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要旨
１．銀行業務と証券業務の兼営が、米国発サブプライム・ローン金融危機の原因のひとつ
とされてきた。このため、米英では、銀行と証券を分離して両業務の兼営を禁止する法案を
検討し始めた。
２．しかし、金融自由化の中、預金と貸出といった伝統的な銀行業務だけでは、金融機関
は十分な収益を上げることはもはや不可能に近い。低下し続ける銀行業務の収益性を補うた
め、証券業務からの収益は不可欠である。
３．銀証兼営が支持される主な要因としては、①商品の多様化による収入の増加とコスト
の削減、②商品分散化によるリスクの低下等が挙げられる。一方、銀行業務と証券業務の兼
営を反対する意見としては、①利益相反とセーフティ・ネットの漏出、②システミック・リ
スクの増大等が挙げられる。
４．銀証兼営問題は、上記のメリットとデメリットを十分に比較検討する必要があると思
われる。今回の金融危機の反省から、ナローバングや銀行業務と証券業務の分離が検討され
た。しかし、収益性の低い伝統的な銀行業務に回帰すれば、かえって銀行の経営基盤を弱体
化させ、決済機能さえ維持できない可能性がある。もっとも、金融市場の沈静化に伴い、各
主要銀行は証券業務収益の回復によって経営危機から脱出した。また、顧客の多様なニーズ
に応えるためにも、銀証兼営を維持すべきである。
５．ただし金融危機の再発を防ぐために金融制度の見直しも必要であり、特に、銀証兼営
している銀行に対し、ミクロ健全性監督・管理を強化すべきである。具体的には、①システ
ミック・リスクを軽減するため、自己資本の質と量の充実とレバレッジ比率を引き上げるこ
とが不可欠である、②セーフティ・ネットの漏出を遮断するため、ファイアーウォールを活
用して部門間のリスク伝播を遮断する、③経営危機に陥った銀行グループに対し、監督当局
がグループ企業を解体、清算できるよう新たな破綻処理ルールを確立することが求められる。
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はじめに
いわゆるサブプライム・ローン問題に端を発した証券化金融商品問題は瞬く間に世界中に
波及し、世界金融危機を引き起こした。銀行と証券の兼営は今回の金融危機の原因のひとつ
とされてきた。このため、銀行と証券を分離すべきという規制論が台頭してきた。
本稿では、銀行と証券を兼営に至った経緯を探り、各主要国における銀証兼営の実態を整
理しながら、これまで銀証兼営が支持されてきたとされる論拠について考察する。その上で、
金融危機の再発を防ぐため、銀証兼営にかかわるミクロ健全性規制1のあり方について提言
を行う。
１．銀証兼営問題に関する先行研究2
銀行と証券の兼営と分離問題は古くで新しい問題で、長い年月をかけて議論され、多くの

― 398 ―

銀証兼営にかかわる規制の在り方

先行研究が存在する。特に銀行業界と証券業界の間では、白熱的な論争が展開された。代表
的のものはMorgan（1984）とSIA（1985）がある3。
Morgan（1984）の主張によれば、①グラス・スティーガル法は証券業界の寡占を助長し、
その結果、証券会社は高収益を享受する一方、資本市場での資金調達コストの増大を招いて
いる、②大恐慌時の銀行危機の基本的原因を当時の銀行制度の内在欠陥とし、商業銀行の証
券業務兼営とは無関係である、③証券業務進出で収益源が増えて銀行収益の拡大と経営の安
定化につながり、金融システムは強化される、④利益相反と地位濫用は現行諸法規によって
十分対処できる。
これに対して、翌年、全米証券業協会（SIA）は次のように反論した、①銀行が不良債権
の累積や経営破綻の多発で苦境にあり、リスクある証券業務に参入すべきではない、②預金
保険、連銀借入等で保護されている商業銀行は銀行業務に限定すべきである。③収益性の変
動が激しい証券分野への参入は銀行と金融システムの安定性を低下させる、④地位濫用と利
益相反を生じる恐れがある、⑤条件付きでは、銀行の子会社による証券参入の余地があると
している4。
また、銀証兼営の効果についての実証分析も数多く存在する。
例えば、Panzar and Willig（1981）は、米国銀行のデータを用いて範囲の経済を測定し
た結果、銀行においては複数の商品を供給することによって収益力が向上するとした。
Benston（1994）は、銀証兼営した場合、収益性は大きく上昇する一方、リスクは若干増加
するにとどまるとしていた。
一方、Lang and Welzel（1998）は欧州のユニバーサル・バンクに関して分析を行ってい
るが、商品の多角化による増収増益の効果については確認できないとしていた。また、前
田・永田（2004）は欧州の金融グループを対象に分析した結果、商品多角化によるコスト削
減は観察されなかったとした上で、銀証兼営によるリスク分散効果も確認できなかった。さ
らに、Haldane（2010）は、銀行業の規模の経済、範囲の経済はそれほど大きくないという
分析結果が示されている。
２．銀証兼営と分離の経緯と実態
ここでは、日米欧における銀証兼営と分離の経緯と実態を紹介していく。歴史的に業態間
の垣根が低い欧州に比べ、銀証兼営と分離が繰り返されてきた米国では、銀証兼営と分離問
題は米国金融制度の要である。
（１）米国の銀証兼営の歴史
米国では、銀証兼営を禁止するグラス・スティーガル法が制定される前、国法銀行法によ
り、商業銀行である国法銀行業務を銀行業務に限定し、公共債の引受・ディーリングは認め
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るものの、リスキーな株式の引受・ディーリングは禁止されてきた。このため、投資銀行
（証券会社）に比べ、証券市場で競争することは不利であった。この不利な規制を逃れるた
め、各商業銀行は証券子会社を設立し、証券業務に参入した。その後、1920年代の証券ブー
ムに乗って、商業銀行が証券部門や証券子会社を通じて積極的に証券市場に進出した。
「暗
黒に木曜日」の1929年までには、商業銀行の債券引受シェアは債券総額の半分以上を占め
た。
1929年10月24日、ニューヨーク株価大暴落に端を発した大恐慌によって、1930年秋から商
業銀行は「銀行取り付け」に直面し、同年の銀行破綻は1,350件へ跳ね上がり、翌31年は約
2,300行 が 破 綻 し た。1932年 に は、 政 府 機 関 の「 復 興 金 融 公 社（Reconstruction Finance
Corporation, REC）が設置され、問題銀行への貸出を行った結果、同年の銀行破綻件数は
1,450件に低下した。しかし、翌33年初めにかけて銀行取付けが燃え盛り、銀行の破綻件数
は史上最高の4,000件に達した。米国内各州は相次ぎ「銀行休日」を宣言し、銀行の窓口を
閉鎖せざるを得なかった。1930～1933年間に破綻した米銀行は9,096行で、総行数の37.9％に
のぼった。
大恐慌後の調査で商業銀行らとその証券子会社に様々な不正行為が明るみにされ、大きな
衝撃を与えて、銀行業務と証券業務を分離する規制法案の設立の契機となった。1933年５月
に、銀行業務と証券業務の分離と銀行を取付けから保護する預金保険制度の創設を軸とした
グラス・スティーガル法が成立した5。
同法の主な内容は、商業銀行業務と証券業務の分離（銀行の証券業務兼営の原則禁止）の
ほか、中央銀行の機能強化、預金保険制度の創設等金融セーフティ・ネットの充実、銀行間
の過当競争を防ぐための要求払預金の付利禁止と預金金利の上限規制等である。グラス・ス
ティーガル法の成立で商業銀行は証券業務から撤退し、投資銀行は預金業務の継続か放棄の
選択を迫られた6。その後もグラス・スティーガル法が修正され、銀行・証券分離に対し厳
しい規制を課せられた。
しかし、1980年代から、商業銀行は法規制の抜け穴を見出して、証券業務へ進出した。ま
ず、連邦準備制度非加盟の州法銀行の証券業務の参入を認めた7。そして、銀行持ち株会社
（BHC）の証券子会社によるCP等の引受・ディ－リング業務の進出と参入をFRBにより認可
された。
銀行は証券業務を参入しようとする背景には、証券会社が決済性預金と同様な金融商品
MMFが開発し、そのMMFに預金金利の上限規制がないため、銀行から大量な預金が証券
会社の証券総合口座に流入した。いわば銀行の預金業務に証券会社が参入するという事態が
起こったのである。そのため、銀行は預金金利の自由化を求める一方で、競争力と収益力を
回復するため証券業務への進出を試みるようになったわけである。そして、1987年には、
FRBは国法銀行であるシティコープ、JPモルガン、バンカース・トラスト３社の子会社に
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表１

