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本調査について
本調査は、世界の銀行業界が抱えているさまざまなリスクについて、銀行の職員、規制当局関係者およびアナリスト、
コンサルタント、学者などのその他の関係者（ここではオブサーバーと呼ぶ）がどのように考えているかをアンケート調
査に基づきとりまとめたものである。本調査は2014年1月および2月に実施し、59カ国の回答者656名の回答を得た。

質問状は3部構成になっている。第1部では、今後2年から3年間における金融システムに対する懸念事項について文

章による記述回答を求めている。第2部では、CSFI／PwCが用意した潜在リスクのリスト（これをバナナスキン“Banana
Skins”と呼んでいる）、においてそれぞれのリスクに点数をつける。そして第3部では、それぞれのリスクについて金融
機関がどの程度対応できているかについて評価する。 回答は匿名扱いだが、回答者は氏名が開示されることを選択
することもできる。

回答者の種類別による内訳は、以下のとおりである。

• 銀行関係者（商業銀行、投資銀行業務関係者）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45％
• リスクマネージャー（規制当局を含むリスクマネジメント関係者）・・・・・・・・・・・・ 19％
• オブザーバー（アナリスト、コンサルタント、学者、銀行へのサービス提供者）・・ 36％

国別による内訳は、以下のとおりである。

アルゼンチン 1 ハンガリー 5 パキスタン 4

オーストラリア 11 インド 10 フィリピン 12

オーストリア 2 インドネシア 5 ポーランド 14

バーレーン 1 イラン 1 カタール 1

バルバドス 1 アイルランド 2 ルーマニア 10

ベルギー 14 イタリア 2 ロシア 16

ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 日本 2 シンガポール 15

ブラジル 5 ケニア 1 スロバキア 12

ブルガリア 1 コソボ 1 スロベニア 1

カメルーン 1 ラトビア 14 南アフリカ 14

カナダ 45 レバノン 1 スペイン 6

ケイマン諸島 2 リヒテンシュタイン 1 スウェーデン 4

中国 22 ルクセンブルグ 35 スイス 17

チェコ共和国 4 マレーシア 10 タイ 1

デンマーク 5 マルタ 8 トルコ 31

エチオピア 1 メキシコ 25 アラブ首長国連邦 1

フィンランド 1 オランダ 21 英国 186

フランス 4 ニュージーランド 6 ウクライナ 2

ドイツ 5 ナイジェリア 4 米国 25

香港 2 オマーン 1

本冊子はCSFI（Centre for the Study of Financial Innovation）がPwCとの提携を通じて作成した
”Banking Banana Skins 2014 – Inching towards recovery”の要旨部分を翻訳したものです。
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回答者は、借り手は「金利が“普通”の水準に戻ることに対する準備が全くできてい

ない」と述べている。

また、短期および長期の両方における銀行の収益性（5位）も懸念材料である。この

理由としては、短期的な側面としては多くの場合において過去に発生した不良債

権のコストがまだ十分に反映されていないこと、長期的な側面としては、過去2～３

年の間に銀行に課されてきた規制や構造調整への対応を始めることでこれからコス

トがかかることである。

本報告は、グローバル経済および銀行システムが金融危機から回復しつつあった2014年の年初における銀行業界に
関するリスクの見解を表している。今回の調査では、過去7年間で初めて銀行システムの状態に関する懸念が低下し
ていることから、金融危機が一段落した後の最初のバンキング・バナナ・スキン調査と位置付けられる。つまり、本調査
におけるリスクへの考え方は、これからの新たな金融経済環境における人々のリスクの関心事を反映したものといえる。

