームワークです。従来の

ト・スタンダードとして世界中から高い評価を得ている

FINCAD Analytics Suite と比べて、対応商品カバレッジ及

「FINCAD」
。テクマトリックスは FINCAD 製品の国内総販
売代理店として 1996 年に同サービスの取扱いを開始して以

び柔軟性、拡張性が更に拡張されております。
Apreccia（市場系統合約定管理システム）

来、製品の販売・サポートのみならず、FINCAD を基軸と

シリーズ累計 90 サイトの導入実績を誇る市場系統合約定

した市場系統合業務ソリューション、
「FINCAD Analytics

管理システムです。フロント・ミドル・バック業務を横断的

PLUS」を独自で立ち上げ、様々な業種のお客様に同サービ

にサポートするための機能が数多く搭載されております。

スを提供しております。

Trading VaR（市場リスク管理システム）

FINCAD Analytics PLUS サービス概要
FINCAD Analytics Suite
金融商品評価ツールとして 20 年以上の実績を誇るプライ

ミドル業務における VaR、感応度計測、シミュレーショ
ン等に特化したリスク管理システムです。オフバランス商品
を含めたトレーディング勘定の VaR、リスク指標、及び公

シングツールキットです。世界 80 か国以上のお客様にご愛

正価値を日次で算出する事が可能となります。

用いただいており、国内でも既に多くのお客様にご利用いた

ALARMS（保険向け ALM システム）
保険会社（生保・損保）様向けの ALM（資産・負債総合管理）

だいております。

と市場・信用リスクの計量化を単一システム上で実現した統

F3
FINCAD 社がこれまでの実績を基に新たに開発したオブ

Profile

合型 ALM システムです。

金の持続的な需要を喚起する
リーダー組織として
ワールド ゴールド カウンシル http://www.gold.org

takahiro.morita@gold.org

ワールド ゴールド カウンシルは、金市場の育成を目的と

米国などにオフィスを有しています。

する組織です。投資、宝飾、テクノロジー、政府関連分野に
おいて、金に対する持続的な需要を喚起するためのリーダー
シップ活動を行っています。
また、需給動向や資産クラスとしての金について、定期・

金現物の用途別内訳
1
金の地上在庫＝ 171,300 トン（8.7 兆ドル）

不定期のリサーチ・レポートを刊行しております。定期刊行
物として「ゴールド・デマンド・トレンド」
（Gold Demand

20.69m

資家にとってのテールリスクと金の役割」などの日本発レ
ポート、金や金投資に関連する様々なテーマについてタイム
リーな研究調査レポートなど不定期に発行しています。これ
らは当社ウェブサイト www.gold.org より無料でダウンロー
ドしてご覧になれます。
ワールド ゴールド カウンシルは世界の主要金鉱山会社を
メンバーに持ち、英国本部のほかインド、中国、日本、欧州、

20.69m

宝飾品
84,300t
49.2%

公的部門
29,500t
17.2%

その他 2 24,400t 14.2%

Trends（季刊）また「資産クラスとしての金」
、
「日本の投

民間投資 t
33,000t
19.3%

1. 2011 年末現在トン数 金価格は 2011 年平均
2. その他加工用（12.1%）およびその他不明（2.1%）含む
Source：Thomson Reuters GFMS,US Geological Survey,World Gold Council
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世界最高の精度を誇る NEC の生体認証技術
http://www.nec-nis.co.jp/ja/