米国金融規制改革法案の概要

対象金融機関

禁止業務、規制内容等
・自己勘定取引（公共債、顧客もための売買を除く）

範囲の規制

銀行および銀行持ち株会社と、
それらの子会社

・高リスクのコモディティ、エクイティ関係、投機的格付
のCDS 取引
・ヘッジファンドやプライベート・エクイティー・ファン
ド等の投資や運営（少額の場合を除く）
・連結負債の国内シェアが１割超となる合併・統合
・資産規模が100億ドル超の預金金融機関の預金保険利率

規模の規制

大手金融会社（非銀行金融会社
を含む）

の引き上げ
・FRBはシステム上重要なノンバンク金融会社、総資産
500億ドル以上の銀行持株会社に対して直接規制・監督
を行う

（資料）各資料による筆者作成

対して、有価証券の引受・ディーリング業務を許可した。
こうした一連の動きを背景に、1998年４月、総資産全米第２位のBHCシティコープと、
証券、保険、ノンバンク金融等に従事する、総合金融サービス会社の最大手トラベラーズの
合併計画が発表され、同年９月FRBが銀行持株会社法により、トラベラーズがBHCへ転換
して存続会社となる条件で、認可された。この合併は、グラム・リーチ・ブライリー法の誕
生の大きな契機となった。
8
が誕生した。同法はグラス・スティーガ
1999年11月、「グラム・リーチ・ブライリー法」

ル法の証券業務が銀行ではなくBHC、FHC（金融持株会社）
、または国法銀行の各子会社で
行われるという定めを継承した上で、銀行が業務多様化を展開できることを認めた。つまり、
銀行はFHCへの転換することによって、そのFHCの子会社経由で、
「金融の性格を有する」
業務を従事することができる9。
銀行業務と証券業務の垣根が低くなったにもかかわらず、2004年までのFHC数は644社で
BHCの１割強で、業務範囲の拡大へ経営資源の投入余力がある金融機関数に、限りがある
と判断できそうである。また、米国における金融コングロマリット化10の流れをみると、同
業者の間の統合つまり「規模の統合」は多く、銀行と証券等産業横断的な統合つまり「範囲
の統合」は数件しかなかった11。さらに、2005年１月に、シティ－グループは傘下の保険部
門をメットライフに売却して、低成長・低収益分野からの撤退する動きも見られた。米国最
大の金融コングロマリットであるシティ－グループの経営戦略の修正の影響もあり、欧州の
場合と違って、米国銀行の業務多様化は主に銀行業務と証券業務の兼営に限られていた。
しかし、今回の金融危機の発生を受け、米国は2010年７月に新たな金融規制改革法案12を
成立し、これまでの規制緩和路線を転換させた。まず銀行によるヘッジファンドやプライベ
ート・エクイティー・ファンド等への出資や対顧客サービスと無関係の自己勘定取引を制限
あるいは禁止する。また規模規制として合計の負債が米国内シェアの１割を超えることにな
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るような金融機関の合併が原則として禁止される（表１）
。
その他に、金融規制改革法案は、
（１）秩序だった破綻ルールの整備、
（２）店頭デリバテ
ィブ市場の改革、
（３）ヘッジファンド規制の導入、
（４）銀行・保険規制システムの改善、
（５）格付機関規制の強化、
（６）証券化市場規制の導入、
（７）役員報酬、コーポレート・
ガバナンスの改善、
（８）投資家・消費者保護の強化など様々な規制改革を打ち出している。
（２）欧州のユニバーサル・バンク制度
欧州では、歴史上業態間の垣根が低いため、銀行業務と証券業務を兼営するのが金融機関
の主流である。1989年の第２次銀行指令により、ドイツ等で認められていたユニバーサル・
バンク制度13が欧州全域で認められた。そのほか、銀行と保険の相互の株式保有については、
特段の規制を課していない国が多い14。
また、金融部門における欧州（EU）域内規制の緩和、99年の「金融サービス行動計画」
の策定および域内単一通貨「ユーロ」の導入など、EU域内における金融統合が加速化して
いる。さらに、伝統的な銀行業務の収益性が低下したため、銀行は保険商品の品揃えを拡充
することにより、富裕層向けのプライベート・バンキング業務等を強化した。こうした状況
の中、1980年代後半以後、欧州では銀行業と保険業の統合が国境を越えて進展した。さら
に、2002年には、銀行、証券、保険にまたがる金融グループに対し、
「金融コングロマリッ
15
が制定された。
ト指令」