調査結果は、銀行関係者、規制当局
関係者や銀行業界に近いオブザー
バーからなる、59カ国、650名以上 から
の回答に基づいている。これらの回答

者の見解によれば、銀行業界への最
大の脅威は、金融危機を受けて、銀行
に対して課せられた厳しい規制および
政治による干渉である。これらのリスク

は本調査における28のリスク分野のう
ち、それぞれ1位と2位を占めた。アン
ケートにおける数多くコメントは、新しい
規制の負担が過剰で、銀行にダメージ

を与え、景気回復を妨げる可能性があ
るというものである。この見解は銀行関
係者かどうかに関係なく一致しており、
特に欧州および北米で強かった。

典型的なコメントとしては、ある英国の
回答者が「あまりにも数多い規制のコス
トが便益を上回り始める「転換点」を越
えたことを懸念している」と述べている。

別のカナダの銀行職員は、多くの政治
的行為は「銀行をこらしめる態度」に
よって動かされていると述べている。こ
れらの懸念は、脆弱なマクロ経済リスク

（3位）にも関連している。本調査結果
では、景気回復の度合いに関する強
い不透明感が明らかになった。これは、
官民両セクターにおける債務負担の大

きさと、多くの国において深刻な公的
債務問題がいまも続いていることが原
因である。EU諸国と新興国は潜在的
な問題があると考えられている。マクロ

経済リスクは、中央銀行による量的緩
和政策の段階的廃止に応じて調達コ
ストが高くなることが見込まれる金利リ
スク（12位）と密接に関連している。ある

過剰な規制リスクは
銀行が直面する
最も困難なリスク
である

バンキング・バナナ・スキン 2014
（かっこ内は2012年の順位）

1 規制（6）

2 政治による干渉（5）

3 マクロ経済リスク（1）

4 テクノロジーリスク（18）

5 収益性（7）

6 リスクプライシング（11）

7 信用リスク（2）

8 コーポレートガバナンス（9）

9 犯罪行為（27）

10 資本調達（6）

11 リスクマネジメントの質（10）

12 金利（17）

13 バックオフィス（13）

14 チェンジマネジメント（15）

15 流動性（3）

16 セールスおよびビジネス慣行（20）

17 新興国市場（22）

18 デリバティブ（8）

19 ソーシャルメディア（－）

20 シャドーバンキング（－）

21 経営者へのインセンティブ（14）

22 通貨（19）

23 人的資源（28）

24 外部委託（29）

25 ソーシャルサステナビリティ（25）

26 株式市場（21）

27 コモディティ市場（26）

28 事業継続（12）
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信用リスクは本当
に減少している

のか

中央銀行は銀行が
十分な流動性を確
保するように対応
するであろう

金融危機の間は高順位にあった信用リスクへの懸念は、今回の調査で低下したも
のの（2位から7位に下降）、あらゆるセクターにおいて債務水準は依然として高く、
景気回復が腰折れするか金利が著しく上昇すれば、状況は容易に悪化する可能
性があることを回答者は強調している。また、競争の激化や中央銀行による過剰な

流動性供給によって、銀行関係者がリスクに対してミスプライス（6位）を余儀なくさ
れるリスクを懸念している。

流動性リスクは今回の調査において大きく順位が変動し、2012年の3位から15位へ
低下した。ある回答者は、「中央銀行が、実質的には破たんしている銀行を含め、
流動性の支援をすぐにやめるとは考えられない・・・」とコメントしている。より厳しい

規制上の要件に対応するために、新規に資本を調達する能力に対する懸念も減少
している（4位から10位に下降）。ただし、この規制への対応は、資産を抑制すること
によって達成されている面があり、これは借入需要を満たすことができるかどうかと
いう別の問題につながっている。

銀行の組織上のリスクは総じて緩和傾向がみられる。そのなかではコーポレート

ガバナンスの質が8位と、引き続き最も関心が持たれている。これは取締役が最新
の銀行実務に対する十分な理解を有していないために、力のある幹部に過大な権
限を与えてしまっているという懸念である。リスクマネジメントの質（11位）は、これま
でに多くの労力をかけてリスクマネジメントの水準を向上させてきたという認識はある

ものの、引き続き注目されている分野である。この二つのリスクに対しては、銀行関
係者よりも非銀行関係者がより不安視している。経営者へのインセンティブに関する
懸念も順位が低下している（21位）。一方、組織上のリスクにおいて懸念の度合いが
上昇しているのは、セールスおよびビジネス慣行の質（20位から16位に上昇）である。

これは、最近発覚したLIBORの設定や他の市場における不正に関するものである。
一方で興味深いことに、銀行の倫理や評判についての懸念は低い順位にとどまっ
ている（社会的サステナビリティは25位である）。ただしこれは、多くの回答者が、既
に地に落ちている銀行の評判がこれ以上低下することはほとんどないだろうと答え

たことによるもので、あまり前向きな理由によるものではない。

前回調査と比較して順位の変動が大きかったリスク

世界の銀行業界で起きている劇的な変化は、リスク認識についても同様に大きな変化をもたらした。
以下は、前回の2012年の調査と比較して、著しく順位が変動したリスクである。

順位が上昇したリスク
規制：過剰な規制と銀行に対する潜在的な悪影響に対する懸念
政治による干渉：より多くの政府が銀行に対する規制を設定するリスク
テクノロジーリスク：サイバー犯罪および機能停止に対して脆弱な旧態依然なシステム
リスクプライシング：競争激化や中央銀行による過剰な流動性に起因するリスクを過小評価する衝動
犯罪行為：サイバー犯罪の激増
金利：量的緩和の終了によって深刻な問題が生じる可能性
新興市場：経済および金融市場の安定に関する懸念（特に中国において）
セールスおよびビジネス慣行：銀行が不適切な販売やその他の不正使用に対して完全には管理できな

