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論語なき算盤、
算盤なき論語
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Essay

みずほ証券株式会社
シニアアドバイザー

吉國 眞一

「政治家や役人にビジネスのセンスがなく、ビジネスマンに

バブルが産んだ将来への行き過ぎた楽観主義（根拠なき熱

治国意識がない。そのため、政治家や役人が表面的な倫理

狂）の下でサブプライムの証券化というビジネスモデルが借

観に押されてマーケット心理を無視した無謀な経済政策を押

手の信用状態と関わりなく成立してしまったからだ。
「論語な

し付ける一方、ビジネスマンは全体を見渡す見識も倫理もな

き算盤」と「算盤なき論語」がバブルを触媒として共存してし

く、金儲けに狂騒し、そのあげくに陥った恐慌から脱出する

まったことになる。
渋沢栄一は20世紀初頭にアメリカを訪れた際、
「 アメリカ

術を知らない。
（
」鹿島茂「渋沢栄一」
）
金融危機が再燃する中、
「論語と算盤」を唱えた渋沢栄一

は正義と人道に則った若くて将来性豊かな国である」との感

が再評価されているそうだ。渋沢栄一に縁のある企業で禄

想を述べた。資本主義のダイナミズムとピューリタンの人道主

を食んでいる筆者にとって嬉しい話ではある。渋沢流にいえ

義が結びついた当時のアメリカに「論語と算盤」の両立を見

ば、
「論語なき算盤」の暴走がグローバル金融危機をもたらし

出したのだろう。ほぼ同時期に訪米したマックス・ウエーバー

たことになる。それを象徴するような事件が昨年起こった。ウ

がベンジャミン・フランクリンに近代資本主義の理想的人間

オール街を代表する投資銀行が組成した、
サブプライム・ロー

像を見出しているのは興味深い一致だ（「プロテスタンティズ

ンを対象とするデリバティブ（シンセテッィクCDO）が、組成

ムの倫理と資本主義の精神」
）
。しかし渋沢は先の文章に続

に関わったヘッジファンドによって空売りされ、同ファンドが

けて、
「 が、ややもするとアメリカ国民は極端に走る傾向があ

莫大な利益を得た。投資銀行はその事実を隠して投資家に

る」と記している。彼の慧眼は論語と算盤の両立が危うい均

販売し多額な損失を与えたとしてSECに告訴された。訴訟は

衡の上に成り立っていることを見抜いていた。残念ながらそ

投資銀行が巨額の金を支払い示談で決着したので法的な判

の懸念は百年の時を隔てて的中することになったのである。

断はなされなかったが、
金融資本主義批判に油を注いだこと

今、危機はヨーロッパに及び、ユーロ崩壊の可能性さえ論じ

は間違いない。
「サブプライム」
「
、CDO」
「
、ヘッジファンド」
「
、空

られるようになった。冒頭引用した鹿島茂氏の著書は、渋沢

売り」と業界用語オンパレードのこの金融商品がアバカス（算

の経済哲学の原点が若き日パリ万国博を訪れた際に知った

盤）という名前だったのだ。命名した「ウオール街のロケット・

フランスの「空想的社会主義者」サン・シモンの思想である

サイエンティスト」は金融工学を駆使して商品を考案した自ら

という興味深い説を展開している。当時のパリはサン・シモ

の知力を誇示したかったのだろうか。

ン主義者の銀行家が推進した金融革新の成果でロンドンと

アバカスの原資産となっているサブプライム・ローンこそは

並ぶヨーロッパの金融センターになっていたそうだ。欧州統

「論語なき算盤が生んだ略奪的貸付」というのが一般的な理

合やアメリカン・ドリームが壮大なる「算盤なき論語」に終わ

解だろう。だが、それはコインの一面しか見ていない。サブプ

らないために、金融業界は「アバカス」を産んだ最先端の頭

ライムの原点には、
「マイノリティにも家を与え、全ての国民に

脳を総動員して金融システム・金融規制体系の再構築に協

アメリカン・ドリームを実現させる」という「略奪」とは対極に

力すべきだ。金融工学という名の算盤が「神の見えざる手」

ある「もう一つのアメリカニズム」があった。ノンリコース性、税

を導く触媒となるか、
「 悪魔の錬金術」に堕してしまうのか、

制上の優遇、政府系機関による暗黙の保証など圧倒的に借

「論語と算盤」に昭憲皇太后の御製として渋沢が引用してい

手優位な住宅ローンシステム、
マイノリティへのローン供与を

る以下の歌は金融人が拳拳服膺すべき現在に通ずる教訓だ
ろう。

「銀行の社会的責任」
と定めた「地域再投資法」
（CRA）
等々、
「採算を度外視しても弱者に住宅を」
というのが民主党、共和
党を問わず国策になっていた。
言ってみれば「算盤なき論語」

もつ人の心によりて宝とも

だ。論語なき算盤が不当なら、算盤なき論語は不毛である。

あだ（仇）ともなるはこがね（黄金）なりけり

銀行にしてみれば返済能力のない借手に無理に貸出をすれ
ば株主責任を問われかねない。結局最下層のマイノリティが
アメリカン・ドリームを享受した（かにみえた）のは、不動産
1
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銀行業務の適切な「範囲」とは
～システミック・リスクの視点からの考察～
Systemically Correct Scope of Banking