NEC 情報システムズは、NEC グループで培われた先進

●顔認証入退管理システムについて

IT 技術とノウハウで開発から運用までライフサイクルをトー

世界最高の精度を誇る顔認証技術を活用する事で、精度の

タルでサポートします。また NEC の中央研究所とともに進

高い本人確認を実現致します。また、お客様のニーズに合わ

めている先端技術開発の取り組みや先進技術を駆使した情報

せたカスタマイズが可能で、セキュリティや利便性を向上さ

通信システムや製品組込みソフトの開発を行っています。

せる事が可能です。更に、操作パネルとしてタブレット端末

NEC の生体認証技術への取り組み

を採用することにより、顔画像の撮影、映像表示、音声案内、

約 40 年以上にわたる指紋認証と約 20 年以上にわたる顔
認証の技術研究への取り組みにより、バイオメトリクスのグ

タッチ操作をカスタマイズでき、ニーズに合わせたユーザー
フレンドリーな認証システムを実現します。

ローバルリーダの地位を獲得。世界各国の指紋捜査、出入国
管理、国民 ID 等の国家プロジェクトから企業内での PC ア
クセス認証、入退出管理まで幅広くご活用いただいています。
●世界 No.1 の精度
米国国立標準技術研究（NIST）が主催した精度評価コン
テスト（MBGC・MBE）に連続で参加。両コンテストとも
に、2 位以下のベンダに圧倒的な差を付けて世界 No.1 を獲
得。http://www.nec.co.jp/press/ja/1001/2001.html

Profile

「常にパイオニアであれ」
をモットーに
ミューレックスアジア株式会社 http://www.murex.com/ja_solutions.php

ミューレックスは証券、銀行、アセット・マネージャー、
一般企業等、世界中に 200 を超えるお客様企業と 30,000 名

とも、ユニークな特徴であり他社との差別化要因であると考

以上のユーザー様を持ち、資本市場における様々な業務支援

えています。弊社がこのように継続的で長期的なお客様との

ソリューションを提供しています。弊社は 20 年以上もの間、

関係を大切にするのは、日々のお客様との協働、お客様から

これらのソフトウェア開発分野で信頼性の高いトップ企業と

のご指導、お客様への支援を通して弊社も社員も成長し進化

して常に世界の最前線で活動して来ました。最新の MX.3™

することができるからです。こうした理念もまた、弊社を支

プラットホームではフロント、リスク管理、バックオフィス、

える会社の遺伝子となっています。

アセットマネジメント業務において、統合管理可能な革新的
なソリューションを提供致します。

デリバティブ市場で近年お客様が直面する経営課題や業務
課題には、電子取引基盤、店頭デリバティブ取引の清算集中、

本邦では 1994 年に日本法人を設立、東京でオフィスを構

非清算集中取引に係る証拠金規制など、法令や制度、業界慣

えて以来 19 年間、日本のお客様に対してソフトウェア製品

行や実務指針、故に業務要求ひいてはシステムへの業務要件

の導入提案、販売、導入支援、保守を行ってきました。弊社

が明確に定まっていないものが数多く含まれます。そうした

がユニークであるのは、市場系トレーディング・リスク管理・

課題に対する解決策をお客様と共に考え、微力でもソリュー

事務管理、関連他システムとのインターフェース等それら業

ションを提供できるビジネス・パートナーであり続けたいと

務に関わる技術に特化した領域のみにおいて、事業を展開し

考えています。

ていることです。
加えて、営業や提案段階から導入、保守にわたり同一のエ
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ンゲージメント・チームが一貫してお客様をサポートするこ

ビジネス・ディベロップメント 担当者：筧（かけひ）
、森永（もりなが）
TEL：03-3519-8510 E-mail：bizdev-japan@murex.com

Profile

次世代トレーディングシステム
ソリューション
日本ヒューレット・パッカード株式会社

http:www.hp.com/jp

来年 7 月までに具体的適用が始まるとされている米国ドッ

瞬時の的確な判断が求められるトレーダーたちにとって最善

ド・フランク法は、米国の金融法制を大きく変えるものと

なクライアント環境は、シンプルに構成され、ストレスな

言われています。その中でも特に、
「取引内容の記録・保存

く情報を追跡できる環境です。WEY oneDeskSolution は、

（Record Keeping）
」については大きな変化があります。

従来のデスクトップ環境を画期的に改善し、業務効率をあげ

新しい規制では、昨今の IT 技術の進歩を踏まえて、メー

るためのサポートを致します。また、同時に省スペース、省

ルや電話の通話記録等をはじめとしたさまざまなものが記

エネにより一人当たりのランニングコストを抑えることが可

録・保存の対象となり当局検査において速やかな提出が義務

能です。

つけられる事となりました。そのため、米国の金融機関は法

マルチディスプレイに優れた AMD のグラフィクスカー

令遵守のために準備を積極的に進めています。今回の講演で

ド、高速安定稼動の日本 HP ワークステーション、株式会社

はこれらの取組について、HP 社が携わった実例を踏まえて

ナナオの高精細モニタ、エトラリ株式会社の MDS 専用キー

ご説明いたします。

ボードに金融情報ツール「トムソン・ロイター・アイコン」

展示ブースでは、トレーダーの作業効率アップとコストダ
ウンを同時に実現する次世代のトレーディングシステムソ
リューションをご紹介します。大量のマーケット情報を元に

