
れることとなる（なお、いくつかのケースで
は複数の項目に分類されることもある）。

2019年のコンダクトリスク
日本の傾向を振り返る

図表1は2019年中に日米欧で発生した主要
ミスコンダクト事案の分類項目ごとの件数を
示している。まず日本について見てみよう。

「A4：不正競争、優越的地位の乱用」が1位とな
った背景には、IT大手のプラットフォーマーと
呼ばれる企業に対し、公正取引委員会（以下、
公取委）等が特に優越的地位の乱用という視
点から、規制や監視を強化しようと動いてい
ることが影響している。こうした動きは、米
国や欧州で2019年に目立つ動きとなっており、
日本もこれに追随している面がある。もっと
も、規制や監督強化の対象は、単に米国の大
手企業のみではなく、日本企業でも例えばEC

（電子商取引）に加え、旅行サイトやグルメサ
イトを運営する会社に対しても及びつつあ
る。また、大企業による中小企業への圧力（知
財や働き方改革面）や、従来こうしたミスコ
ンダクトが意識されることの少なかった業界

（芸能界）や分野（芸能界やフリーランスとの
契約）でも発生しているのが特徴的である。

このミスコンダクトがこれだけ多い背景に

は、GAFAを始めとしたプラットフォーマー
の登場により、様々な市場でこうした企業の
市場支配力が強まる一方、当局等の対応が後
手に回っていたことが影響している。従って、
こうした傾向は今後増えこそすれ、減ること
はないであろう。同時に、プラットフォーマー
の登場と同時に「優越的地位の乱用」にかか
る当局の判断が「柔軟化」してきたことも、こ
のミスコンダクトが変質する要因となってい
る。例えば、芸能事務所に対する独占禁止法
の適用などは、従来は考えられなかった話だ。

上記の動きを金融機関との関係で考えれば、
ITプラットフォーマーに対する監督・規制の
強化は、フィンテック等新しい金融を通じて
市場を侵食されつつある金融機関にとり、金
融機関を「守る」動きと見ることもできなく
はない。また公取委が「優越的地位」を柔軟に
考えるようになった結果、例えば、長崎県に
おける地銀の統合が条件付きながらも認めら
れるなど、プラスの側面も出てきている。た
だしその一方で、公取委が金融機関のフィン
テック企業に対するAPI開放を渋っているこ
とを問題視するなど、金融機関自体がプラッ
トフォーマーとみなされることで、従来あま
り認識されてこなかった新たなミスコンダク
トが金融機関に生じる可能性も出てきた。

はじめに
コンダクトリスクに注目が当たり始めて久

しい。社会の価値観が大きく変化し、新しい
ビジネスモデルが次々と市場を席巻する中で、
既存の法律やルールだけでは企業行動が社会
の期待に対応するよう律することが難しくな
っている。その一方で、SNSの発達や内部通
報への抵抗が薄れることで、世の中や組織内
の不満が容易に外部に露見しやすくなったこ
とが、コンダクトリスクの重要性が増す背景
にある。本稿ではまず、2019年（2月～ 11月）
に日米欧で発生した主要なミスコンダクト事
象（必ずしも金融機関に限定しない）を概観
し、その傾向と同時に背景を分析する。その
上で、こうした傾向が2020年にどのように展
開するのかを考察する。

コンダクトリスクの定義
本稿で用いるデータ

本稿ではコンダクトリスクやミスコンダク
ト（以下ではまとめて「ミスコンダクト」と呼
ぶ）を、「株主、顧客・市場、監督当局や社会一

般、そして従業員といった主なステークホル
ダーから「公正ではない」とみなされる行為
を行い、これらステークホルダーの利益を侵
害すると同時に、これが結果的に当該企業の
収益、企業価値、レピュテーションを毀

き  そ ん

損す
るリスクや行為」と定義する。

本稿で取りあげるミスコンダクトにかかる
情報は、2019年2月以降著者が収集した、組織
全体、あるいは業界や国の経済/制度全体に影
響を及ぼすようなインパクトの大きいミスコ
ンダクト事象となる。なお、これらは必ずし
も金融機関で発生したものに限定されない。
またデータの分析を容易にするため、ここで
は次のような手法に従って分類する。①主に
影響を与えるステークホルダーごとに分類