有限責任監査法人トーマツ
パートナー

大山 剛

11月初に仏カンヌで開催されたG20サミットでは、ついにG-Siﬁに対するグローバルな規制が公表された。Siﬁとは、金
融システムの安定性という視点から非常に重要な金融機関（systemically important ﬁnancial institutions、以下
Siﬁ）
を指し、
G-Siﬁとは特にグローバルな視点からみて重要な金融機関を指す。
要は、
金融システムにとって余りに重要で、
破綻を許容すると金融システムそのものが大きく揺らいでしまうような金融
機関のことである。
具体的には、
あらかじめ決められた基準に従って選ばれた29行のG-Siﬁの名前が公表されたほか、
こ
うしたG-Siﬁに対し求められる要件、すなわち追加的な資本の付加とシステミック・リスクを削減するための方策が示さ
れた。

■ 米英における銀行業務を巡る新たな規制

会より発表された。英国の場合は、リテール業務をホール
セール業務から完全に切り離した上で、同じ銀行グループ

このようなグローバルなルールに加えて、一部諸国では

内で運営する場合でも、相互の依存関係を極力小さくしす

さらに、Sifiに対する追加的な規制を導入しようとしてい

ることを求めるという米国に比べても、より思い切った内

る。すなわち、米国では銀行監督当局が10月末に、いわゆ

容となっている。

る「ボルカー・ルール」の詳細を公表した。同ルールは、米

■ 日本やその他諸国のスタンス

国の金融制度の改革を目指すいわゆるドッド・フランク法
の一部であり、銀行による自己勘定取引やヘッジ・ファン
ドへの投資といったリスクの高い業務に対し厳し制限を設

このように米国や英国の銀行監督当局が、新たな金融

けるなど、銀行の業務の「範囲」を狭めようというものだ。

危機の再発を防ぐという目的から、銀行の業務範囲を徹

また厳密にはボルカー・ルールに含まれないものの、ドッ

底的に絞り込むという同じ方向性の政策を追求している

ド・フランク法には他にも、リンカーン条項のように銀行の

のに対し、日本・アジアや欧州大陸諸国を含む多くの国々

スワップ取引を厳しく制限するものもある。こうした業務

は、必ずしもこうした考えを共有しているようにはみえな

は、主要米銀にとっては、これまでの高い成長と高収益を

い。こうした国々は、金融危機の再発を防ぐという目的には

支えてきた源泉でもあり、これら業務の分離を求めるボル

強くコミットする一方で、米国や英国のように、銀行業務の

カー・ルールの銀行に与えるインパクトは非常に大きいと

範囲に大きな制約を課すような規制を導入しようとはして

いえる。

いない。

銀行業務の範囲を思い切って絞り込む、こうした規制の

上記の理由ははっきりしている。こうした国々は、米国や

狙いは極めて明快である。それはつまり、新たな金融危機

英国のようにSifiが危機に陥った際にこれを救済する、い

の再発を防ぐことである。換言すれば、複雑で巨大な銀行

わゆる「ベイルアウト政策」を完全にタブー視するのではな

をシンプルで小さな銀行に変えることで、仮にこうした銀行

く、より現実的な視点から、こうしたベイルアウト政策を、政

が破綻の危機に瀕しても、金融システム全体を危機に晒す

策オプションの一つとして、引き続き保持しているからであ

ことのないようにするのである。

る。これらの国々では、G20サミットの合意内容にも見られ

米国と同様に英国においても、最近、ビッカーズ・プラン

るように、Sifiのシステミック・リスクを削減する努力は確

と呼ばれる、やはり銀行に対し厳しい規制を導入しようと

実に行っているものの、その一方で、Sifiのシステミック・リ

いう考えが、英国政府が設けた銀行業に関する独立委員

スクを“ゼロ”、あるいはリスクの顕現化を許容できるよう
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敢えて顕現化させてしまう「リスク」を相殺するには、まだ
まだ不十分な内容に映るのである。

■ 米英とその他諸国のスタンスの違いの由来
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ルアウト・フリー政策に伴う、残余システミック・リスクを

ともよく理解している。

見方によっては、これはある意味で仕方がないことなの
かもしれない。米英にとっては、G-Sifi破綻に伴う自国での
システミック・リスク顕現化やそのダメージは極力避けた