Profile

を融合しご紹介致します。
海外でも採用実績のある最新のソリューションを是非ご覧
ください。

システムの効率化・高速処理化を追求
株式会社インテリジェントウェイブ http://www.iwi.co.jp/

インテリジェントウェイブ（IWI）は、トレーディングシ

ている中、信頼性が高い情報基盤の提供は勿論ですが、バッ

ステムのフロント分野でマーケットデータを中心とした高速

ク系分野におけるリコンサイル等の高品質なプラットフォー

情報配信基盤のご提供に留まらず、ネットワーク診断や分析

ムの提供により、システム全般の効率化・高速処理化に寄与

エンジン等の付加価値を付けて提供しております。

していきます。

IWI は、高速通信ミドルウェア技術を軸として、20 年以
上にわたり市況情報シ
ステム基盤の開発・販売
を行っており、これまで
大手証券会社、オンライ
ン証券会社、メガバンク
等の金融機関を中心に約
50 社の導入実績がござ
います。
昨今の市場環境におい
て、フロントシステムで
のトラフィックが増加し
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自著を語る

内部監査入門
日本金融監査協会（http://www.ifra.jp/）編

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章

内部監査の基礎知識
リスクベース監査の実務
リスク管理態勢の監査ポイント
コンプライアンス態勢の監査ポイント
システム監査のポイント

近年の国際金融危機の経験は、金融機関のリスクガバナンスの

執筆者代表

碓井 茂樹

（日本銀行企画役、FFR ＋代表）

本書の内容・構成をどうすべきかを話し合いました。

強化・見直しを迫るものでした。内部監査部門には、リスクベー

本書では、まず、はじめに、国際的な内部監査基準や金融検査

ス監査の実践により、リスクガバナンス上の問題点を指摘するだ

マニュアルを踏まえ、内部監査に関する重要事項を丁寧に整理・

けでなく、その改善を促すことが強く求められるようになりまし

詳解することにしました。とくに、リスクの視点で、内部監査の

た。今や、プロフェッションとしての自覚とリスクガバナンス

実践ポイントを分かりやすく解説するように心がけました。リス

を評価できる専門的能力を身に付けた内部監査人の育成が急務と

クベース監査という言葉は広く知られるようになりましたが、ま

なっています。

だ、リスクベース監査の理解と実践については、必ずしも十分と

2011 年 3 月、わが国の金融界の有識者、実務家約 60 名が集ま
り、内部監査人の育成を支援する専門的組織を作る必要があると
の共通認識が示され、
「日本金融監査協会」が設立されました。
営利を目的としない「日本金融監査協会」の活動は、金融界の
有識者、実務家の方々の協力・支援を得て、順調に拡大していき
ました。
「日本金融監査協会」では、内部監査人の育成に役立つ研
修セミナーを、
年間 20 回以上、
企画・開催するようになっています。

は言えません。
内部監査の計画・実施・報告・フォローアップという各段階に
おいて、すべての内部監査実務をリスクの視点で組み立て直すこ
との重要性を強調することにしました。また、このとき、金融機
関の実践事例についても、可能な範囲で紹介しながら、
「レベル感」
「手触り感」をもって内部監査の実務に取り組んでもらえるよう
に配慮した積もりです。

「日本金融監査協会」では、各分野の第一線で活躍している専

さらに、内部監査人の専門的能力を高めるための各論も用意し

門家、実務家を講師として招き、良質な研修セミナーを実費相当

ました。具体的には、リスク管理態勢の監査ポイント、コンプラ

の価格で提供していることから、年々、個人会員、賛助企業・団

イアンス態勢の監査ポイント、システム監査のポイントに関する

体の登録が増えています。

解説を行う章を設けました。とくに金融機関の場合、本分野に関

また、
「日本金融監査協会」の研修セミナーは、基礎理論と実
践事例のバランスがとれており、その質の高さには定評がありま
す。初心者にも分かりやすく、経験者には内部監査の実務を考え