（大分類項目：顧客/取引相手〈A〉、従業員〈B〉、
監督当局/社会一般〈C〉、株主〈D〉の4つに分類）
する。②①で分類したものをさらに属性ごと
に小分類（Aは10分類、Bは2分類、Cは4分類、
Dは5分類）に分類する。詳細は紙面の都合上
割愛するが、全てのミスコンダクトは最終的
には大分類4、小分類20のいずれかに分類さ

図表1　2019年のコンダクトリスクの傾向分析（日本）

日米欧における発生頻度の高い主要コンダクトリスク/ミスコンダクト事象

コンダクトリスク/ミスコンダクト分類 日本 コンダクトリスク/ミスコンダクト分類 米国 コンダクトリスク/ミスコンダクト分類 欧州

1位 A4：不正競争/優越的地位の乱用 16 1位 C3：社会に受け入れられない振る舞い 16 1位 C2：金融犯罪等犯罪行為 10

2位 A5：顧客適合性/不適切な販売手法 14 2位 A4：不正競争/優越的地位の乱用 15 2位 C3：社会に受け入れられない振る舞い 7

3位 C3：社会に受け入れられない振る舞い 13 3位 A8：顧客/取引相手にかかる情報管理 8 3位 A8：顧客/取引相手にかかる情報管理 5

4位 A8：顧客/取引相手にかかる情報管理 12 4位 A9：苦情/欠陥対応 7

5位 B1：雇用一般にかかる問題 11 5位 D1：ガバナンスにかかる問題 7

6位 D1：ガバナンスにかかる問題 10

プロモントリーフィナンシャルジャパン,an IBM Company
 　CEO＆マネージング・ディレクター　大山 剛

PartⅡ 未来を拓くキーワード（仮題）

コンダクトリスク
2019年の傾向分析と2020年の見通し

7372

総特集：2020年　金融界 混沌の行方

2020.12020.1



一方欧州では、「C2：金融犯罪等犯罪行為」
が最も多い、これに「C3：社会に受け入れられ
ない振る舞い」「A8：顧客/取引相手にかかる情
報管理」が続く。C2が多かったのは、多くの大
手金融機関がマネーロンダリング（資金洗浄）
に関連して当局から罰せられたためである。ま
た欧州ではフランスを中心に温暖化問題に対
する取り組みを金融機関や企業に促す動きが
積極的で、これがC3の多さにつながっている。

2020年を展望する
このようにコンダクトリスクが相変わらず

増加傾向にあった2019年であったが、2020年
はどんな年になるのであろうか。1つ言える
ことは、2019年に件数上位を占めたミスコン
ダクトの背景にあった要因は2020年も変わら
ないということである。金融機関が直面する
収益環境は、長期間続いた好景気もそろそろ
転換点を迎えそうな中でますます厳しくなる
とみた方がよさそうだ。そういう意味では、
コンダクトリスクへの危険なアペタイトは否
が応にも高まらざるを得ない。さすがにリテ
ール分野での「A5」のようなリスクは今後は
落ち着くかと思われるが、金融機関が今後、
金融仲介以外のビジネス（例えばコンサルや
マーチャントバンク的機能、不動産等）を強
化する中でホールセール分野でのミスコンダ
クト「A4」が増える可能性がある。また公取
委の優越的地位の乱用に係る概念が揺らぐ中
で、銀行が提供する決済業務が新たな「開放
すべき」プラットフォームとみなされるよう
になれば、こうしたインフラ維持の対価とし
て今後課金しようと考えていた銀行の収益機
会（例えば、口座維持手数料の導入）が削がれ
る可能性もある。さらに、今後経費の一層の

削減圧力が強まる中で、「B1」のリスクも高ま
ることとなろう。

上記に加え、海外からの影響もあり、「A8」
や「C3」が増えそうだ。「A8」は欧州のGDPR

（一般データ保護規則）に続き2020年1月から
は米国カリフォルニア州で個人情報保護に係
る新しい規制がスタートするほか、日本でも同
種の規制の導入が予定されている。また「C3」
も、欧州発のESG強化の流れは次第に日本の
金融行政にも影響を及ぼすことが考えられる。