結局、金融危機の再発を防ぐという同じ目的に対する、
米英とその他諸国の異なるスタンスは、両グループにおけ

い一方で、同破綻が他国にもたらすダメージは「外部不経

る幾つかの政策間の異なるプライオリティ付けに由来する

済」に過ぎず、必ずしも米英の当局が自国の政治家に背中

ものだといえる。つまり、米国や英国における最も重要な政

を押されて積極的に対応を迫られるものではない。もっと

策は、銀行救済のために国民の血税を用いることを今後決

もこれは、大きく複雑過ぎて潰せないSifiのモラル・ハザー

して許さないというものである。換言すれば、米英では、ベ

ドを是正しようとした米英の当局自体が、他国へのダメー

イルアウトから完全に解放されたベイルアウト・フリーな金

ジを十分考慮しないという、モラル・ハザードの罠に陥っ

融システムの実現を最大の目標として掲げている。した

ていることを意味する。

がって米英では、金融危機の再発防止は、仮にSifiが経営

こうした意味で、日本・アジアやその他の諸国は、米英

危機に陥った場合、Sifiのシステミック・リスクがゼロに近

が今後も引き続き非現実的なベイルアウト・フリーな金融

い水準にまで削減されているという条件付きで初めて実

システムの構築に拘泥する限りにおいて、米英に対し、Sifi

現することになる。

の残余システミック・リスクをゼロに近づけるような、更な

一方で、日本・アジアや欧州大陸諸国等、多くのその他

る厳しい銀行業務の範囲に関する規制を求めていくべき

の国では、最も重要な政策はベイルアウト・フリーな金融

である。さもなければ、米英が現在追求している政策は所

システムの実現ではなく、システミック・リスク顕現化の波

期の目的のように金融危機の再発を防ぐのではなく、むし

及を防ぐことにある。換言すれば、米英とその他諸国の二

ろ逆に、新たなグローバルな金融危機を誘発するものとな

つのグループは、何らかの方法でSifiのシステミック・リス

るかもしれない。

クを削減しようとしている点では共通しているものの、削減
した後の残余システミック・リスクが顕現化した場合、これ
をシステムの中でどのように吸収するかに関して異なって
いるのである。米英のケースでは、この残余リスクは、世界
中に波及する銀行システムの不安定化の中で吸収される
のであり、一方その他の諸国においては、それぞれの国の
国民の血税によってこれが吸収されることになる。

英のベイルアウト・フリー政策が
■ 米もたらす問題
グローバルな視点から新たな金融危機の再発を防ぐと
いうことを考えた場合、米英が想定しているようなSifiのシ
ステミック・リスクを問題のない水準にまで削減できると
いう余りにナイーブな仮定は、非常に問題含みだといえる。
ボルカー・ルールやビッカーズ・プランは、確かに米国や英
国の金融機関にとっては、大変厳しい内容となっている。
もっとも、その他の諸国からすれば、米英が追求するベイ

3
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な水準にまで削減することは実質的には不可能であるこ

Market Solutions Review

Market Solutions Review

バーゼルⅢ導入まであと1年
日本アイ・ビー・エム株式会社 シニア・マネージング・コンサルタント

八ツ井 博樹

yatsui@jp.ibm.com

バーゼルⅢによる新しい自己資本規制がわが国では2013年3月末よりスタートする見込みとなっており、これに先立ち
わが国では2012年3月末にはバーゼルⅢ告示が公表の予定となっている。

■ バーゼルⅡ導入時との違い

く、
一律的に対応を求める規制となっている。
バーゼルⅢで
一 律 でない 項目としては、
G-SIBs（Global Systemically

バーゼルⅡはその導入から5年が経過しようとしている。
バーゼルⅢは新しい規制ではあるもののバーゼルⅡを塗り

Important Banks）
に対する追加的な資本バッファー（1.0%

替えるものではなく、
むしろ、
バーゼルⅡを踏襲し、
新たに分

～ 2.5%までの上乗せ）
があげられるが、
これは金融機関の

子に追加的なルールを上乗せする位置づけとなっている。

選択ではなく当局が金融機関を指定するものとなっている。

以下の表はバーゼルⅡとバーゼルⅢをいくつかの観点で

一方で、
当局のモニタリングはこれまで以上に強化される

筆者が比較したものである。
考察としては、
バーゼルⅡが個

こととなる。
新しく導入される流動性規制における流動性カ

別金融機関のリスク管理態勢の高度化を促すものであった

バレッジ比率（以下、
「LCR」
）
は、
30日間の厳しいストレス下で

のに対して、
バーゼルⅢは個別金融機関での限界を踏まえ

も、
市場からキャッシュを調達することができる高品質の流

たうえで、
監督当局のモニタリング等を通じて金融セクター

動資産について、
流出するキャッシュの額以上を保有するこ

の安定化を強化するものと考えることができる。

とを求めるもの、
となっているがこのLCRは「日次ベース」
で

バーゼルⅡ
主な論点

自己資本規制に
・主に分母側を見直し
関する見直し
手法の選択

の当局報告が求められる可能性が高い。
また、
LCRの計算

バーゼルⅢ

は、
数理的に複雑な要件はなく四則演算で解決できるもの

・リスク・アセット計算 ・分子（自己資本）の充
の精緻化
実の要求
・オペリスクの導入
・流動性規制の導入

・信用リスクに 3 通り
SA/FIRB/AIRB
・オペリスクに 3 通り
BIA/TSA/AMA

の、
各カテゴリに取引明細情報を正しくマッピングすること
の難易度は決して低くはない。
したがって、
「日次ベース」
の計

・主に分子側を見直し

算を前提とすると金融機関はITインフラを流動性規制に向
けて整備することはほぼ必須となると考える。

基本的に手法の
選択無し

■ バーゼルⅢ導入に当たって
バーゼルⅡ導入時よりも、
バーゼルⅢの導入にあたっては

金融機関の破綻 金融機関が破綻しない 金融機関が破綻する場
に関する考え
よう管理を強化
合も想定
内部モニタリン
四半期
グの頻度

さらにガバナンス・内部のモニタリングを充実させることが
重要な観点になるものと考える。
つまり、
バーゼルⅡ導入時の

日次（LCR）

ような複雑なモデル式の理解や統計学の知識の習得より
はむしろ、
バーゼルⅢで構築した仕組みを活用し現時点の

例えば、
手法の選択という観点では、
バーゼルⅡでは信用
リスクおよびオペリスクのそれぞれにおいて、
金融機関の内

金融機関のポートフォリオの状態を踏まえたうえでの、
内部

部管理の高度化の状況に応じて3つの手法が用意されてい

および当局を含めた外部とのコミュニケーションを充実させ、

たのに対して、
バーゼルⅢではそのような手法の選択は基本

適切な金融機関経営を継続することが必須と考える。

■ IBMのバーゼルⅢ・ソリューション

的に用意されていない。

弊社のバーゼルⅢソリューションとしては、
自己資本管理、

これは、
バーゼルⅡの制度上は、
例えば信用リスクの内部
格付手法やオペリスクの先進的計測手法など高度な手法

CVA計算、
流動性規制対応の計量化支援および、
特にBI

が選択肢として用意されており、
対応力のある金融機関は、

ツールを用いた経営に役立つソリューションをご提供できる

金融工学に関する技術力やITインフラを獲得・整備し当局

準備を進めている。
頻度の高いモニタリング支援、
アピール

の承認を得てこれらの手法を選択しているのに対し、
バーゼ

性の高いビジュアライズ支援等について弊社の技術を活用

ルⅢでは基本的には金融機関側に選択肢を与えるものはな

したソリューションの提供を予定している。
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日本アイ・ビー・エム株式会社
リスク・コンプライアンス・ソリューション営業部
担当部長 熊田 清志
e21429@jp.ibm.com