欧州のユニバーサル・バンク制度16については、①金融機関は広範囲な商品・サービスを
提供することができるため、顧客にとって、きめ細かい広い範囲のサービスを同一の金融機
関で受けることができる、②兼営により金融機関は「業務多角化（範囲）の経済」を享受す
ることができる、③金融機関にとって、業務の多角化の遂行により金融リスクを分散、回避
することが可能となる、④１つの金融機関で複数の金融業務を兼営しているので、金融機関
の経営者にとって経営の自主性を発揮できる幅が広く、経営上における意思決定が迅速的に
できるといったメリットが指摘される。一方、例えば１つの金融機関で銀行業務と証券業務
が兼営される場合、①有価証券の価格変動リスクが証券部門から銀行部門に伝播し、金融機
関の経営の安定性を損なう恐れがあり、金融システムの安定化と預金保護上にも問題が生ず
る、②両業務間において利益相反を生ずる恐れがある17、③金融機関は企業に銀行業務と証
券業務両サービスを同時に提供すれば、金融機関が貸出市場と証券市場を一元的に支配する
ことが可能となり、寡占状態になりやすい、④企業にとって財務情報がすべて金融機関に把
握され、経営自主権がなくなり、金融機関に支配される恐れがある18、といった問題点が指
摘されている。
特に、銀行が経営資源を証券業務に集中しすぎると、銀行のリスク負担の機会を拡大する
ことになり、銀行経営の健全性と安定性を損ねることになる。実際、今回の金融危機におい
て、ユニバーサル・バンク制度を採用している欧州（ユーロ圏）の銀行は米国の銀行に匹敵
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表２

銀行の地域別損失推計額

2007～10

（10億ドル、％）

推計保有額

推計損失額

推計累積損失率

米国の銀行
ローン
証券化商品
合計

8,059
4,502
12,561

654
371
1025

8.1
8.2
8.2

英国の銀行
ローン
証券化商品
合計

6,744
1,625
8,369

497
107
604

7.4
6.6
7.2

ユーロ圏銀行
ローン
証券化商品
合計

19,235
7,636
26,871

645
369
1014

3.3
4.8
3.8

アジアの銀行
ローン
証券化商品
合計

6,150
1,728
7,879

97
69
166

1.6
4.0
2.1

（資料）Global Financial Stability Report Navigating the Financial Challenges Ahead October 2009より筆者作成
（注）アジアの銀行は日本、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを含む。

する損失を出している。米国、英国の銀行にくらべ、欧州の銀行の証券化業務における損失
は、ローン業務（通常の貸付業務）の損失より高かった（表２）
。このため、欧州において
は、一部の銀行がユニバーサル・バンク制度を見直し始めていた（表３）
。
銀行持株会社制度について、ユニバーサル・バンク制度の単一会社と親子会社制度に比べ
ると、持株会社の子会社の資本関係は並列する兄弟会社であるため、経営コストがかさむほ
か、経営上の意思決定が迅速的に行えない可能性がある。ただし、資本関係は並列している
ため、ファイアーウォール（グループ会社間の資金取引、情報共有等に関する制限措置）の
実効性がもっとも高いとされる。また、同グループ内のリスク伝播の遮断の面においても他
制度に優れていると指摘されている。
ファイアーウォール規制の実効性とリスク伝播の遮断の面において他制度より機能してい
るため、近年EUでも銀行持株会社制等により、資本関係を有するグループ内で分業を図る
動きが主流となっている19。
（３）日本の銀証兼営の解禁
日本においては、もともと銀行・証券分離に関する法律上の規定がなく、公社債の元引受
は銀行・大手証券会社が、下引受は主に証券会社が行い、株式の引受・売買・取次及び公社
債の売買・取次業務は証券会社が専ら行っていた。どころが、1948年４月に米国のグラス・
スティーガル法を範として、改正証券取引法が制定されるなど、銀行と証券を分離する制度
が確立された。米国と同様に銀行は公共債の引受を除き原則として証券業務を行うことが禁
止された。
その後、1981年の銀行法の全面改正により、銀行での国債窓販等が認められた。1990年代
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以後欧米各国での金融コングロマリット化の流れを受け、日本でも銀証兼営について白熱的
な論争が展開された。そして、1993年にようやく銀行と証券が子会社方式で相互参入できる
ようになった。さらに、1998年には金融持株会社の設立も解禁された。
米国のように、１つの金融機関で銀行業務と証券業務の兼営を認められないため、日本で
はユニバーサル・バンク制度ではなく、金融持株会社制度が銀証兼営の主体となっている。
また、他業種への経営資源の投入余力がある金融機関が限られているため、子会社方式で証
券業務に参入した銀行はメガバンク３行に限定している。その後、３大メガバンクは消費者
金融を買収する等金融コングロマリット化が進展している。こうした金融業界の動きを受
け、金融庁は金融コングロマリット化の進展による業態横断的な監督業務の重要性の高まり
等を背景として、
「コングロマリット室」を設置し、
「金融コングロマリット監督指針」を策
定した。
（４）金融危機後の世界金融機関の再編
今回の世界金融危機を受け、各主要国で金融機関の再編が活発になっている（表３）
。ア
メリカでは、証券会社（投資銀行）を中心に再編が進んだ。まず、JPモルガン・チェース
は米国５位の証券会社ベアー・スターンズを買収した。次に、米国４位の証券会社リーマ
ン・ブラザーズは分割され、米主要事業部門が英銀行大手バークレイズに、アジア・中東・
ヨーロッパ部門の事業が野村証券に継承されることになった。そして、リーマン破綻当日、
巨額の損失を抱えた米証券３位のメリルリンチは、米銀行２位のバンク・オブ・アメリカに
救済合併されることになった。最後に、証券最大手ゴールドマン・サックスと第２位モルガ
ン・スタンレーは、銀行をグループ内に有する銀行持株会社に移行した。このように、米証
券大手５社のうち３社が消えるか銀行傘下に入り、残り２社はBHCに移行してFRBの管理
下に入った。
さらに、最大金融コングロマリットであるシティ－グループは、会社を中核事業と位置づ
ける「シティコープ」と、それ以外の非中核事業をまとめた「シティ・ホールディングス」
の二つに分けて、中核事業への集中にかじを切った。非中核事業を他社に売却するなど、事
実上金融コングロマリットが形成される前の銀行中心の「シティコープ」へと回帰する形に
なった。
米国に比べ、ユニバーサル・バンク制度をとっている欧州では、銀行本体が証券業務を兼
営していたため、サブプライム・ローン金融危機の影響で膨大な損失を計上し、多くの銀行
は事実上国有化された。また、経営再建策として、多くの金融機関は大規模な事業リストラ
を行い、金融コングロマリット化戦略の変更を余儀なくされた。例えば、オランダ政府から
資金注入を受けたINGグループは、資産運用事業を含むすべての保険事業の売却等、バラン
ス・シートを金融危機前の約半分まで減らし、銀行、保険及び資産運用事業をグローバルに
手がける金融コングロマリットから、ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ）
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表３ サブプライ・ローン金融危機後の世界的な金融再編
主な金融機関の再編、買収
2008年３月 JPモルガン・チェースは米国５位の投資銀行ベアー・スターンズを買収
2008年８月 独保険最大手アリアンツ、傘下の独銀行３位ドレスナー銀行を同２位コメルツ銀行に売却
2008年９月 米国投資銀行リーマン・ブラザーズは破綻
2008年９月 バンク・オブ・アメリカは米国投資銀行メリルリンチを買収
2008年９月 バークレイズ（英）は破綻した米国投資銀行リーマン・ブラザーズの北米部門を買収
2008年９月 英銀行大手ロイズは住宅金融最大手HBOSを救済合併
2008年９月