い可能性

順位が下降したリスク
信用リスク：景気の回復に伴い最悪の状態が過ぎたという期待
資本調達：銀行の自己資本比率が改善している
流動性：中央銀行が十分な供給を確保する
デリバティブ：複雑な金融商品取引への規制が強化された
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今回の調査で順位が最も上昇したリスク項目はテクノロジーリスク（18位から4位へ
上昇）である。これは、サイバー犯罪や機能停止などのリスクに対して旧態依然なシ
ステムの脆弱性に関して懸念が高まっていること、また、テクノロジーリスクに対して
そもそも経営者の認識が低いことが理由である。テクノロジーリスクは、過去におい

て低い順位にとどまっていただけに、これは注目すべき展開である。

もう一つ大きく順位が上昇したリスク項目は犯罪行為（24位から9位へ上昇）である。
サイバー犯罪（ハッキング、なりすまし犯罪およびフィッシング詐欺）に対する懸念の
高まりが背景となっており、銀行が犯罪者の主たる標的となり犯罪の機会が日増し

に拡大している。

新興国市場の経済情勢に関する懸念も上昇している（22位から17位に上昇）。特に
中国を中心に、景気後退リスクおよび金融市場の不安定リスクが高まっている。

今回の調査で順位が低いリスク項目の中にも、ここで取り上げておくべきものがある。
例えば、デリバティブ（8位から18位へ低下）は、経営管理態勢の強化や規制強化
の結果、もはや脅威とはみなされなくなっている。一方、ソーシャルメディア（今年初

めて19位に登場した）に関するリスクとして、ツイッター、フェイスブックなどが銀行の
業務や評判に潜在的な影響を及ぼすことについて現時点では低いながらも一定の
懸念が示された。また、シャドーバンキング（20位）は、いまや現実的な脅威というよ
り潜在的な脅威としてみられている。ただしこれは、新たに導入される規制の影響に

よって、規制されたセクターから規制されていないセクターにどれだけのビジネスが
移動するかに影響される。

回答者の属性グループでみた場合、全ての回答者グループ（銀行関係者、オブ
ザーバーおよびリスクマネージャー）は、世界経済の先行きに関する懸念とともに、

過剰な規制と政治による干渉を強く懸念している。一方、組織の運営に関するリスク
については大きく相違している。銀行関係者以外は、銀行はコーポレートガバナン
スおよびリスク管理態勢が脆弱であるとみているのに対して、銀行関係者はこれら
のリスクが大きくないものと認識している。銀行関係者以外はまた、犯罪行為やサイ

バー犯罪の増加に関して銀行関係者よりも強い懸念を示してしている。

回答結果を地域別にみた特徴として、銀行への過剰な規制および政治による干渉
に関する懸念は欧州および北米に集中している。一方、アジア太平洋地域では、
経済成長の混乱や金利の急激な変化に対する懸念がより重視されている。いずれ
の地域においても重視されたリスクとしては、テクノロジーリスク、信用リスク、銀行の

収益性およびリスクマネジメントの質があげられる。また、北米における回答結果か
らは犯罪行為およびシャドーバンキング部門に対する強い懸念が示されたのが特
筆される。

リスクへの対応状況 回答者には、本調査であげられたリスク項目について銀行が
どの程度対応の準備ができていると考えているか質問した。回答は1から5までの

5段階で、「5」が十分に準備できていることを表している。今回の調査結果の平均は
3.04であり2012年調査の2.96よりわずかに上昇した。ただ銀行関係者は、自身の対
応状況について非銀行関係者より高いと評価している。

テクノロジー
リスクに対する
懸念が急上昇

世界中で規制に
対する強い懸念
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バナナ・スキン・
インデックスが
7年間で初めて
下降

バナナ・スキン・インデックス

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

全てのリスクの平均トップリスク

乏しいリスク
マネジメント

信用リスク

株式市場

デリバティブ

過剰な規制

流動性

政治による干渉

マクロ経済リスク

規制

バナナ・スキン・インデックス バナナ・スキン・インデックスは、調査回答を継続的に
調査しており、リスクに関する懸念度の変動をあらわす指標とみることができる。
上の線は高順位リスクの平均点（5段階による）を示しており、下の線は全てのリスク
の平均点を示している。本年は両指標とも、2012年調査の水準からは下降している。