して十分な知識がなければ、自信をもって内部監査に取り組むこ
とができないからです。
わが国の多くの金融機関では、内部監査部門にも人事ローテー

るうえでのヒントが得られることから、毎回、研修セミナーには、

ションがあり、経営改善を促す内部監査人を育成するとはいって

全国の金融機関から多くの受講者が集まっています。

も、1 ～ 2 年程度の時間的余裕しか与えられないのが現実です。

ただ、日常の業務が多忙で、研修セミナーを受講できない内部

その意味では、内部監査人ほど、効果的な研修セミナーの受講や

監査人も少なくありません。また、研修セミナーを受講しても、

標準的テキストによる自習が必要となる職種はないのではないか

もう 1 度、よく復習して内容の理解を深めたいというニーズも寄

と思います。

せられました。こうした要望を受けて、
「日本金融監査協会」主
催の研修セミナーの講師 4 名が、それぞれの講義内容をもとに本

本書が内部監査人の良きガイドとなり、価値ある内部監査を実
践するうえでの一助となれば幸いです。

書を著しました。
本書を執筆するに当たり、講師 4 名は事前に集まり、
「内部監
査の実践的テキスト」として活用してもらうことを前提にして、
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（執筆者 碓井 茂樹、伊佐地 立典、行方 洋一、福島 雅宏、
金融財政事情研究会刊）

ひと目でわかる

Windows 8

操作・設定テクニック厳選200プラス !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

大きく変更された Windows 8 の新しい概念と基本操作・設定
Windows 8 の新しい機能と操作／タッチキーボード
Windows ストアアプリの入手・活用・各種設定
Windows 8 の起動終了とサインインのカスタマイズ
モダン UI スタイルや動作のカスタマイズ
Windows 8 のデスクトップと効率的な操作
デスクトップアプリを管理できるタスクバーと通知領域
ファイル管理とエクスプローラー
ストレージとデバイス管理
バックアップとファイル履歴
Windows 8 のメンテナンスブートとリフレッシュ