米国投資銀行１位のゴールドマン・サックスと同２位のモルガン・スタンレーは銀行持ち株
会社への移行

2008年９月 三菱UFJフィナンシャルグループはモルガン・スタンレーに最大20％の出資を発表
2008年９月 野村ホールディングスはリーマン・ブラザーズの北米部門以外を買収
2008年９月 JPモルガン・チェースは米国最大の貯蓄貸付組合ワシントン・ミューチュアルを買収
2008年10月 米銀大手ウェルズ・ファーゴはワコビアの銀行部門を買収
2009年１月
2009年５月
2009年10月

米金融大手シティグループは会社を事実上２分割、個人向けの証券業務や資産運用、消費者
金融事業を売却、事実上銀行へ回帰
三井住友フィナンシャルグループはシティグループから日興コーディアル証券、日興シティ
グループ証券の事業を買収、大和証券との提携は解消
オランダのINGグループは保険部門、消費者金融、不動産金融部門および資産運用部門を売
却、銀行業務に集中

（資料）各社ディスクロージャーより筆者作成

の銀行へと大きく変身した。
一方、日本の金融機関は金融危機の傷が比較的に浅かったため、世界金融機関の再編に積
極的に乗り出した。三菱UFJフィナンシャルグループはモルガン・スタンレーに最大20％の
出資をしたほか、両社共同で証券会社を設立した。三井住友フィナンシャルグループは長年
続けてきた大和証券との業務提携を解消し、シティグループから日興コーディアル証券、日
興シティグループ証券の事業を買収して独自に証券事業を展開した。
世界的金融再編の流れを見てみると、各主要国では銀行が証券会社への出資、買収が相次
ぎ、金融コングロマリット化が加速されている。一方、一部の総合金融機関から事業分割に
よって専門的な分野に特化した専門的、グローバル化ないし地域的な金融機関が登場し、脱
金融コングロマリット化の動きも見られている。しかし、今回の世界金融機関の再編は、政
府主導で救済的な措置としての再編が多い、脱金融コングロマリット化は金融危機への一時
的な避難措置でしかない20。金融機関の経営再建が成功すれば、ふたたび異業種を横断した
金融コングロマリット化が復活するだろう。
３．銀証兼営のメリット
前節では銀証兼営と分離の経緯および銀証兼営の実態について見てきたが、本節では銀証
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図１

ワンストップ・ショッピングによる収入増

（資料）Group of Ten（2001）より筆者作成

兼営が支持されてきた要因、つまり銀証兼営のメリットについて検討していく。
銀証兼営が支持された要因としては、①商品の多角化による収入の増加、②商品の多様化
によるコストの削減、③商品多角化によるリスクの低下、④規模拡大によるコストの削減、
⑤市場力の増大等が挙げられる。
（１）商品多角化による収入の増加（Revenue enhancement–one-stop shopping）
1980年代から、証券市場の発達により、企業における直接金融のウェイトが増大してい
る。また、個人分野においても、証券総合口座への預金流出と住宅ローン・自動車ローンの
証券化の進展を背景に、商業銀行と証券会社やノンバングとの競争が高まった。企業・個人
からの資金調達の割合が大幅に低下しているため、商業銀行の収益の伸び率は低迷し続けて
いる。貸出に代表される伝統的銀行業務における収益性低下への対応として、商業銀行は金
利収入以外の新たな収益源を求めて証券業務に参入し始めた。特に、個人顧客の資産運用に
対する需要が年々高まっていることから、銀行はこうした顧客の多様なニーズに対応できる
体制を整備し、多様な金融商品を提供できるワンストップ・ショッピングの出店を拡大して
いる。顧客はワンストップ・ショッピングで複数の金融商品を購入すれば、個々の金融商品
を別々の金融機関で購入するより、移動時間と交通費等の購入コストを節約できる。金融機
関にとって、販売した金融商品が増加したため、手数料など非金利収入の増加も見込まれ
る。
G10の各主要国の金融機関を対象とした金融統合を行う動機についてのアンケート調査21
によれば、銀証兼営を含む異業種の金融統合の動機の中、もっとも重要視されているのは
「ワンストップ・ショッピングによる収入増」である（45.0％が「非常に重要」
、27.5％が
「ある程度重要」
、7.5％が「両者の中間」
、全体の８割が重要視している）
（図１）
（２）商品の多様化によるコストの削減（Economies of Scope22）
銀行、証券業務を含む金融業務は、優れた情報産業としての性格を有する。それぞれの業
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図２