銀行ビジネスにおける懸念度が、7年連続の上昇後、ようやく下降の兆候を示して
いる。

数値の詳細 私たちのバナナ・スキン調査において、回答者はそれぞれのリスク
を5段階で評価する（うち5が最も深刻）。以下は今回の調査で明らかになった事実
である。

1）上位3リスクの深刻度はその他のリスクとは異なるレベルであった。1位と4位のリス

クの数値の差は、4位と14位とのリスクの差よりも大きかった。

2）銀行関係者は組織上のリスクを非銀行関係者やリスク管理者よりもかなり低く
評価している。しかし、主に政府やグローバルな景気変動の影響によって生じる
リスクについての見方にはほとんど差がなかった。

3）業界が直面しているリスクの深刻度およびこれらリスクへの対応準備について、
非銀行関係者は、銀行関係者だけでなくリスク管理者よりも一層悲観的にみてい

る。欧州は（英国の回答者によって押し下げられたことを主因に）、最も悲観的な
地域である。

4）英国では組織上のリスクが最も懸念されている。英国においても規制および政治
による干渉は、深刻なリスクとみられているが、グローバル全体の調査結果との

最も大きく差がでたのは、販売実務、ガバナンスおよびボーナスの分野であった。
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セクター・地域ごとの見解
回答者の種類・地域ごとの詳細はリスク認識の重要な差異を示している。

銀行関係者は
コーポレート
ガバナンスリスクに
無関心か

銀行関係者‐商業銀行および投資銀行関係者

1 規制 銀行関係者は過剰な規制について最も強い懸念を有

しており、彼らのビジネスに悪影響を及ぼすと信じてい

る。これは、銀行セクターへの政治による干渉の増大、

ならびに銀行の収益性とビジネス両方への影響に関

する彼らの懸念と密接に関連している。

今後について、銀行関係者は量的緩和の終結に伴う

金利上昇に懸念を抱いている。彼らはその他のグ

ループが強く懸念している銀行のマネジメントの質や

ガバナンスについては同じような懸念を抱いていない。

2 政治による干渉

3 収益性

4 マクロ経済リスク

5 資本調達

6 信用リスク

7 テクノロジーリスク

8 リスクプライシング

9 金利

10 チェンジマネジメント

オブザーバー‐アナリスト、コンサルタント、学者、サービス提供者

1 政治による干渉 調査における非銀行関係の回答者は、政治による干

渉と銀行規制の潜在的悪影響について銀行関係者の

懸念と同様の懸念を有している。しかし、彼らは同時に、

質の低いコーポレートガバナンスとリスクマネジメントに

関するリスクについても重視している。彼らは景気回復

が行き詰まり、不良債権問題が再開する恐れについて

懸念している。

また、彼らは銀行関係者よりテクノロジーリスクとそれに

付随するサイバー犯罪リスクをより重要視している。

2 コーポレートガバナンス

3 規制

4 テクノロジーリスク

5 マクロ経済リスク

6 信用リスク

7 リスクプライシング

8 リスクマネジメントの質

9 バックオフィス

10 犯罪行為

リスクマネージャー‐銀行規制当局関係者を含むリスクマネジメントの従事者

1 マクロ経済リスク リスクマネジメントに直接従事している回答者は、グ

ローバル経済の脆弱性について大きな危機感を抱い

ており、不適切な規制に対する懸念がわずかの差で

それに続いている。

そこから下の順位をみていくと、彼らの懸念パターンは

明確ではなく、犯罪行為から信用リスクまであらゆるリ

スクを対象にしている。これは今の銀行セクターを多様

なリスクが取り巻いていることの証左であろう。

2 規制

3 犯罪行為

4 政治による干渉

5 テクノロジーリスク

6 リスクプライシング

7 収益性

8 リスクマネジメントの質

9 コーポレートガバナンス

10 信用リスク
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欧州および北米に
おける過剰規制の
集中に対する懸念