橋本情報戦略企画
代表

橋本 和則

「Windows」はビジネスマンならだれでも触れることがあるメ

どの各種設定管理を 700 ページオーバーのフルカラーで解説して

ジャーな OS ですが、Microsoft がリリースした最新の Windows

います（この書籍はアマゾンで一番売れている IT 書籍でもありま

OS である「Windows 8」は、今までのデスクトップ操作に加え

す）
。

て、新しいユーザーインターフェースである「モダン UI スタイ

Windows 8 はタブレット PC（
「スレート PC」とも言います）

ル」を搭載しました（つまり、一つのタイトルなのに二つのユー

に最適化されていることも特徴の一つです。今までの Windows

ザーインターフェースがあるという珍しい OS です）
。Windows 8

OS といえばキーボードとマウスは必須でしたが、Windows 8

では今までの Windows OS に必ず搭載されていた [ スタート ] メ

ではタッチ操作のみで各種操作を行うことが可能です。そして

ニューが廃止された関係もあり、新しい操作体系である「モダン

iPad や Android タブレットなどと比べて「フル機能の Microsoft

UI スタイル」と従来の操作体系である「デスクトップ」を行き来

Office で作業できる」という圧倒的なアドバンテージがあるほか、

しながらの作業が強いられます。

USB 機器を利用できるなど数々のメリットと応用が可能です。こ

本書「ひと目でわかる Windows 8 操作・設定テクニック厳選

のような、Windows 8 の特徴や構造、一歩進んだ Windows 8 の

200 プラス !」では、やや難解な側面のある Windows 8 の操作を

活用を実践したいという場合には、
「Windows 8 上級マニュアル

わかりやすく解説しています。内容としては Windows 8 の魅力

（技術評論社）
」がお勧めになります。

である「タッチ操作」
「新しい機能」にフォーカスしつつも、従来

なお、Windows OS の管理において知っておかなければならな

の Windows OS に使い慣れたユーザーに配慮した各種操作やカス

いのは、
世の中で一番利用されている Windows である「Windows

タマイズ、
「[ スタート ] メニューが存在しない問題を解決するテ

XP」は 2014 年 4 月 9 日にサポートが終了するという事実です。

クニック」なども詳しく解説しています。

この期日以降、セキュリティアップデートは行われなくなるため

実は、
Windows 8 は不人気 OS です。しかしながら、
「知識を持っ

Windows XP を使い続けると情報漏えい、場合によっては「PC

て使いこなせば」魅力的な OS であり、設定やデータをクラウド

の乗っ取り」の被害にあう可能性があり、ビジネスで Windows

管理して各デバイスと連携できるほか、新しいアプリインフラで

XP を利用し続けるのはデータ管理において「無責任」ともいえ

ある Windows ストアアプリが利用でき、高速起動や動作の安定

ます（PC がマルウェアに感染するということは、自社／自身だ

性、ビジネス作業を効率化するマルチディスプレイに最適化され

けではなく、取引先や友人も被害に巻き込むことになります）
。

ているなど、たくさんのメリットがあります。

このような事実も踏まえビジネス現場で利用する PC であれ

本書では Windows 8 の使いこなしの部分を文字通り「厳選」
して解説していますので、忙しいビジネスマンであっても特徴と
必要な知識をピックアップして知りたい場合にお勧めです。

ば、早い時期から新しい環境への移行が推奨されます。つまり、
Windows 8 は「今」理解しておかなければならない OS なのです。
（日経 BP 社刊）

ちなみに厳選ではなく、包括的に Windows 8 を知りたければ
「Windows 8 完全制覇パーフェクト（翔泳社）
」がお勧めになりま

http://facebook.com/kazunori.hashimoto3

す。Windows 8 の新しい Windows UI や Windows ストアアプリ

http://ja.wikipedia.org/wiki/ 橋本和則

はもちろん、ネットワーク、ストレージ、バックアップ、メンテ

Windows8 情報サイト http://windows8.jp/

ナンス、Windows 8 を持ち歩いて使える「Windows To Go」な
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やさしい解説

会計制度とバーゼルⅢ
アナリスト

平井 こうたろう

バーゼルⅢ導入に伴い、当面は資本規制に対しては問題ないというスタンスを取っている国内メガバンクではありますが、
新たに導入される流動性規制には 2015 年適用開始に向けて準備を進めています。バーゼルⅡと会計基準に関しては、リ
スクアセットの算出面で融合していく前提がありましたが、国際的な会計基準の統一化の遅れもあり、バーゼルⅢとの融合
に関してはまだ不透明な部分があります。今回はバーゼルⅢ規制下における会計制度面の今後の変更可能性を踏まえつつ、
今後考えるべき銀行運営を考えてみましょう。

IFRS は全面時価会計ではない

でいく」ということに意識が及んでいなかったと言えます。
ですから、資産に関する市場取引は時価評価されている認識
は浸透し、負債に関しても時価評価されているらしいくらい

一般的な印象として「会計基準が国際的に統一される≒全

の感覚です。現段階において負債の時価評価方法そのものや

面的な時価会計導入」のようなイメージがあるかもしれませ

時価評価された場合の自社の財務インパクトをきちんと理解

んが、決してそうとは言い切れません。例えば、金利関連取

している人はごく一部ではないかと推測されます。

引に関する会計処理で考えると、債券で言う償却原価の概念

負債の時価評価とは？

もあって、その場合は現行の国内会計基準に近いものになり
ます。
市場取引において、会計制度変更があると取引自体が急に

2010 年よりコンバージェンスの一環として負債の時価評

拡大したり縮小したりすることがあります。そんなときに会計

価が開示されました。ですから、国内大手金融機関のディス

制度変更を悪く言う人がいるのも事実ですが、本来重要なのは

クロージャー資料を見れば注記ベースで負債の時価評価を確

「取引実態における発生すべき経済効果が会計処理と近いもの

認することができます。現時点ではあくまで注記ベースで

なのか」ということであって、会計制度変更が起点となって市

あり、国内会計基準では P/L には直接影響は与えませんが、

場が変わるとすれば、それは本来あるべき姿と異なる、いわば

以前米国大手証券がこの負債の時価評価で収益が大きく出た

「会計制度の悪用にも近い取引によって収益をかさ上げないし

ことは記憶に新しく、逆にこうした事実が問題視されたとい

は損失回避を狙っていたということです。大原則は「取引実態
をより反映させるために、会計処理がうまく反映できていない
なら会計制度を変更する」と考えるべきでしょう。

