地方によっては非常に厳しい現
実に直面することになるだろう︒
隣の金融機関から顧客を奪って
も一時しのぎにすぎず︑問題の
本質的な解決にはならない︒従
来とは異なる方法で企業︑個人
の活動を助ける新しい金融ビジ
ネスを展開する必要がある︒
ビジネスモデルの改革とガバ
ナンスの改革は表裏一体の関係
にある︒ビジネスモデルの改革
を橋の架け替えにたとえてみよ
う︒昔ながらの﹁石橋﹂では補

強がしにくい︒慎重に渡ってい
ても経年劣化でいずれ崩れてし
まう︒新しいビジネスモデルを
求めて﹁鉄橋﹂を架け直す時代
になっている︒経営者と取締役
会の役割は新しく﹁鉄橋﹂を架
ける場所を決めることだ︒取締
役会で経営課題を共有するとと
もに対応策を協議し︑新たな経
営ビジョンを示す必要がある︒
リスクマネジャーの役割は新
しく﹁鉄橋﹂を設計することだ︒
新たなビジネスを展開するには︑

金融機関経営は転換期を迎えている︒ビジネスモデルの改革に向けて強い意
思をもった金融機関ではグローバル水準のガバナンス改革を実現し始めた︒
本稿では︑そうしたフロント・ランナーの取組みを紹介する︒なお︑本稿に
記載された意見はすべて筆者の個人的な見解に基づくものであり︑筆者が所
属する組織・団体の代表的な見解を示すものではない︒

ビジネスモデル改革と
ガバナンス改革は表裏一体

わが国の金融機関経営は転換
期を迎えている︒人口の減少︑
産業構造の変化︑フィンテック
の進展など経営をとりまく内外
環境が大きく変わり始めている︒
従来の顧客だけでは預金や貸出
は減少していく可能性がある︒

過去の経験や知識だけに頼るこ
とはできない︒新たなリスクに
耐えられる設計ができなければ︑
りっぱな﹁鉄橋﹂を架けたつも
りでも橋は落ち大惨事を招くこ
とになる︒
内部監査人の役割は﹁鉄橋﹂
を点検し︑渡っても問題ないと
保 証 す る こ と だ︒﹁ 鉄 橋 ﹂ を 渡
る前に︑橋を架ける場所を間違
えていないか確認する︒橋を渡
り始めてからは︑ヒビやボルト
の緩みがないか徹底的に点検す
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る︒万一︑危険な兆候をみつけ
たときは︑橋を渡るのをやめさ
せたり︑橋の補強を勧告しなけ
ればならない︒そのためには︑
内部監査人には専門知識と組織
内の高い位置付けが必要である︒
経営者︑取締役会と︑リスク
マネジャー︑内部監査人がそれ
ぞれの役割を果たさなければ︑
ビジネスモデルの改革は成功し
ない︒取締役会︑リスク管理機
能︑内部監査機能の三位一体の
改革なくして生き残りをかけた
競争に打ち勝つことはできない︒
ガバナンス改革の本質は︑社外
取締役︑リスクマネジャー︑内
部監査人がそれぞれの役割を果
たすことができるように組織の
﹁構造とプロセス﹂を正しく構
築することにある︒
ちなみに︑ガバナンスの定義
はさまざまであるが︑内部監査
人協会︵ＩＩＡ︶によるものが
実務的でわかりやすい︒それに
よれば︑ガバナンスとは﹁目標
達成に向けて︑組織体の諸活動
について情報を得て︑指揮し︑
管理し︑そしてモニタリングす
るために取締役会によって導入
されるプロセスと構造の組み合

わせ﹂と定義されている︒
さて︑わが国の金融機関のガ
バナンス改革をみると︑その本
質を理解し︑組織の﹁構造とプ
ロセス﹂を正しく構築し直す取
組みが広がっている︒国際的に
活動を展開する大手金融機関の
取組みが必ずしも早いわけでは
ない︒改革の強い意思をもった
地域金融機関などでも︑グロー
バル水準のガバナンス改革を実
現するフロント・ランナーが現
われ始めた︒