日本アイ・ビー・エム株式会社
東京基礎研究所
主席研究員 那須川 哲哉
nasukawa@jp.ibm.com

近年、
金融商品やサービス、
業務処理が高度化、
複雑化、
高速化することにより、
ガバナンスを確保することがより難しくな
る傾向にある。
経営環境が厳しさを増す中、
日本の金融機関が、
人員削減や待遇見直しなどの経営合理化策を行うことに
より、
今後、
不正発生率上昇の懸念の声も聞かれる。
規制当局の監視が厳格化していることも、
ガバナンス向上を求める方向
性の一つの裏づけと考えられる。

■ ガバナンス・ソリューションの方向性

得るための技術で、テキストから集計可能な形式で情報を
抽出し、大量データにおける抽出内容の分布傾向から偏り

このような課 題に対して、
「 不 正を許さない（Do the

や変化を捉える機能が中心的な役割を果たす。この技術を

Right Things）」と「決められたとおり正しく仕事を行う

活用することで、従来は人手に依存していたコンプライアン

（Do Things Right）」といた2つの解決の方向性があると

ス対応を中心とするガバナンスの高度化に新たな可能性が
開けてくる。

考える。
「Do the Right Things（不正検知）
」
型には、
事後的に不

Do Things Right型ソリューションの例
■【GRCプラッ
トフォーム】

正の有無をモニタリングするソリューションが挙げられる。
ソリューションの導入のメリットは、モニタリングの精度を向
上させ、不正を見逃す確率が少なくなることである。また、
不正実行者は、内部統制の不備に精通している。具体的な

GRCプラットフォームは、ガバナンス、リスク管理、コンプ

検知ルール等は通知せず、不正検知を実施する旨を予め

ライアンスの管理業務を支援する統合化プラットフォーム

組織全体に通知しておくことで、不正の実行を計画する者

である。

に対する抑止効果が期待できる。
「Do Things Right」型には、業務が正しく行われている
ことをモニタリングするソリューションが挙げられる。このよ
うなソリューションの典型例として、オペレーショナル･リス
ク管理システムや監査ツールがある。
「Do Things Right」
型ソリューションの導入のメリットは、
組織全体のガバナンス情報を一元管理することで社内の
情報伝達を改善し、情報の一覧性を提供し、高リスクエリ
アの特定する分析力を通して、全社的なガバナンス・レベ

GRC プラットフォーム：OpenPages の例

ルの向上につなげる点である。また、こうした活動をシステ

IBMのOpenPagesは、単一のリポジトリーに組織全体の

ムの助けをかりて行うことで、効率性の向上や、ミスの低減

ガバナンス情報の一元管理が可能とすることで、リスク所

も期待される。

管部署はガバナンス情報の収集、集計・蓄積・加工・報告
等の作業の重複がなくなり、ユーザーは重複した運用管理

■

の負担から解消される。経営者向けには、視覚化されたガ

Do the Right Things型ソリューションの例
【テキストマイニングの活用】

バナンス情報が提供される。

テキストマイニングとは、大量のテキストデータを分析す
ることで、個々のデータを読むだけでは得られない知見を
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ガバナンス高度化に向けた
テクノロジーの活用
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金融危機後に求められる
信用リスクモデリング
有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー

岡崎 貫治

企業の信用力を評価する信用リスクモデリングの歴史は長く、
1968年にE.I.Altman氏が発表した「Z-Score」
はあまりに
も有名である。
また、
国内においても、
バブル崩壊を受けて与信管理に厳しい目が向けられる中、
多くの研究者と実務家の成
果によって、
こうしたモデルの研究・開発と利用が広がり、
さらに実証分析に基づいた信用リスク管理の高度化へと繋がった。
しかしながら、
今般の金融危機は信用リスク管理における計量化手法の限界を明らかとした。
すなわち、急激にリスク
が顕在化する状況下ではモデルの評価が実体経済に追随できずにリスクを過小評価する危険性を示すこととなった。
また、計量化手法を補うものとしてストレステストの存在も大きくなっている。そこで、本稿では現在広く知られているモ
デルの特徴を整理しつつ、金融危機後に求められる信用リスクモデリングについて考察を行う。