では何が問題なのかを知るために、負債の時価評価はどの
ように算出されるのかを説明しましょう。最も簡単に言って

時価会計の考え方自体は生まれてそれほど時間が経ってい

しまえば、
「既存の調達コストと、既存の調達を返済して再

ないので、市場取引の時価会計処理という話になると、まだ

調達した場合のコストを比較した差額」ということです。再

十分その考え方が浸透しきっているとは言えません。特に、

調達コストがベースとなるということですから、市場金利の

国内金融機関のサラリーマンであれば、持ち場の仕事中心で、

水準と自社のクレジットの状況が影響を与えるということに

自分に降りかかったものには一生懸命対応しようとします

なります。

が、全社的なものであったり、違ったセクションの話であっ
たりすると、
「その所管部署が頑張るんでしょ？」という発
想です。ひどい場合では、たとえ市場取引部門であったとし

（例）2 年前に期間 5 年で 100 億円調達（期限に一括償還）
、
金利条件は TIBOR+0.5%
2 年前に期間 5 年で調達したということですから残存期

ても「会計制度変更に関して、もし何らかの対応が必要なら、

間は 3 年です。仮に期間 3 年の新規調達をしようとした場

企画部門や主計部門から事前にちゃんと説明してくれるんだ

合の金利条件が TIBOR+0.3% であったとしたら、2 年前の

よね？」くらいの場合もあります。

100 億円調達の借り換えをした方が有利ということになりま

最近は誰でも「会計基準の統一化は遅れている」という認
識を持っていると思いますが、金融庁が検討を表明するまで
「国内会計基準と IFRS とのコンバージェンスは着実に進ん
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うことも言えるでしょう。

す。つまり 100 億円 X（0.3-0.5）%X3 年の差額が生じ、60
百万円の評価損が生じていることになります。
このように再調達コストと実コストの差を考えるというこ