取締役会の
独立性の確保

国際社会では︑取締役会の構
成に関して︑社外取締役を過半
数として︑取締役会の独立性を
確保するのが一般的だ︒ビジネ
スモデルの改革が求められる時
代には︑経営を独立した立場で
客観的にみることのできる社外
取締役が果たす役割が大きい︒
社外取締役は執行サイドの提案
を聞いて意思決定のプロセスに
合理性があるか︑何か見落しが

ないかをチェックして承認する︒
それが︑ビジネスにおける収益
チャンスを見逃さず︑大きな失
敗を避けることにもつながる︒
社外取締役として多様な人材を
受け入れ︑彼らに監督機能を担
ってもらう︒そのための構造と
プロセスの構築こそが転換期の
激しい競争に勝ち残るために必
要不可欠である︒
日本の上場企業︑銀行だけで
なく信用金庫においても︑この
１〜２年で社外取締役︵信用金
庫の場合は職員外理事にあたる︒
以下同じ︶の選任が一気に進ん
だ︒なかでも社外取締役として
多様な人材を受け入れ︑社外取
締役を過半数あるいは半数近く
まで引き上げた金融機関では︑
取締役会の議論はきわめて活発
になり機能度も格段に上がって
いる︒
たとえば︑りそなホールディ
ングス︵ＨＤ︶では設立以来︑
社外取締役が全体の過半数を占
めている︒メンバーが入れ替わ
っても取締役会で喧々諤々の議
論が行われている︒それは︑社
外取締役が取締役会の﹁主役﹂
を担うという伝統が根づいてい

るからだ︒実際︑社外取締役の
普通の感覚や徹底した議論が営
業時間の延長や店舗改革など︑
さまざまな取組みをリードして
きた︒
りそなＨＤ社長の東和浩氏は
﹁取締役会では社外取締役に対
して説明を尽くすように努めて
いる︒説明しようとして自らの
考えに足りなかったことに気づ
くこともある︒外部からの率直
な質問や意見に考え直させられ
る こ と も あ る ﹂﹁ 社 外 取 締 役 へ
の説明は面倒なだけだという人
もいる︒しかし︑われわれはけ
っしてそうは思わない︒むしろ︑
そのことに価値があるのだと考
えている﹂と謙虚だ︒多様な考
え方を受け入れる謙虚な経営姿
勢の徹底が実効性のある改革に
つながっている︒
みずほフィナンシャルグルー
プ︵ＦＧ︶では︑社外取締役の
人数を全取締役の半数近くまで
引き上げて︑大田弘子氏を社外
取締役・議長として迎えた︒そ
の結果︑取締役会は戦略を議論
し︑課題解決を図る場に変貌し
た︒具体的には﹁主要な経営課
題に関する議題は約１時間をか
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けて徹底的に議論するようにな
った﹂という︒また︑その準備
のため﹁取締役会の前に議長と
事務局で３〜４回のミーティン
グを行って︑議案を絞り込み︑
論点を明確化﹂しているほか
﹁取締役会の資料をＡ４版で３
枚以内として︑課題・問題点を
簡潔にまとめ︑複数の選択肢を
提示する﹂よう徹底している︒
﹁これが取締役会で効果的な議
論を行うコツだ﹂という︒こう
した取締役会改革は経営トップ
の英断と議長への信頼なくして
は実現できない︒
地域金融機関も負けてはいな
い︒みちのく銀行では︑社外取
締役を５名に増やす一方︑専務
以下を取締役から執行役員にし
て社内取締役の数を減らした結
果︑社外取締役が全体の過半数
を占める︒同行では﹁取締役会
は経営を独立した立場で客観的
にみるのが役割﹂という考え方
を徹底している︒会長は代表権
を返上して監督サイドに立ち︑
議長に専念する態勢とした︒ま
さにグローバル水準の取締役会
改革を実現しており︑メガバン
クの一歩先をいく取組みを断行

した点で高く評価できる︒実際
に同行の取締役会は従来に増し
て議論が活発になったという︒
ガバナンス改革を機に増資を行
い﹁公的資金の返済に備えると
ともに︑地方創生のために地元
でのリスクテイクを強める﹂と
いう積極策に出ている︒今後も
ビジネスモデルの改革に向けた
活発な議論が展開されるだろう︒