■ どんなモデルがあるのか

精度と安定性は推計に使用するデータの質と量に強く依存
している。その意味で近年見られるような大規模データ

信用リスクモデルは大別すると次の3つに分類できる。
1

ベースがモデルの予測精度と安定性の向上に果たした役

つ目は「ある一定の閾値を超過した場合にデフォルトとす

割は非常に大きいと言える。さらに、こうした大規模データ

る構造型モデル」。
2つ目は「デフォルト要因を定めずに市

ベースによる推計は大数の法則が働くことで、個別リスクが

場価格などから信用力を評価する誘導型モデル」
。3つ目は

うまく制御されることから、長期時系列に亘る安定的な実

「過去に発生したデフォルト情報と財務指標などとの関係

績デフォルト率の計測を可能とした。こうした事実を踏まえ
て、
次に組織的リスクについて考える。

性を利用した統計モデル」
である。

もし、個々の企業におけるデフォルトが完全に独立であ

足許の経済環境に応じたタイムリーな信用力評価という意
味では、
マーケット情報を活用した構造型モデルと誘導型モ

り、与信ポートフォリオが十分に分散されている場合には、

デルが統計モデルよりも優れると考えられる。
しかし、
構造型

デフォルト率は長期的にある一定の水準に落ち着くことが

モデルは非デフォルト企業をデフォルト企業と判別する傾向

想定される。しかし、実績デフォルト率の時系列推移、さら

があるとも指摘され、
また、
誘導型モデルはリスク中立確率の

には今次金融危機を振り返ってみても、実際に観測された

世界を仮定していることから、
実確率の世界におけるリスク

デフォルト率は大きく変動を見せた。つまり、デフォルト率

管理の実務には活用が難しいという指摘もある。
特に後者の

には長期的なマクロ経済トレンドやマクロ経済ショックが

誘導型モデルは、
市場価格などから純粋な信用リスク・プレ

影響を与えていると言える。
ただ、こうしたデフォルト率とマクロ経済の関係性を、財

ミアムのみを抽出することが難しいと指摘されている。
一方、多くの財務指標を説明変数に用いた統計モデル

務指標のみに依拠した統計モデルでは、財務指標の得ら

は、タイムリーな信用力評価は苦手とするものの、比較的に

れる頻度が年、半期、四半期単位と限られることに鑑みて

高い予測精度と安定性を持つと認識されており、また説明

も、モデル評価にはマクロ経済トレンドやショックを十分に

変数と伝統的な審査ノウハウとの乖離が小さいことから直

反映できない可能性があると考えられる。

感的な理解を容易にしており、実務との親和性も高いと考

■ マクロ経済効果を考慮したモデリング

えられる。

■ デフォルト率とマクロ経済の関係

そこで、足許の信用リスクの高まりをうまく表現するため
に、モデルの説明変数にマクロ経済指標を採用することを
考える。具体的なマクロ経済指標の候 補には、
GDP成長

以上のような特徴を持つ統計モデルであるが、その予測

6

許の債務者の信用力を格付に反映させ、
TTCでは長期的

プデート頻度が格段に高まることから、よりタイムリーな信

な債務者の信用力を格付に反映させている。従って、マク

用力評価が可能になることが期待できる。さらに、財務指

ロ経済効果を考慮した推計デフォルト確率はPIT的な信

標への反映に時間的なラグがあると考えられる景気の影

用力評価と位置づけられる。一方、銀行における格付制度

響についても、推計デフォルト確率の水準を上乗せ（もし

運営は、純粋なPITでも純粋なTTCでもなく、両者の中間

くは下押し）することで反映させることが期待できる。また

的な位置づけになっているものと想定される。つまり、景気

業種別の景気感応度の違いなどを考慮すれば、
与信ポート

が悪化すればある程度の債務者の格付が景気感応的に

フォリオ全体における信用力の序列性の改善が期待でき

悪化し、かつ、格付ごとの実績デフォルト率も高くなるもの

る。こうしたことは、推計デフォルト確率の実体経済に対す

と考えられる。
しかしながら、
財務指標のみに依拠したモデ

る追随力の向上を意味しており、逆に言うと、
マクロ経済効

ルを組み込んだ格付制度運営では、足許のマクロ経済変

果を考慮しない場合には、
例えば景気後退期において信用

動の影響が債務者の信用力に反映されるまでに、ある程

リスクの高まりを過小評価していた可能性を否定できない

度の時間的なラグが想定され、実体経済に遅行することが

と考えられる。

考えられる。

■
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（Through-The-Cycleの略）の2つの概念がある。PITは足

できる。なお、
マクロ経済指標は財務指標よりも情報のアッ

こうした状況下、バーゼルⅢを見据えた新たな金融規制

 クロ経済ストレスを与えた
マ
推計デフォルト確率

の枠組みでは第2の柱の強化が謳われており、かつ、リスク

デフォルト率とマクロ経済変動との間に一定の関係性が

なモデルの検討、さらにマクロ経済ストレスを与える手法

確認できる、つまり、デフォルト率がマクロ経済の影響を受

は、ストレステストの実施とともに一段と重要性が増すもの

けていることが分かれば、
マクロ経済指標を説明変数に取

と考えられる。

を多面的に評価することの重要性が高まりつつある。従っ
て、こうした足許の信用リスクの高まりを的確に捉えるよう

り込んだモデルを構築することが可能となる。こうしたモデ

■ おわりに

ルは、足許の信用リスクの高まりを捉えるだけでなく、マク
ロ経済指標にストレスを与えることで、ストレスを与えた推
計デフォルト確率の計測を可能とする。従って、規制資本や