商品の多様化によるコストの削減

（資料）Group of Ten（2001）より筆者作成

務で蓄積されてきた情報やノウハウ等の共通生産要素を新規業務に積極的に転用していけ
ば、全体としてのコストが低くなる23。また、近年、IT情報システム投資等の投資コストが
急増しているため、１つの金融機関で同時に複数の業務を兼営し、顧客に多様な商品を提供
したほうが、固定費用の削減効果が見込まれる。
上記のG10の調査によれば、異業種間の統合については、回答者の過半数が「商品の多様
化によるコストの削減」重要であると回答している（25.5％が「非常に重要」
、30.0％が「あ
る程度重要」と回答）
（図２）
。
（３）商品多角化によるリスクの低下
銀行が証券業務を兼営すれば、商品の多角化、多様化によって銀行の収入増とコスト削減
が期待できるから、銀行自体の経営体力が向上し、倒産リスクも軽減できると考えられる。
例えば、従来の貸出業務における金利収入に加え、収益率の変動パターンが異なる証券業務
収入（有価証券の引受・運用と投信販売の手数料収入等）が可能になれば、銀行全体として
の収益率の変動幅（すなわちリスク）は縮小できるとされる。
今回の世界金融危機でも見られるように、金融危機後各金融機関の収益回復に大きく貢献
したのも投資部門といった証券業務である。金融自由化のもとで、預金と貸出といった伝統
的な銀行業務だけでは、金融機関は十分な収益を上げることはもはや不可能である。銀行業
務と証券業務を兼営すれば、銀行全体としての収益率の変動幅が縮小して、より安定的な経
営が実現できる。
また、G10の同調査では、異業種の金融統合の動機について、規模拡大によるコストの削
減と市場力の増大といった回答が得られた。
一方、日本で行った主要事業会社102社の財務担当部長を対象とした「金融制度アンケー
24
調査によれば、銀行・証券の垣根撤廃を賛成する理由として、
「金融商品の多様化が進
ト」
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表４

銀証兼営の利益相反事例
利

益

相

反

金融機関内部 ・経営不振な証券部門を救済するため、銀行部門が証券部門に融資する
・銀行部門貸出業務で蓄積した企業内部情報を、自己利益を上げるために証券部門（業
務）に流用
・銀行部門が顧客から集めた預金を貸出にせず、ハイリスクハイリターンの証券業務に運
用する
対顧客

・証券部門が引き受けた証券の購入を、情報を開示せず銀行部門が顧客に勧誘する
・企業が資金調達するとき、金融機関は自分にとって利益の大きい調達方法を企業に勧め
る
・銀行部門の不良債権を回収するため、証券部門が不良債権先に有価証券を発行させ、投
資家に売り捌き、その代金で不良債権を回収する