リスクアペタイト・
フレームワークの構築

﹁リスクアペタイト・フレーム
ワーク﹂
︵ Ｒ Ａ Ｆ ︶ と は︑ 経 営
理念や目標︑共有すべき価値基
準を明確にしたうえで︑それら
を起点にして組織を動かすため
の内部統制の構造とプロセスを
再構築することである︒
経営者にとってＲＡＦは︑ど
のように組織を動かして目標を
達成するのか︑社外取締役への
﹁説明責任﹂を果たす有効なツ
ールになる︒一方︑社外取締役
にとってＲＡＦは︑経営者の説
明を聞いて﹁監督責任﹂を果た

すうえで有効なツールとなる︒
また︑社外取締役は内部監査部
門に命じてＲＡＦの実効性を評
価させることにより︑経営者の
﹁結果責任﹂を検証することが
容易になる︒
みずほＦＧではＲＡＦの構築
にあたり︑まず取締役会で海外
の主要な金融機関の経営管理に
導入されているＲＡＦの基本的
な概念を説明した︒金融機関の
戦略・目標を議論するうえでＲ
ＡＦが有効なツールとなること
を社外取締役の多くがすぐに理
解したという︒ＲＡＦ構築のた
め︑社外取締役も加わってオフ
ィシャルな議論を７回行った︒
取締役会が執行サイドのＲＡＦ
案を形式的に承認するのではな
く︑社外取締役を含めて︑取締
役会における共通の価値基準と
なるＲＡＦを一緒に議論しなが
ら作り上げた点が優れている︒
みずほＦＧは﹁ＲＡＦを経営
の根幹に位置付けて社外取締役
と議論することで︑社内取締役
・執行ラインのメンタルモデル
が 大 き く 変 化 し た ﹂ と い う︒
﹁今後はＲＡＦを役職員全員に
広げていき︑組織風土︑企業文

化として浸透させていく﹂方針
である︒
地域銀行では︑滋賀銀行が早
くからＲＡＦに注目していた︒
まだメガバンクでさえＲＡＦ構
築の検討に入っていないころ︑
滋賀銀行のリスクマネジャーが
バーゼル銀行監督委員会や金融
安定理事会が公表する種々のペ
ーパーを読み︑そのすべてにＲ
ＡＦという言葉が現われ︑主要
な海外の金融機関では︑すでに
ＲＡＦが導入されている事実に
気づく︒地域銀行でも︑グロー
バルな視点でガバナンスのグッ
ド・プラクティスを探して実践
する時代になった︒
すでに滋賀銀行をはじめとし
て地域銀行数行がＲＡＦを構築
し︑組織内に展開し始めた︒地
域銀行では﹁適切なリスクテイ
クによる収益性の向上を目指し
ＲＡＦ構築の検討を始める﹂先
が急速に増えている︒
これまでＲＡＦの構築に携わ
った経験者の多くが﹁ＲＡＦの
構築︑組織内への展開には時間
がかかる︒できるところから始
めて︑その後︑対象範囲を広げ
たり︑手法・ツールのブラッシ
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ュアップを図ったりするのが現
実的﹂と指摘している︒

ダイレクト・アクセスと
チャレンジ

通常︑リスク管理部門は︑経
営者の指揮下におかれるが︑金
融危機後︑リスク管理部門と社
外取締役が﹁ダイレクト・アク
セス﹂を確保することの重要性
が認識された︒リスク管理部門
は社外取締役に対して定期的に
直接報告を行うようになった︒
この結果︑社外取締役は専門知
識を身につけ︑ストレステスト
の実施などの協議にも積極的に
参加できるようになった︒
また︑経営者の戦略・方針が
重大な損失を与える懸念がある
場合︑リスク管理部門はリスク
テイク状況を検証のうえ︑社外
取締役に報告する義務が課せら
れた︒反対に︑必要に応じて社
外取締役は︑リスク管理部門に
対してリスクテイク状況を検証
するよう求めることもできるよ
うになった︒これらを﹁チャレ