とですから、何らかの要因によって格下げがあったとなると、
「よくぞ、格付が高い間に調達した」ということになりますし、

その他包括利益の科目にて計上され、それが資本として影響
を与えるということなのです。

格上げされることになると「どうしてあのときに長期負債など

負債の時価評価も同様にその他包括利益に計上されること

行ったのだ？」ということになります。しかし残念ながら自社ク

が最終結論となると、結局資産サイドも負債サイドも時価評

レジットに関するヘッジをかける手段はありません。日々強

価同士で相殺される ALM を構築しない限り、収益基盤が不

い財務体質を作る地道な努力以外に方法はないので、負債の

安定となり、自己資本比率も悪化する可能性が出てきます。

時価評価がもし P/L にヒットするとなると、評価損回避の

長年国内銀行の ALM 運営は「長短ギャップによる収益獲

オペレーションは極めて難しいことになります。LIBOR や

得が中核」で、フローやその他各種業務による手数料獲得等

TIBOR を基準とした変動借入であっても、固定金利借入で

は小さく、近年ようやく手数料獲得は当たり前的な感覚にな

あっても、一般的にクレジットカーブは順イールド（期間が

りましたが、逆に ALM 運営における周辺環境の変化に対処

長いほど金利が高い）ですから、クレジットカーブ不変の前

する必要が高まってきました。

提では、短期ファンディングを行う以外には、時間の経過と
共に負債の時価評価では評価損が大きくなりがちです。

前述の通り、負債の時価評価の今後の会計処理も最終確定
はしておらず、またそのために本格的な財務インパクトの分

問題視されているのは、格下げ等の明らかなクレジット悪

析および対処方法の検討がどの程度進んでいるのかにはかな

化が認められる状況下で、
「既往負債が長期であったために

り疑問です。今のところ NSFR の本格導入も 2018 年となっ

P/L が大きくプラスぶれした」ということに素朴な疑問を持

ており、長期負債のデュレーションコントロールも時間的余

つということです。資産サイドにおいては、例えば社債の発

裕があると考える人も多いかもしれませんが、既往発行の劣

行体のクレジットが悪化した場合に時価も悪化し、それが評

後債の償還および再調達（= 今後の Tier Ⅱ戦略）にも関係

価損に変化していくということは理解しやすいのですが、負債

する話です。また大手証券もデリバティブが付随する負債
（仕

サイドは自社のクレジットで評価するということなので、
「クレジッ

組債）で期待マチュリティーが変化することで負債時価評価

トが悪化する（→儲かっていない）→どうして（負債の時価

も変化するという問題があるので、単純な資本規制だけしか

評価で）収益になる？」というある意味人間の感性が大きく影

見ないバーゼルⅢ対策だと思わぬところで足をすくわれる可

響して会計制度問題になっているということです。

能性もあります。

自社クレジット評価を含めるのかどうかについて、どちら

このように負債の時価評価問題だけでも大きな問題という

が正しい考え方なのかについてはさておき、負債の時価評価

ことがおわかりになることでしょう。しかし、もしバーゼル

問題をどう捉えるのかは今後の企業運営上で無視できないイ

委員会が「各金融機関における時価会計ベースでの ALM 上

ンパクトがある題材です。

のバランスと収益構造の変化による経営基盤の安定化」を意

バーゼルⅢと負債時価評価

識しないでこのような規制を導入したとしたら、そして会計
基準の統一化も金融規制と同じ歩調で変化しなければ、今後
の金融機関運営は末恐ろしい感じです。

この負債の時価評価問題が解決しない中、資産の時価評価
に関してはどのような影響があるかと言えば、
「バーゼルⅢ
における資本算入の概念が、バーゼルⅡから変化している」
ことが重要なポイントです。
バーゼルⅡにおいては、有価証券の評価益の 45% を Tier
Ⅱ計上できる形でしたが、バーゼルⅢにおいては評価益で
はなく、評価損益を Tier Ⅰ計上するという形に変化します。
銀行勘定の中核である債券投資は基本的にその他有価証券の
扱いであり、強制評価損にならない限りは P/L 上問題ない
という認識で運用しておりましたが、バーゼルⅢの資本算入

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
＜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/

書店でお買い求めいただけます

においては、
「50% 減価という話ではなく評価損が出ること
を回避することを意識する必要がある」という大きな問題を
突きつけられる形になりました。今までのような実現益コン
トロールではなく、売買目的有価証券と同じように時価評価
も重要という形になってしまったのです。つまり評価損益が

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。

27

閑
有
中
忙

ここにもあった米英仏の三つ巴
マーケティンング コンサルタント

少し旧聞になるが、去る 4 月 8 日午前、元英国首相マーガレット・
サッチャー氏が脳卒中で死去しました。享年 87 歳。以下、超略歴。
・79 年 5 月 総選挙で保守党が大勝、英国初の女性首相に就任。
・82 年 4 月 アルゼンチンがフォークランド諸島に侵攻。2 ヵ

西川 一眞

さて、その折、ドーバー海峡対岸の国ではこんな反応が報道され
ました。
「およそ交渉相手への配慮がなかった。皆、自分より弱腰だと思っ
ていたからだ」
（仏、ジスカールデスタン元大統領）
「炭鉱労働者に対して行った仕打ちが間違いだったと地獄で思い知