（資料）各資料より筆者作成

む」（61社）
、
「有利な資金調達ができる」
（54社）
、
「社債引受手数料などが引き下げられる」
（53社）等を挙げている。
このように、銀証兼営は銀行収益率の向上、リスクの分散等銀行自身の経営改革の必要で
あって、フルラインの商品体系、ワンストップ・ショッピングの実現等顧客の要望でもあ
る。
４．銀証兼営のデメリット
銀証兼営について、範囲の経済、リスクの分散等様々なメリットが見込まれるが、いくつ
の負の側面も存在する。そのデメリットとして、①銀行業務と証券業務の利益の相反、②シ
ステミック・リスクの増大、③セーフティ・ネットの漏出等が挙げられる。
（１）利益の相反25
利益相反とは、当事者間の利害の衝突・競合の状態を指す。金融機関が取引の依頼を受
け、（利害の相反する複数の当事者から）一方の当事者の利益を他の当事者より優先して執
行したり、当事者の依頼目的に反して自己の利益を優先して執行する場合などに発生する。
このように、銀証兼営の場合に予想される利益相反のケースとして、①金融機関内部同士
（銀行部門と証券部門の間）の利益相反と②対顧客の利益相反の２つに分けられる（表４）
。
こうした利益相反行為が行われると、顧客の利益が害されるほか、市場の公正性に対する
信頼が失われることで市場の流動性の低下、資本コストの上昇を招き、市場の効率性を損な
うおそれがあると指摘されている26。さらに、金融システムを不安定化させるリスクも存在
する。このため、市場の公正性、透明性と効率性および金融システムの安定性の観点から、
規制策を講じて利益相反を回避しなければならない。
具体的な利益相反行為制限措置として、以下の規制策が考えられる27。
①同グループ内の異なる業種間の融資を原則的に禁止すること。
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②銀行部門が有する情報を証券部門への流用を禁止すること。
③証券部門が引受けた証券にかかる自己勘定のディーリングおよび顧客注文のブローキン
グを禁止する。
④メインバンクと取引関係がある企業の有価証券の発行を原則的に禁止すること。
一方、このような強化された利益相反行為規制措置は、銀証兼営の効果を打ち消す可能性
も否定できない。そのため、市場の競争（監視）機能と公的法規制の整備および金融機関各
自の内部統制が機能していれば、金融機関に加重的な規制は必要がないという考え方もある。
しかし、金融機関に利益相反のインセンティブが強く働くことから、また情報の非対称性か
ら顧客がサービスの選択やその品質の判断ができないため、利益相反28に対し強固な規制手
段を講じる必要がある。
（２）システミック・リスクの増大
金融機関は商品の多様化、多角化によって収益力の向上、コストの削減およびリスクの低
下が期待できるため、安定した経営が可能となる。しかし、銀行業務に比べ、証券業務のリ
スクが高いと思われる29。銀証兼営の場合、グループ内ある部門に生じた問題が他部門に伝
播し、グループ全体の経営状態を悪化させるおそれがある。例えば、証券部門が証券事業に
おいて巨額な損失を出したとき、資本関係を通じて銀行部門の経営を悪化させるリスクがあ
る。また、銀証兼営の解禁に伴い、金融機関が巨大化（コングロマリット化）に変身してい
くため、リスクの集中により金融機関全体のリスク量の増大が懸念される。これらのリスク
が一斉に顕現化すれば、市場取引を通じて他の金融機関に波及し、システミック・リスクを
増大させて金融システム全体を不安定させる可能性がある。
グループ内部のシステミック・リスクの伝播に対し、内部取引を制限し、ある部門で生じ
た問題を他部門への波及を防ぐための部門（業態）間のファイアーウォール（業務隔壁）の
構築が実行されてきている。ただし、ファイアーウォールは、グループ内部のリスクの過度
蓄積を防ぐことには有効であるが、その機能性は欠ける一面もある。たとえば、一旦危機に
陥った関係会社の安全性について、ファイアーウォールは大衆の信頼の維持に役立つわけで
はなく、緊急な局面ではほとんど機能しないと指摘されている30。特に、グループ内関係会
社が破綻すれば、銀行部門は取り付けに遭遇する可能性が極めて高い。
ファイアーウォールの機能性を補完するためには、監督当局による監督・管理を強化する
必要がある。特にグループ企業に対し、連結ベースの監督やグループ全体のリスク評価、監
督当局間の情報交換等監督当局間の監督・規制協力体制の構築が不可欠とされる。銀行部門
にシステミック・リスクが伝播される恐れがある場合、監督当局のリーダーシップで、グル
ープ企業を解体し、銀行部門の健全性を保つ、システミック・リスクを未然に遮断する管理
体制の構築も重要である。
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また、機能性のほか、ファイアーウォールの設定は業務多角化によるシナジー効果を減殺
するという認識が強まっていることから、コストと効率面でその有効性にも疑問視されてい
る31。しかし、部門間のリスク伝播が完全に遮断できなければ、一定のファイアーウォール
は金融システムの防波堤の役割を果たしているともいえる。
さらに、グループ外部へのシステミック・リスクの伝播に対し、自己資本比率を充実して
グループ企業の破綻を未然に防ぐことが重要であるとされる。例えば、米国のグラム・リー
チ・ブライリー法においては、自己資本が充実ではない預金取扱金融機関（銀行）の金融持
株会社の設立による銀行以外の業務への進出を認めないとしている32。また、いくつかの国
では、銀行子会社を保有する金融持株会社に対して、BIS合意より高い水準の自己資本規制
を課しているとされる33。
（３）セーフティ・ネットの漏出
銀行は、金融仲介、信用創造及び決済機能を通じて経済活動を円滑に進める役割を果たし
ていると同時に、取付け等に対し脆弱な側面を持っている。特に、個別の銀行の破綻は金融
システム全体に波及し、システミック・リスクを引き起こす可能性が存在する。そのため、
銀行に対し、中央銀行の「最後の貸し手」機能、公的資金の注入、預金保険制度等各種のセ
ーフティ・ネットが構築されている。
しかし、銀行グループが証券業務を兼営する場合、証券業務で生じた損失を銀行が内部取
引を通じて補填するかたちで、
「セーフティ・ネットの漏出」が生じる恐れがある。銀行を
救済対象に限定したセーフティ・ネットが証券業務に拡大すれば、銀行はセーフティ・ネッ
トを持たない競合機関に比べてリスクを取りがちのほか、金融市場における公正な競争を阻
害する可能性がある。さらに、銀行グループが経営破綻時における金融監督当局の破綻処理
コストが増大する可能性が極めて高い。
セーフティ・ネットの漏出の可能性は、銀証兼営の組織形態によって異なるとされる。例
えば、一般的に、ユニバーサル・バンク制度による銀証兼営に比べ、持株会社制度の方が相
対的にセーフティ・ネットの漏出の可能性が低いといわれている。これは、ユニバーサル・
バンクに比べ、持株会社の各業態の金融機関はそれぞれ厳格分離された法人格を有し、利益
相反措置が比較的に機能しているからである。
ファイアーウォールを活用することによりセーフティ・ネットの漏出の可能性を軽減する
こともできるとされる。持株会社グループ内の内部取引を厳格に制限すれば、銀行による持
株会社グループ内の証券会社の損失の補填は回避できるとされる。そして、銀行グループが
破綻するとき、銀行部門と証券部門などを切り離して、銀行部門だけを救済するルールを確
立しなければならない。
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５．規制の在り方
今回の世界的な金融危機を受け、各主要国は金融市場への大規模な流動性供給、預金保護
限度の引上げや銀行債務の保証、公的資金による不良債権の買い取り、さらに公的資金によ
る銀行への資本注入で銀行の国有化など様々な対策を講じた。金融危機対策の効果もあっ
て、金融市場はだんだん落ち着きを取り戻した。このような市場型金融危機を防ぐため、各
主要国では新たな金融規制を模索しはじめた。
金融監督当局による規制監督体制の不備の他、市場の失敗、銀行を含む金融機関の暴走、
格付けにおける利益相反問題など、今回の金融危機の原因の多様性が指摘されている。こう
した反省から、個々の銀行の経営健全性を維持するミクロ健全性規制・監督を強化すべきだ
と再認識された。
自己資本規制など伝統な金融規制が、個々の金融機関の健全性の確保を目的とした「ミク
ロ健全性規制」であるのに対して、金融機関間、金融機関と金融市場との円滑な取引を保障
し、金融危機が金融システムとマクロ経済への影響を最小限に抑えることを目的とした措置
は「マクロ健全性規制」と呼ばれる（表５）
。
本稿では、銀証兼営のデメリットを踏まえて、銀行に対するミクロ健全性規制・監督につ
いて検討してみたい。
（１）システミック・リスクの軽減
前章でも述べたように、システミック・リスクの伝播に対し、自己資本比率を充実してグ
ループ企業の破綻を未然に防ぐことが重要であるとされる。銀行の代表的な規制として、自
己資本比率８％を超えるBIS規制という国際的な規制が適用されている。しかし、銀証兼営
の垣根がなくなり、銀行がリスクの高い証券業務にも進出したが、証券業務を営む証券子会
社が規制対象となっていなかった、銀行グループのリスク評価が不十分でバファーが足りな
かった、といった点が指摘されている。例えば、欧米各主要銀行はBIS規制の自己資本率を
おおむねにクリアしていたにもかかわらず、サブプライム・ローン問題によって経営が軒並
み大きく悪化した（表６）
。
特に、2000年代前半の不動産バブルの過程では、銀行がSIV（簿外の投資子会社）を設立
し、短期市場で資金を調達して高いレバレッジをかけて自己資本に比べて何十倍もの資産を
拡大させていた。特に、欧米の各銀行は、リスクの捕捉しにくい複雑な証券化商品やオフバ
ランスの取引を拡大させたため、金融危機によって、莫大な損失を被った。
表７は欧米各主要銀行のレバレッジ比率を表している。現在、レバレッジ比率規制を導入
しているのは米国とカナダだけである。米国では、規制対象金融機関のTier1/総資産比率が
35
３％以上となることが求められている 。2007年度の欧米各主要銀行のレバレッジ比率から