ンジ﹂と呼ぶ︒
メガバンクでは︑取締役会の
なかに﹁リスク委員会﹂を設け
﹁ ダ イ レ ク ト・ ア ク セ ス ﹂ と
﹁チャレンジ﹂を可能とするよ
う組織・権限規程を整備した︒
この結果︑たとえばリスク管理
部門長︵ＣＲＯ︶は︑経営トッ
プ︵ＣＥＯ︶を飛び越えて社外
取締役・リスク委員への報告を
行うことができるようになった︒
反対に︑社外取締役はリスク管
理部門に対して直接指示するこ
とができるようになった︒
伊予銀行︑愛知銀行などは︑
社外取締役が経営会議やリスク
管理委員会等の重要会議にオブ
ザーバーとして出席できるよう
に組織・権限規程を改定した︒
そして社外取締役がリスク管理
部門に対して︑リスク検証︵チ
ャレンジ︶を指示する権限を与
えた︒実際︑伊予銀行の社外取
締役は︑重要会議への出席のた
め︑毎月４〜５回は銀行に出勤
している︒監督者として自覚を
高めた社外取締役にとってみれ
ば︑ダイレクト・アクセスやチ
ャレンジは当然の要求だ︒執行
サイドは︑組織・権限規程を整

備して誠実に対応すべきである︒
なお︑形式的に規程を手当て
するだけでなく︑社外取締役に
対する実質的なサポートも始ま
っている︒三菱ＵＦＪＦＧでは︑
リスク委員会のメンバーに外部
専門家︵社外取締役ではない︶
を加え︑むずかしい判断をサポ
ートしている︒地域銀行でも第
三銀行などは社外取締役の専門
性を高めるため︑積極的に﹁勉
強会﹂を開催している︒

取締役会に対する
独立したアシュアランス

社外取締役を中心に構成され
る取締役会・監査委員会が内部
監査のプロ集団を直接指揮し︑
経営者が目標を達成できるかど
うかを独立した立場で客観的に
評価する︒もし問題があれば︑
指摘して改善を促す︒こうした
監査機能に関する一連の構造と
プロセスのことを﹁独立したア
シュアランス﹂と表現する︒国
際社会では﹁独立したアシュア
ランス﹂の確立は︑文字どおり

経営目標の達成を合理的に﹁保
証﹂するものであり︑企業価値
の向上に資することからとくに
重要視されている︒
欧米︑アジアの経営者は社外
取締役に内部監査部門の指揮を
任せることになんのためらいも
ない︒揚げ足をとられるのでは
ないかと警戒する経営者はいな
い︒信頼できる社外者を監査委
員に選び︑内部監査部門を任せ
るほうが︑経営者に直接いいに
くいことも含め︑客観的な情報
を 得 る こ と が で き る︒﹁ 裸 の 王
様﹂にならずにすむ点でメリッ
トを感じる経営者が多い︒
わが国は監査役制度という特
殊なガバナンス制度を採用して
きた︒社内から監査役︑監査委
員を選任したり︑経営者の指揮
下に内部監査部門をおくことが
多い︒内部監査のスタッフは人
事ローテーションで配属される︒
公認内部監査人︵ＣＩＡ︶など
の資格取得者も少ない︒これら
は︑いずれもアシュアランス機
能の﹁独立性﹂と﹁客観性﹂を
損なうものだ︒国際社会では︑
これらの﹁悪しき慣行﹂が日本
企業における﹁独立したアシュ
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アランス﹂の機能発揮を妨げて
いるため︑経営目標の未達成が
放置されたり︑深刻な不祥事を
抑止できない背景・要因となっ
ていると考えられている︒
近年︑ガバナンス改革を契機
に︑日本企業・金融機関でも︑
日本独自の﹁悪しき慣行﹂から
脱却する必要性を感じ︑グロー
バル水準の﹁独立したアシュア
ランス﹂を確立するためのさま
ざまな取組みが広がり始めてい
る︒たとえば︑ガバナンス意識
が高いことで知られるオムロン
では︑社内から監査役を選ばな
い︒まだ少数だが︑監査役会︑
監査委員会を社外者のみで構成
する企業が増えつつある︒一部
上場の大企業よりも二部上場︑
新興企業などで増えている︒
金融機関では︑トモニホール
ディングスが監査等委員会設置
会 社 に 移 行 し た と き︑﹁ 監 査 等
委員会の独立性を高めるため︑
メンバー全員を社外取締役で構
成する﹂ことにした︒いまだに
メガバンク等の大手金融機関が
監査委員長︑監査委員として社
内者を起用しているなかにあっ
て︑地域銀行がグローバル水準
の改革を実現したことになる︒
また︑同様の理由から︑内部
監査部門の指揮命令系統の見直
しも進み始めた︒りそなＨＤと
三菱ＵＦＪＦＧでは︑社外取締
役を監査委員長に選任したうえ
で︑組織・権限規程を改正し︑
監査委員会が内部監査部門を直
接指揮する態勢に変えた︒内部
監査部門長の選・解任︵同意︶
権も監査委員会に付与した︒監
査等委員会設置会社に移行した
第三銀行など複数の地域銀行お
よび一般企業においても同様の
動きが広がっている︒城南信用
金庫では任意の内部監査委員会
を設置し︑職員外理事を委員長
に選任のうえ内部監査部門を直
接指揮する権限を与えた︒
社外取締役に﹁何をみてもら
ってもかまわない﹂
﹁問題があ
ればどんなことでも指摘してほ
しい﹂というのであれば︑彼ら
を信頼して内部監査部門を直接
指揮する権限を与え︑公明正大
な経営を行う姿勢を示すのは当
然のことだ︒日本では︑社外者
には監査の総責任者は務まるは
ずがないという偏向した意見が
聞かれる︒しかし︑良識のある