このように2019年に多発したミスコンダク
ト事案の大半が、2020年にかけても増加が続
く可能性が高い。各金融機関としては、自ら
のリスクアペタイトの中でのコンダクトリス
クの位置付けを改めて明確化した上で、単な
る「ゼロ・トーラランス」という非現実的な「願
い」のみで対処するのではなく、自らのビジ
ネスモデルがどのようなタイプのコンダクト
リスクを包含しているかを見定める必要があ
る。その上で、こうしたリスクを持つことを
許容するか、ビジネスモデルを変えることで
抑制するか、あるいは同ビジネスから基本的
に撤退することで同リスクをとらないか（た
だしこの場合は収益力が一段と低下するとい
う新たなリスクに直面するかもしれない）を
決断することが求められる。

「A5：顧客適合性/不適切は販売手法」の件
数が2番目に多かった最大の要因は、政府が
部分出資する大手金融コングロマリットの保
険や銀行による金融商品誤販売の報道件数が
多かったためである。もっともこれ以外にも、
保険会社による外貨保険や節税商品の販売に
かかる問題、2018年に問題が表面化したある
地銀によるアパートローンにかかる事後的対
応に関する報道も多かった。こうした事象は、
金融庁が数年前から顧客目線の重視を監督上
強く打ち出しているにもかかわらず発生して
おり、少なくとも過去長期間許されてきたこ
とや、業界全体として動いている慣行に対し、
ミスコンダクトの視点から見直しのメスを入
れることがいかに難しいかが示された格好
だ。こうした問題の背景には、金融機関の収
益環境の悪化や収益ドライブを強めるための
ノルマ強化（これ自体が後述する「B1：雇用一
般にかかる問題」に直結している）がある。ノ
ルマ強化は是正されつつあることから、今後
しばらくはこのリスクは減少に向かうことが
期待される。

3位の「C3：社会に受け入れられない振る舞
い」とは、ある行為がコンプラ違反とまでは言
えなくても、社会的には許容できないという
ことでメディア、SNS、さらには政治家や当
局から非難を受けるものである。内容は様々
ながら、目立った例としては大手証券会社が
絡む情報漏洩事件があげられる。厳密な意味
でのコンプラ違反ではなかったものの、コン
プラ意識の欠如を理由に金融庁が業務改善命
令を出している。このほか、石炭火力への融
資、人種差別を連想させる広告など、社会一
般に対する「忖度」が必要となる事例は増加傾
向にある。こうした背景には、冒頭にも記し

たとおり、社会の価値観が目まぐるしく変わ
る中で、企業側が古い価値観に基づく規制や
ルールに基づき動こうとすれば、これに不満
を持つ社会一般がSNS等を用いて集団的バッ
シングに走ることが考えられる。米欧ではこ
うしたリスクの増加が顕著で、今後日本でも
ますます増えていくことが考えられる。

4位の「A8：顧客/取引相手にかかる情報管
理」は、大手人材紹介業による学生の内定辞
退予測サービスが起こした問題の影響が大き
い。ただしこの他にも、主にプラットフォー
マーを対象とした個人情報活用にかかる規制
強化の動きや個人情報流出のイベントも多か
った。プラットフォーマーによる個人情報収
集とこれのビックデータとしての利用は新し
いビジネスモデルの根幹なだけに、このリス
クは今後も増加傾向をたどる可能性が高い。
5位の「B1：雇用一般にかかる問題」は、主に
金融機関におけるノルマ廃止の動きや店舗統
廃合の動き、及びコンビニの24時間営業問題
が押し上げに寄与しており、今後も増加傾向
が続く可能性が大きい。

米国、欧州の傾向分析
米国で発生した主要コンダクトリスク/ミ

スコンダクト事案をみると、1位が「C3：社会
に受け入れられない行為」で、これに「A4：不
正競争/優越的地位の乱用」「A8：顧客/取引相
手にかかる情報管理」「A9：苦情/欠陥対応」

「D1：ガバナンスに係る問題」が続く。C3や
A4が断トツで多かった最大の要因はGAFA

と呼ばれるプラットフォーマーに対する政治
家や社会からのバッシングが強まり、これま
で欧州に比べ静観傾向にあった当局も規制強
化に動き出したためである。

大山 剛（おおやま つよし）
日本銀行にてマクロ経済分析を
担当、総括。国際通貨基金政策
開発局出向。2008年6月まで日銀
金融機構局参事役として不良債
権問題の分析や大手金融機関の
考査、リスク管理高度化を主導
する。その後は大手コンサルテ
ィング会社で主要金融機関に対
するリスク管理（ストレステスト高度化やリスクアペ
タイト・フレームワークの構築など）部門を統括。2019
年4月から現職。
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