アジア太平洋

1 マクロ経済リスク アジア太平洋では、中国、シンガポール、フィリピン、

マレーシアおよびオーストラリアなど、多様な経済圏か

ら回答があった。従って、回答パターンはあまり明白で

はない。それでもなお、主要な懸念として挙げられた

のはマクロ経済であり、特に量的緩和による景気刺激

策の巻き戻しの影響が懸念されている。規制の動向は

不安視されているものの、世界全体と比較すると低い

水準にとどまっている。これはおそらく、政治による干

渉に関するリスクが他地域のどこよりも低い順位（12

位）となっているためと考えられる。一方で、人材を集

めて確保することがリスクの上位10位以内に入ってい

る唯一の地域である。

2 金利

3 テクノロジーリスク

4 リスクプライシング

5 リスクマネジメントの質

6 規制

7 人的資源

8 収益性

9 信用リスク

10 流動性

北米

1 規制 米国およびカナダにおいては、コンプライアンスにか

かるコストおよびその一貫性のない導入への懸念を反

映して、規制への懸念が他の地域よりもより深刻なリス

クとして評価されている。これは、シャドーバンキングの

脅威が強く認識されているためであり、その一因として

通常の銀行に対する規制強化によってシャドーバンキ

ングの活動が促進されているのではないかという懸念

がある。一方で、収益性への影響は世界全体よりも低

い懸念となっているが、引き続き上位10位までのリスク

には残っている。また、テクノロジーリスクと犯罪行為へ

の懸念が重視されており、銀行業界へのサイバー攻

撃による障害が不安視されている。

2 テクノロジーリスク

3 マクロ経済リスク

4 政治による干渉

5 犯罪行為

6 シャドーバンキング

7 金利

8 リスクマネジメントの質

9 信用リスク

10 収益性

欧州

1 規制 欧州からの回答数は多く、今回の調査の大部分を占

めている。従って調査結果は、グローバルの結果とほ

ぼ同調している。最大の脅威として認識されているリス

クは、銀行がコントロールできないものであり、規制や

政府による過剰または不適切な干渉である。それと同

様に、マクロ経済リスクと信用リスクに対する懸念、特

にユーロ圏経済の継続的な脆弱性に対する懸念が挙

げられた。しかし一方で、コーポレートガバナンスやリ

スクマネジメントといった個別機関の改善に関する意

見もみられた。

2 政治による干渉

3 マクロ経済リスク

4 収益性

5 リスクプライシング

6 信用リスク

7 コーポレートガバナンス

8 資本調達

9 テクノロジーリスク

10 リスクマネジメントの質



銀行は十分な
リスク対応準備が
できていると銀行
関係者は
述べている

リスクへの対応状況
アンケートの回答者に対して、今後発生する可能性があるこれらのリスクに対して、
銀行がどの程度準備できていると思うか質問し、1（不十分）から5（十分）段階で回
答するように依頼した。回答結果をみると、スコアの平均は3.04と2012年の結果2.96
よりわずかに改善している。また、中央値である2.50よりは高いスコアとなった。しか

し、回答者の種別内訳をみると、銀行関係者とリスクマネージャーは自分たちのリス
クに対する準備状況についてオブザーバーよりも高く評価していることがわかる。

合計 3.04
‒ 銀行関係者 3.19

‒ リスクマネージャー 3.16
‒ オブザーバー 2.78

この調査結果に対する前向きな評価としては、多くの回答者が、銀行は過去数年

間、リスクマネジメントを最優先事項として取り組んだと答えている。「銀行は現在こ

れらの多くのリスクに対応するために相当規模のリソースを投入している」と、ある英

国の金融グループの非業務執行取締役が述べている。また、カナダの大手銀行の

ＣＦＯは「銀行は将来起こり得る可能性がある潜在的なリスクの兆候や対応を識別し、

それに対する対応策をとる能力が改善されてきた」と述べている。

しかし、他の回答者はリスクマネージャーについて、彼らの考え方はまだ受動的で

想定していないリスクに対処することができないと警告している。「決定プロセスとシ

ステムに依存しすぎている」、また「彼らは自分自身で考えることができない」とある

英国の学者は述べている。一方、一部では、リスクを管理する上で必要となる作業

の規模を考えると、そこまで期待するのは難しいとの見方もある。あるオランダの回

答者は「銀行はコンプライアンスへの対応や、これまでに発生した信用危機による

混乱の収拾に忙しすぎて新たなリスクに備えるために必要な時間を費やすことがで

きない」と述べている。

リスクに対する対応状況は金融機関によってかなり異なる。しかし、大きな課題とし
ては、銀行が自からコントロールできるリスクに対しては対応ができつつあるのに対
して、不安定なマクロ経済や複雑化する犯罪行為など、銀行業界に大きな影響を

及ぼす脅威についてはコントロール不能なことである。また、極めて規範的な規則
は、しばしば役立つどころか妨げとなる可能性がある。ある英国の回答者は「銀行
は業績を改善するように指示されるものの、これをどのように実現するかは銀行に任
されなければならない。もし規制当局や政治家によって銀行の経営が箸の上げ下

げまで管理されてしまうと、マネジメントは大局的な問題を見落とす可能性がある」と
述べている。
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