社外取締役を選任している限り︑
必ず実質は備わってくる︒前記
いずれのケースでも︑社外取締
役・監査委員長は︑金融の経験
がなくても︑その職責を果たす
べくリーダーシップを発揮して
いる︒内部監査の重点方針︑基
本 計 画 を 策 定 す る と き︑
﹁社外
取締役・監査委員から具体的な
監査テーマの指示が出るように
なった﹂とか︑個別監査結果の
報告を受けて﹁社外取締役・監
査委員から︑対応策の甘さを厳
しく指摘されたり︑場合によっ
ては追加調査を命じられること
もある﹂などの声が聞かれる︒
さらに︑メガバンクや一部の
地域銀行で︑営業店に対する準
拠性検査を切り離して﹁内部監
査部門は本来のアシュアランス
機能に特化する﹂動きも広がり
始めている︒経営者のもとで準
拠性検査に忙殺されていては︑
ビジネスモデルの改革を点検し︑
目標達成のために有効な改善提
案を行うといった高いアシュア
ランス機能を担うことはできな
い︒内部監査は︑準拠性検査か
ら︑競争に打ち勝つためのアシ
ュアランスへとステージ・アッ

プすべき時期を迎えている︒

内部監査の専門職の
養成・確保

社外取締役・監査委員の立場
に立てば︑内部監査の指揮命令
権をもっても︑内部監査のスタ
ッフが素人ばかりで専門知識と
経験が不足していてはなんの意
味もない︒また︑数年のうちに
執行サイドに戻ることが予定さ
れているのでは﹁なれ合い﹂の
懸念もある︒このため︑国際社
会では内部監査部門は公認内部
監査人︵ＣＩＡ︶などの資格を
有する専門職の集団で構成され
ている︒彼らは原則として執行
サイドには戻らない︒
日本の金融機関でも︑内部監
査の専門職を養成・確保する取
組みがみられるようになった︒
新生銀行では内部監査は専門
職が実施している︒半分は外部
から専門家を採用し︑残り半分
は内部から募集した︒彼らは２
年以内の資格取得を義務付けら
れ︑特別の事情がない限り執行
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サイドに戻ることはない︒将来
の経営幹部を監査トレーニーと
して受け入れることはあるが︑
内部監査の主力部隊はあくまで
専門職だ︒また︑りそなＨＤで
は経験が豊富で専門的能力の高
い 内 部 監 査 ス タ ッ フ を﹁ 専 門
系﹂に認定して厚く処遇してい
る︒アシュアランス機能を担う
中核的人材として位置付け︑さ
らに増強を図る方針にある︒
日本の金融機関は︑これまで
内部監査の充実・強化に努めて
きた︒りっぱにアシュアランス
機能を果たす内部監査人も育っ
ている︒内部監査の専門職を制
度化することは十分に可能と考
えられる︒
なお︑今後︑金融機関のビジ
ネスモデルの改革ではグループ
戦略が重要になる︒内部監査に
関してもグループ全体の視点で
アシュアランス機能を担う専門
職が必要になる︒グループとし
て一元的に専門職を認定する制
度を検討すべきである︒とくに︑
国際業務を展開する大手金融機
関にとって︑グローバル水準の
アシュアランス態勢の確立と専
門職の制度化は急務といえる︒