みると、米国とカナダの各銀行はおおむね５％以上の比率を維持しているのに対し、欧州各
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表５

金融機関健全性規制政策の分類34

マクロ健全性規制

ミクロ健全性規制

・FRBはシステム上重要な金融機関、総資産500億 ・業務内容に関する規制
ドル以上の銀行持株会社に対して直接規制・監督 ・規模に対する規制
・ファイアーウォールの強化

を行う

・資産規模が100億ドル超の預金金融機関の預金保 ・自己資本比率の引き上げ
・レバレッジ比率規制の導入

険利率の引き上げ

・役員報酬、コーポレート・ガバナンスの改善

・秩序だった破たん処理ルールの整備
（資料）各資料より筆者作成

表６

欧米各主要銀行の自己資本比率（Tier1、％）

2005

2006

2007

2008

2009

CITI

8.8

8.6

7.1

11.9

11.7

BOA

8.3

8.6

6.9

9.2

10.4

JPMC

8.5

8.7

8.4

10.9

11.1

WELLSFA

8.3

8.9

7.6

7.8

9.3

UBS

12.8

12.2

9.1

11.0

15.4

DBK

8.7

8.5

8.6

10.1

12.6

BCS

6.9

7.5

7.3

8.6

13.0

RBS

10.62

8.45

12.42

10.88

19.89

HSBC

9.0

9.4

9.3

8.3

10.8

MUFG

6.6

6.8

7.6

7.6

7.8

MHFG

6.2

5.9

7.0

7.4

6.4

SMFG

5.4

7.1

6.5

6.9

8.2

RBC

9.6

9.6

9.4

9.0

13.0

TD

10.1

12.0

10.3

9.8

11.3

BNS

11.1

10.2

9.3

9.3

10.7

BMO

10.3

10.2

9.5

9.8

12.2

CIBC

8.5

10.4

9.7

10.5

12.1

（資料）各社ディスクロージャーにより筆者作成
注：１．BISⅡ基準をもとに計算。Tier1とは、資本勘定（資本金、法定準備金、剰余金等）の額を いう。
２．RBC、TD、BNS、BMO、CIBCはカナダの五大銀行である。

銀行のレバレッジ比率は総じて５％以下となっている。これは、歴史的にユニバーサル・バ
ング制度を採っている欧州は銀証兼営を容認していて、各銀行は積極的に高いレバレッジを
かけてサブプライム・ローンを含む証券化商品を販売、投資していたためである。実際、欧
州の各銀行はサブプライム・ローン問題の震源地の米国の銀行に匹敵するほど巨額な損失を
出している。
そして、サブプライム・ローンの焦付きによって短期金融市場が逼迫し、銀行は資産の投
売りと高レバレッジの圧縮を余儀なくされた。証券化商品を含む資産価格が急落し、短期金
融市場が麻痺して国際金融市場全体を揺るがした。こうした経緯から、銀行の健全性を維持
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表７

欧米各主要銀行のレバレッジ比率（％）

2005

2006

2007

2008

2009

CITI

5.4

5.2

4.0

6.1

6.9

BOA

5.9

6.4

5.0

6.4

6.9

JPMC

6.3

6.2

6.0

6.9

6.9

WELLSFA

7.0

7.9

6.8

14.5

7.9

UBS

1.9

1.7

1.4

2.5

3.9

DBK

2.2

1.5

1.4

1.4

2.2

RBS

3.1

2.4

2.8

2.9

5.0

BCS

2.0

2.3

2.2

1.8

3.6

HBSC

4.7

4.7

4.5

3.8

5.2

MUFG

6.0

7.5

7.5

6.7

6.1

MHFG

3.0

3.2

3.4

3.3

2.5

SMFG

3.4

4.5

4.0

4.1

3.7

RBC

5.7

5.1

5.0

5.0

6.1

TD

5.0

5.0

5.1

5.2

5.8

BNS

6.6

5.8

5.5

5.6

6.0

BMO

7.1

6.1

5.8

6.2

7.1

CIBC

5.4

5.6

5.3

6.1

5.6

（資料）各社ディスクロージャーより筆者作成
（注）レバレッジ比率が低ければ低いほど当該銀行のレバレッジが高いことを意味している。

するため、自己資本比率を引き上げるだけではなく、銀行のレバレッジ比率にも最低水準を
設けることを検討されている。
さらに、自己資本比率（Tier1）が８％前後の銀行も破綻危機に直面されていた（表６）。
これは、証券化商品のような換金しにくく流動性の低い資本が多いと、バランス・シート上
の数字はよくても、金融市場が麻痺するときは損失吸収力が限られ破綻を回避することがで
きなくなる。このため、銀行の自己資本比率の質の強化も求められている。その狙いは自己
資本の損失吸収力向上を通じ、金融危機が発生時の銀行の健全性を高める点にある。
2010年９月、バーゼル銀行監督委員会は自己資本基準を本質的に強化する改革案を発表し
た（表８）。損失吸収性の最も高い資本である普通株等Tier1 の最低所要水準は、規制上の
調整適用前の２%という現行の水準から、より厳格な調整適用後の4.5%へと引き上げられる。
これは2015 年１ 月１ 日までかけて段階的に導入される。普通株等Tier1 やより厳格な算入
基準に基づく他の適格金融商品を含むTier1 資本は、同じ期間に４%から６%へと引き上げ
られる。さらに、銀行は将来のストレス期に耐え得るよう、2.5％の資本保全バッファーを
保有することが求められ、合わせて普通株等Tier1 の所要水準は７％となる。
このように、G20では自己資本比率の質と量を強化するとともに、補完項目としてレバレ
ッジ比率規制を導入する動きとなっている。しかし、現段階でレバレッジ比率規制の総資産
項目には今回の金融危機の引き金となったデリバティブ取引と証券化商品が含まれていない
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表８