今般の金融危機はモデルや統計手法に頼った、
すなわ

経済資本運営において、将来的にどの程度の余力が必要

ち、
計量化によるリスク管理の限界を改めて示したわけであ

になるかを、
ストレステストを通してより具体的に考えること

るが、
こうした管理手法がこの先なくなるかといえば、
決して

ができるようになる。

そういったことにはならないと考えられる。
今ある情報から

また、ストレス時のリスク量計測では、企業が同時にデ

将来のデフォルトを予測したり、
データマイニング手法によっ

フォルトするリスク、つまり、システマティックリスクであるデ

て特定の傾向を発見したりすることは、
リスク管理のみなら

フォルト相関の高まりをいかにして考えるかが課題となる

ず営業面でも有益であることは言うまでもない。
また近年見

が、特に非上場企業を対象とした場合には、そもそも、デ

られるような大規模データベースの活用を見据えれば、
その

フォルト相関そのものを計測することが難しいという問題

可能性は計り知れず恩恵も大きいと考えられる。

がある。そこで、こうした問題を解決するひとつの案として、

ただ、一方ではモデルや統計手法に頼ったリスク管理の

マクロ経済指標でインパクトを与えたストレス時推計デフォ

反省点も多く指摘されるところであり、いまだその信頼性に

ルト確率の活用を考えることができる。マクロ経済指標と

懐疑的な印象を拭えない人も多いと思われる。しかし、こう

いうシステマティックリスクで推計デフォルト確率を押し上

したリスク管理がうまくいかなかった原因はモデルや統計

げることにより、相関を考慮した水準が期待できる。直接

手法そのものというよりは、モデルの弱点や統計手法が想

的にデフォルト相関、資産相関を考えることなく、同等の効

定する仮定（条件）を適切に理解していなかったことが問

果が得られるメリットは大きい。もちろん、繰り返しとなる

題の背景にあったと考えられる。今後はこうした問題点を

が、こうした方法はあくまでもひとつの案に過ぎず、マー

踏まえた上で、リスク管理の中でモデルがより重要なポジ

ケット情報や信用データなどから相関を直接的に計測する

ションを占めることを期待する一方、そのためには、現場感

方法も提唱されているところであり、相関そのものにインパ

覚を備えた統計の専門家による、よりいっそうの奮闘が必

クトを与える方法も考えることができる。

要なのではないかと考える次第である。

■ PITとTTCによる格付制度の運用

本誌に掲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。

格 付 制 度 に はPIT（Point-In-Timeの 略 ）とTTC
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業務継続計画とリスクマネジメント
～急がれるリスク・センシティブな人材の育成～
日本金融監査協会会員幹事

FFR＋代表 碓井 茂樹
（日本銀行金融高度化センター）

本年は、東日本大震災が発生し、欧州ソブリン問題に注目が集まりました。来年以降、業務継続計画とリスクマネジメ
ントの重要性が益々高まるものと思われます。経営環境の変化を捉え、危機発生に適切な対応をとるためには、リスク・
センシティブな「高度な人材」の育成が急がれます。

■ 東日本大震災の教訓は何か

です。震源地を世界地図でみると、日本列島が乗っている
プレートの変動で起きた地震がほとんどを占めています。
今回の東日本大震災は、本当に「想定外」の事態だったの

東日本大震災は、これまでわが国が遭遇したことのない

でしょうか。

甚大、広域、かつ、複合的な災害でした。
日本では、過去、マグニチュード9.0という規模の地震が

今回の大震災を「想定外」としていた国・公的機関の責

起きた記録はありませんでした。数百キロにわたって東日

任は重いといえます。
しかし、
多くの企業が国・公的機関の

本太平洋側のプレートが移動するという「想定外」の地殻

専門家の評価にのみ依拠し、客観的な事実と向き合う努

変動が起こった結果、日本列島の東部を中心とする広い地

力をしていなかったことも否めません。

域に被害が生じました。
リスクマネジメントにおいても客観的な事実と向き合わ

専門家によれば、今回の地震は、相対的に短期のパルス

ず、
シナリオを
「想定外」
にしてしまうことは少なくありません。

を多く発生させたため、揺れによる家屋の倒壊は少なかっ

たとえば、ストレステスト、シナリオ分析の一例として「国

たと言われています。しかし、大津波が東日本の沿岸部に

債と株価の同時下落」というシナリオを提示すると、極めて

次々と押し寄せて甚大な被害をもたらしました。
福島県の原子力発電所も被害を受け、
深刻な事態をもた

強い拒否反応を示す方がいます。国債と株価には、
「負の相

らした結果、原子力発電の是非を巡る議論に発展しまし

関」があるので、国債も株価も同時に下落することは滅多

た。電力問題は今なお解決されていません。放射能汚染の

に起きないはずだ、
と主張するのです。
しかし、
国債が上がる（下がる）
と株価が下がる（上がる）

懸念が国民生活に悪影響を及ぼし、企業が海外に生産拠

というのは、あくまで傾向値に過ぎません。国債と株価の

点を移す動きも広がりました。

相関係数を計算してみると、時期により区々ですが、‐ 0.5

東日本大震災は不幸な出来事でしたが、業務継続計画
やリスクマネジメントを考えるうえで貴重な教訓を残しまし

前後の「負の相関」しか観察されないのです。散布図を描

た。冷静に振り返り、
今後に活かす必要があると考えます。

けば、
国債と株価が同方向に動くことがどれだけあるのか、
すぐに分かります。事実に向き合えば、国債と株価が同方

■ 本当に「想定外」の事象だったのか

向に動くことは1,000回に数回しか起きないような稀な事
象ではありません。平時においては、
1,000回のうち数十
回、
数百回と起き得る比較的よく観察される事象なのです。