かたくなに拒んできたからだ︒
しかし︑前述のとおり︑グロ
ーバル水準のガバナンス改革を
目指すフロント・ランナーは増
えている︒決断一つでガバナン
ス・スコアを引き上げることは
十分に可能だ︒ガバナンス・ス
コアが上がるとパッシブ運用の
投資家を中心に市場での評価が
自動的に高まり︑投資額は増え
る︒増資など資本調達が容易に
なるのを実感できるようになる
だろう︒
ガバナンス・スコアを高めた
あとは経営者の透明な選定プロ
セスの確立や取締役会評価を通
じた各メンバーの役割と責務の
明確化︑メンバー構成の見直し︑
機能度の向上が課題になる︒

うすい しげき
年日本銀行入行︒２００６年
から現職︒ 年３月︑日本金融
監査協会を設立︒京都大︑一橋
大︑埼玉大︑千葉商科大︑大阪
経済大で客員教授・講師を務め

る︒ 著 書 に﹃ リ ス ク 計 量 化 入
門﹄﹃内部監査入門﹄
︵共著︑金
融財政事情研究会︶︒
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日本企業が買収した企業から真
っ先に逃げ出すのは優秀な内部
監査人だといわれている︒彼ら
にとってみれば︑理解不能なア
シュアランス態勢をとり︑内部
監査の位置付けも低い日本企業
に残る理由はない︒買収先の経
営実態を客観的に評価して教え
てくれるはずの優秀な内部監査
人を欠いたままの状態で︑リス
クテイクを拡大していくのは危
険といわざるをえない︒

ったリスクテイクに踏みきれな
い︒金融機関は融資以外の新た
な方法を開発し︑リスクマネー
を企業に供給する役割を果たさ
なければならない︒いずれにせ
よ︑日本企業・金融機関は︑海
外投資家のリスクマネーをもっ
と呼び込む必要があるだろう︒
金融危機後の資本市場ではガ
バナンス・スコアが中長期的な
企業の成長力を示すと考えられ︑
とくに重要視されるようになっ
ている︒ＭＳＣＩ・ＥＳＧリサ
ーチのガバナンス・スコアをみ
ると︑国際企業は 点満点で７
〜 点が半数近い一方で︑日本
企業の最高レベルは７点にとど
まる︒残念ながら︑いまのとこ
ろガバナンスに関して︑ワール
ドカップで戦える日本企業はな
い︒それどころか︑国際企業の
平均値︵６点︶以下の日本企業
がほとんどというのが実情だ︒
日本企業のガバナンス・スコ
アが低い理由は明確だ︒日本企
業は︑国際社会でグッド・プラ
クティスとされている①社外中
心の取締役会︑②経営トップと
議長の分離︑③社内監査役・監
査委員の選任禁止などの実践を
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ガバナンス・スコアで
日本企業の最高は７点

日本経済を活性化するために
地方創生など社会的課題の解決
に向けた新たな取組みが求めら
れている︒これらの取組みを︑
収益を生むコア・ビジネスへと
成長させるには︑従来とは異な
るリスクテイクが必要だ︒今後︑
新たなリスクテイクを支える資
本の充実が必要になる︒
日本では︑リスクマネーの創
出は今後の課題だ︒預金を原資
に融資をする方法では︑思いき
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