月後、英国が奪還。
・84 ～ 85 年 炭鉱合理化に反対する長期スト。結果は労組側

るだろう」
（仏議会の少数党「左翼党」の共同代表）
まあ、ジャンヌ・ダルクの時代から？ 相も変わらずこの両国の

が敗北。
（89 年 11 月 ベルリンの壁崩壊）

仲睦まじさといったらありません。
（我が国も隣国と仲良しとは言

・90 年 11 月 欧州統合への懐疑的姿勢で党内幹部が造反、首

いがたいのですが、そこは棚に上げて）過日、友人と飲んでいた折、
「フライドポテトは米国ではフレンチフライだけど、英国ではチッ

相を辞任。
あっ、金融に縁の深い皆様には 86 年のビッグバンが抜けていま

プスだよね」
「イギリス人は嫌なんじゃない、食べ物にフレンチな

した。女性初英国保守党党首、英国のみならず先進国でも初の女性

んてつくのが」などと会話したのをふと思い出しました。ならば、

首相。11 年に渡る任期におけるその政策の功罪や好き嫌いはとも

アメリカ人は独立戦争まではチップスと呼んでいたのを、以降フレ

かくとして、チャーチルに比肩する大政治家だったと思います。心

ンチフライに切り替えたのでしょうかね？

からのご冥福をお祈りします。

編集後記

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

ヘボン式ローマ字を表面だけ知った。
新橋の表示は“Shimbashi”であり“Shinbashi”ではない。新宿の

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

表示は“Shinjyuku”であり“Simjyuku”ではない。
ヘボンさんには“m”の発音はどのように聞こえたのであろうか？

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

新聞は“Shimbun”である。
新潟の銘酒「洗心」
（せんしん）を飲んだ。とても美味しかった。蔵元
の朝日酒造は「久保田」とか「朝日山」を作っているが、この洗心は純
米大吟醸であった。辛口だが、香りとか喉越しは申し分ない。全体のバ

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。

ランスが良いのである。冷やし過ぎると味がよくわからなくなるので、
常温の方が旨味を味わえる。
裕次郎

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 9 月下旬頃にアップ・発行する予定です。
ご期待下さい。
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日本銀行の第四代総裁岩崎弥彌之助氏は三代目の川田小一郎氏と並んで大総裁と言われた。日本がそ
れまでの銀本位制から金本位制を採用した時の総裁である。三菱財閥の二代目当主であった氏は、岩
吉野俊彦著「歴代日本銀行総裁論」より
崎彌太郎の実弟である。
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リッキービジネスソリューション（RBS）は、金融市場、リスク管理 IT ビジネスのファシリテーター
として、金融市場の活性化とリスク管理高度化に貢献するための活動を展開しています。
今後の弊社主催のイベント
【2013 年７月 11 〜 12 日】「Global Market Solutions 2013 金融市場国際フォーラム」
（併設： Market Solutions Open Days）
【2013 年 11 月（予定）】 「マーケット コンファレンス 2013」
【2013 年 12 月（予定）】 「リスク コンファレンス 2013」
【2014 年 2 月（予定）】 「ＡＭＬ（アンチ・マネーロンダリング）コンファレンス」

セミナー、コンファレンスの企画運営
■ RBS 主催セミナー
出席者 50 名～ 300 名程度の規模まで、金融市場で関心の高
いテーマを選び開催しています。協賛社を募集しますので、
自社開催とは違った来場者に出会うことによって、新たな市
場の開拓にお役立て下さい。

■プライベートセミナー
お客さまが主催されるセミナーを企画、集客支援から、運営
までご要望に応じた業務分野でお手伝いします。

Market Solutions Online Guide（MSOG）金融市場 IT ポータルサイト
金融市場向けにソリューションを提供している内外の有力企業から製品、サービス情報
の提供を受け、分野別に、該当する各社の製品を一覧できるように構成しています。ソ
リューション情報入手に苦労し、機能面、費用面で別の選択肢があるのではないかと
悩まれているユーザーの方に最適なサイトです。 www.msog.jp

Market Solutions Review 〜 RBS が発行する情報技術とインテリジェンス融合の金融市場情報誌
【月間ダウンロード数】5,000 以上
【印刷版発行部数】 毎号 約 2,000 部
【最近の発行状況】 30 号 特集「環境変化を生きぬく市場運用」
31 号 特集「再考察アンチ・マネーロンダリング」
32 号 特集「ＧＭＳ 2013 特集」
【掲載メリット】 ・ＲＢＳ主催セミナーでの出席者全員への配布
・過去バックナンバーのＨＰへの掲載 （広告効果の持続性があります。）
・インタビュー記事も作成します。・販促用に、抜き刷も作成します。
【掲載例】 Ａ４サイズ広告掲載、記事広告、インタビュー形式での記事掲載
【発行日】 年３～４回発行 次回 2013 年 11 月発行予定

●会社概要
■社 名 リッキービジネスソリューション株式会社
■所在地 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1
岸本ビル 10 階
TEL：03-3282-7711 FAX：03-3282-7714
■設 立 2002 年５月

■資本金 54,450,000 円
■代表者 澁谷 耕一
■株 主 澁谷 耕一、東京都中小企業投資育成、プラス他
■ U R L www.msog.jp
www.rickie-bs.com
■お問い合わせ mail@rickie-bs.com

リッキービジネスソリューション株式会社
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