今回のような大規模、広域な震災が発生し、ここまで深

上記の話に共通しているのは、分析者の「思い込み」が

刻な事態が起きると、
誰が予想していたでしょうか。
専門家の方に改めて話を聞いてみると、マグニチュード

強いと、リスクを見逃すということです。その結果、本来、想

9.0の大地震が日本列島で起きた記録はないが、世界的規

定すべきであったシナリオを「想定外」の事態として片づけ

模でみると、
100年間に6回、今回と同規模、あるいは、今回

てしまうのです。本来、
「 想定」すべき事態を見落とさず、シ

を上回る規模の大地震が起きているとのことでした。これ

ナリオとして可視化できるのか、今後に活かすべき教訓の

は理科年表に記載されていることで誰でも知り得る事実

１つです。
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■ 「高度な人材」の育成が課題

東日本大震災が起きた後、東海・東南海・南海の3連動
地震、しかも、マグニチュード9.0クラスの大震災を想定し
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ことができるのです。

て、被災状況の再シミュレーションを行う企業が増えまし

さて、大震災が起きると、地球規模でプレートの歪みが

た。また、全国各地の津波の想定を、国・公的機関が公表

できるため、数年内に同規模の地震が誘発されているとい

している高さを2倍にして、業務継続計画を作成し直す動

うデータがあります。地域的にみると、同じ地域、隣接した

きもあります。

地域とは限らないようです。地震、津波、台風などの自然災

より厳しいストレス事象を想定して、業務継続計画を見

害だけでなく、新型インフルエンザやテロなど、業務継続の

直すことは有意義なことです。しかし、それで十分と言える

脅威はほかにも存在します。

のでしょうか。

また、グローバルな金融経済の情勢に目を向けると、本
年は欧州ソブリン危機に注目が集まりましたが、米国、中

金融危機以前のリスク管理を振り返ると、リスク評価の

国、新興国の政治情勢、金融経済動向も決して目が離せま

「前提」
を形式的に厳しく置いたり、
「過去イベント」
をもとに

せん。

ストレステストを行う企業・金融機関がほとんどでした。金

「業務の理解」や「リスクプロファイル」の把握・分析の

融危機が発生して、多くの企業・金融機関の経営が大きく

重要性は既に述べた通りですが、そのことを通じてリスク・

揺らいだことを考えると、従来のストレステストでは、金融危

センシティブな「高度な人材」を育成することも重要な課題

機の発生に十分に備えることができなかったことは明らか

です。

です。

業務継続計画の策定やシナリオ分析を無限に行うこと

従来のストレステストの実践では、何が不十分だったの

はできないため、どんなに努力をしたとしても、
「想定外」の

でしょうか。この数年間、国際的な議論の中で様々な指摘

事態が起きることを回避できません。そのとき、組織防衛

がなされましたが、最も欠落していたのは「組織のリスクプ

の最後の砦となるのが、リスク・センシティブな「高度な人

ロファイルの把握・分析」だと言われています。経営戦略、

材」
です。

リスクアペタイト、資産・負債のエクスポージャーを把握・

業務継続、
リスクマネジメントの理論を十分に理解すると

分析し、
「何が起きたら困るのか」
を議論し、
適切なストレス・

ともに、
実践経験を積んだリスク・センシティブな「高度な

シナリオを策定することができていなかったのです。その

人材」
が組織内の各部署に配置され、
連携してはじめて、
「想

ため、フォワード・ルッキングな視点で、リスクを「先取り」

定外」
の事態や危機に適切な対応が可能となるからです。

して、
金融危機に備えることができませんでした。

業務継続計画の見直しや、ストレステスト、シナリオ分析
の実践は、組織防衛の観点からみて最後の砦となる「高度

業務継続マネジメントのテキストには、はじめに「業務の

な人材」を育成するための重要な訓練プログラムといって

理解」を深めることの重要性が記載されています。ビジネ

もよいでしょう。

ス・インパクト・アナリシスとリスク・アセスメントを通じて、
業務継続に必要な経営資源を洗い出し、業務継続の脅威
となるリスクをシナリオとして可視化するのです。そして戦
略性をもって業務継続計画を策定する必要性を指摘して
日本金融監査協会は、金融分野でリスクマネジメント、監査等に関わ
る高度な人材の育成を支援することを目的に設立された協会。個人
の専門的能力を高めるため、各種研修セミナーを実費相当の価格で
企画・開催している。
（非営利目的の活動）
ホームページhttp://www.ifra.jp/

います。
大震災、津波など、
「想定外」のイベントが起きるたびに新
たな業務継続計画を策定するのでは、結局、
「 後追い」と
なってしまいます。
「 業務の理解」を深め、
「 何が起きたら業
務が継続できなくなるのか」を関係者で議論し、リスクを
「先取り」して、戦略性をもって業務継続計画を策定するこ
とが重要です。

FFR＋は、リスクマネジメント、内部監査の実務家が集まって組織す
る研究会。
“Share for Progress”を活動理念として、研究・情報発信
を行っている。情報発信された意見やコメントはメンバー個人の意思
と責任にもとづくもので、メンバーが所属する組織・団体の公式見解
を示すものではない。また、同組織・団体がこれを保証・賛成・推奨
等するものではない。。
ホームページhttp://www.ffr-plus.jp/

業務継続計画の策定やリスクマネジメントを行ううえで
重要なのは、発生した事象に関して「後追い」で対応を検
討することではないはずです。組織のウィーク・ポイントを
徹底的に調査し、適切なシナリオを策定することにより、リ
スクを「先取り」したフォワード・ルッキングな対応を考える
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■ どのようなシナリオを想定すべきか
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地域金融機関の資金運用
～ソブリンリスク、金利リスクを考える～
奈良中央信用金庫
常務理事