改定自己資本比率及びバッファー（％）
普通株等＋Tier1（控除後） Tier1

最低水準

4.5

資本保全バッファー

2.5

最低水準＋資本保全バッファー

７

カウンターシクリカルな資本バッファーの範囲

総資本

６

８

8.5

10.5

０～2.5

（資料）BIS資料より筆者作成

ため、レバレッジ比率規制が本当に機能するかどうかは不透明である。将来的には、やはり
総資産にオフバランスシート取引等を入れることが望ましいのである。
さらに、重要なのは、上記の自己資本比率の充実とレバレッジ比率の引き上げによって、
より早い段階において確実に金融機関の経営状況を把握することができる。そして、金融監
督当局は金融機関が破綻に至る前に早期是正措置を発動してその経営を改めることができ
る36。そのため、金融機関に対して、四半期ごとにストレステストを行う義務を課すべきで
ある。
（２）セーフティ・ネットの漏出の遮断
セーフティ・ネットの漏出は、銀行がグループ内の証券事業の損失を補填するというケー
スと、証券事業の失敗で銀行が破綻する危機に直面される時、本来は銀行だけを保護する預
金保険基金がグループ全体を保護してしまうケースが想定される。銀行銀証兼営を認める以
上、これらのセーフティ・ネットの漏出を遮断しなければならない。
前者については、ファイアーウォールを活用して銀行グループ内の取引を制限する方法で
セーフティ・ネットの漏出の遮断ができると考えられる。しかし、後者のように、今回の金
融危機では証券事業の失敗が金融危機を引き起こし、銀行救済のため公的資金投入の拡大を
拍車させた。こうした事態を想定して、銀行グループ内外の不安の連鎖を食い止める特別な
危機対応の枠組みの制定が必要とされる。具体的には、経営危機に陥った銀行に対し、監督
当局がグループ企業を解体し、非銀行業務を売却、譲渡して預金、決済業務を担う銀行だけ
を保護するルールを確立しなければならない。
また、セーフティ・ネットを銀行グループ全体に拡大すれば、銀行グループが過剰なリス
クを取ることに走る可能性が高いので、リスク度に応じて可変保険料率制度を導入し、金融
機関に預金保険料を徴収してセーフティ・ネットの維持も必要とされる。さらに、大規模な
金融機関の破綻は、システミック・リスクを顕在化させやすいため、監督当局はこれを回避
しようとして安易にセーフティ・ネットの発動する可能性が高い。セーフティ・ネットの漏
出を防止するためにも、銀行が大きすぎて潰せない（Too big to fail）にならないことが重
要である。このため、銀行の業務・規模について一定な規制を課するべきである。
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今回のサブプライ・ローン金融危機によって、銀証兼営のデメリットは露呈された。この
ため、グラス・スティーガル法を復活させ、銀行と証券を分離すべきという規制論が台頭し
てきた。しかし、今回のサブプライ・ローン金融危機は、90年代の日本金融危機を含む多く
の不動産バブル金融危機と共通点を持っている。いずれも住宅価格の上昇を見込んで無謀に
住宅ローンの貸付を拡大し続けた結果といえる。一旦バブルが弾けば、住宅ローンの返済が
遅延・不能になって、銀行の貸出しが不良債権と化し、銀行は破綻危機に直面する。そして
波及効果を通じて金融市場が信用不安に陥り、金融危機を引き起こした。このため、仮に銀
証分離を行っても、こうしたリスクが銀行サイドに残り、従来型の金融危機を引起こす可能
性は十分にある。
また、銀証兼営を禁止すれば、銀行の収益力の低下につながりかねない。収益力の低い銀
行は、経営基盤がぜい弱になり、外部の小さな経済環境変化にも耐えられない。銀証分離は
結果的に銀行の経営基盤の弱体化と金融システムの不安定化につながるという可能性すらあ
る。さらに、国際的にみても、銀証分離規制よりも、自己資本比率規制の見直し等現行監
督・規制制度に内在する基本的な欠陥の修正で臨むべきとする意見が有力であるように思わ
れる。特に、銀行が証券業務を兼営するユニバーサル・バンキング制度を有する欧州におい
て、銀証分離規制の採用については基本的に反対である。むしろ個々の金融機関に対するミ
クロ健全化規制強化を通じて金融システムの安定化を図るべきという意見が多かった。
おわりに
銀証兼営は経済のグローバル化と規制緩和が進んだ結果ともいえる。これまで見てきたど
おり、銀証兼営はメリットとデメリットが並存している。そのデメリットに対して、各監
督・規制制度に内在する基本的な欠陥を修正することによって十分対応可能なものである。
このため、銀証兼営のメリットの享受を放棄し、一律に銀行と証券を分離させる規制策はま
さに金融自由化と逆行するものであって、避けるべきである。
基本的に銀証兼営を認めつつも、他方で金融危機の再発を防ぐための措置として個々の銀
行の経営健全性を維持するミクロ健全性規制・監督を強化する必要がある。具体的には、①
システミック・リスクを軽減するため、銀行の自己資本比率を充実させる、②銀行が過剰な
リスクを取る行動に走るのを防ぐため、レバレッジ比率を引き上げる、③セーフティ・ネッ
トの漏出を遮断するため、ファイアーウォールを活用して部門間のリスク伝播を遮断する、
④金融システムを守る観点から、経営危機に陥った銀行に対し、監督当局がグループ企業を
解体、清算できるよう新たな破綻処理ルールを確立するといった措置が必要である。
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Preferable regulation related to the integration of
banking businesses and securities businesses
LIN, Xing
Abstract
The purpose of this paper are recommendations on how the regulation of banking and
securities businesses. Banking and securities business the advantage of consolidation,
diversification of products banks can increase revenue and reduce expenditures, and
product diversification through the operation to reduce the risks. Conversely, it also
increases the risk of the financial system.
Review of the financial system is essential to prevent the recurrence of financial crisis, in
particular, banks are operating simultaneously silver certificate, should strengthen
financial supervision management.
The author suggests that strengthen supervision and management to integration the
bank for banking business and securities business. Specifically, the enhancement of capital
adequacy and raise leverage ratios. In order to prevent the transfer of risk between
sectors should be strengthened take advantage of a firewall. Finally, banks should also be
formulating a new system of bankruptcy.
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