平野 吉伸

ソブリンリスクは主権国家としてのトータルな信用力と捉えるべきで、財政赤字は大きいが、対外純資産、国際収支、
国富などからみると、現在も日本は世界で最も信用力の高い国である。国債は国民、年金、生保等にとり収益を生む運用
資産であり、日本の高い信用力、デフレ脱却の困難さを考えれば、当面悪い金利上昇はなく、低金利が続く可能性が高
い。万一、金利が大幅に上昇しても、ソブリンリスクの顕在化、デフォルトや債務再編がなければ、平均的な預金取扱金
融機関の場合、
経営体力からみて十分に耐えられる。

■ ソブリンリスクについて

国富の面からみると、
2009年末の正味資産はバブル期
と比べ大きく減ったとはいえ、2,712兆円、うち非金融資産

財政の危機的な状況、欧米のソブリンリスクやギリシャ
の問題から、日本でも国債のソブリンリスクの顕在化、悪い

が2,446兆円（うち生産資産1,237兆円、土地1,207兆円）
、

金利上昇の可能性がしばしば取り上げられる。

金融資産は5,508兆円、金融負債5,241兆円（2009年国民

預金取扱金融機関、特に地域の預金取扱金融機関の

経済計算確報）となっている。金融資産・負債を清算して

預貸率は低下傾向が続き、資金運用に依存する割合が大

も、260兆円以上のおつりが来る上、非金融資産はすべて

きくなっている。また、地域金融機関は地域から、もっと言

残る、
とみることもできる。
国力を構成するのは経済力だけでなく、人口、軍事力、政

えば日本から逃げられない宿命を背負っているからこそ国

治力などの総合力であるが、経済面で見れば、現在の日本

債の信用力を最も厳しく見る必要がある。

が世界でも最も強固な国力を有する国の一つであることは

このような立場から見た場合、国債の信用力は単に財政

疑いがない。

赤字の問題を云々するのではなく、国民が日本から逃げ出

4

4

すというリスクを考えなければ、最終的には、法による支配

翻ってギリシャは、
GDP20兆円台半ば、対外純債務が

を行い、徴税権を持つ主権国家としての日本の国力をどう

GDPとほぼ同じ、国際収支の赤字はここ数年GDPの10％

見るか、
であると考える。

以上で1980年以降ほぼ赤字が続いている。したがって、ギ

では主権国家としての日本の信用力をいかに判断する

リシャと比べること自体がナンセンス。日本の国家としての

のか。様々な視点があるが、ここでは、①財政赤字、②対外

信用力については、
当面心配無用であろう。

純資産、③国際収支、
④国富の4つの点から検討してみる。

■ 金利上昇はいつ来るのか？

まず、
財政赤字の問題であるが、
日本の公的債務はグロ
スでGDPの約200％と世界で突出した最悪の水準である。

過去何度も金利は上昇する、悪い金利上昇はもうすぐだ

しかし、
ネットの公的債務はGDPの100％程度となり、
また日

といわれ続けていたが、本格的な金利上昇局面はもう20

本の対外純資産250兆円余を勘案すれば実質50％程度と

年以上来ていない。すでに述べたように日本の国家として

なる。
実質50％であれば、
主要国と比べて格別高くは無い。

の信用力に揺るぎがないこと。国債の保有はほとんど日本

次に対外純資産は約250兆円と第2位の中国の約1.5倍

国内であり、国民、年金、生保等にとっては重要な運用資産

であり、第3位のドイツの114兆円や米国の▲252兆円等に

であること。対外資産のうち証券投資262兆円（うち債券

比べ、圧倒的に世界第1位である。
（財務省HPより）

207兆円）は、国債の金利が上昇し、有利な投資機会が訪

国際収支の面では、
経常収支・貿易収支共に、
1980年以

れれば、国内に戻る可能性も大きいと考えられる。
（対外負

降30年に亘り赤字になったことはなく、最近貿易収支が減

債のうち債券は65兆円、債券はネットで142兆円対外投資

少傾向にあるものの、所得収支の増加傾向が続き、ほとん

超）
（2009年の国際収支統計）また、デフレマインドの蔓延

どの年で経常収支は10兆円以上の黒字である。

も相当強固であり、物価が持続的に上昇する局面の到来
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また、地方の金融機関の現場からみると資金運用難の

る。
5年後は▲43億円、追加収益は単年度25億円、累計75

状況はいかんともしがたく、急激な上昇は困るものの、金利

億円である。また自己資本への影響は全額「その他」保有

がある程度、なだらかに上昇してほしいという思いは非常

の場合▲112億円、
半分「満期」
保有の場合は▲56億円、
自

に強い。
投資家は金利上昇を待っているのである。

己資本比率への影響はそれぞれ▲4.5％、
▲2.2％となる。

国債に投資できなくなる状況は、預金取扱金融機関の

金利上昇を気にせず、半分を「満期」保有として淡々とラ

運用可能資産が減少する、つまり預金が減るか企業の資

ダー運用を行った場合でも自己資本が250億円、自己資本

金需要が大きく増加する、または国債の発行残高が減る等

比率10％程度の金融機関の場合、
5％のパラレルシフトとい

が起きるときである。これらの状況が起こるのは、民間主導

う、非常に極端な場合でも、自己資本の毀損は▲56億円、

で景気が回復する（個人・企業がカネを使う）
、
財政問題が

自己資本比率が7.8％に低下するにとどまる。このように自

解決に向かう、個人の金融資産で財政赤字が埋められる

己資本、経営体力が十分であれば、相当極端な金利上昇で

などが考えられる。

あっても、
デフォルトリスクを考える必要がなく、
又他の要因

いずれにしろ、短期的な混乱は発生する可能性はある

を考えなければ金融機関の経営としては十分に耐えられる

が、
金融機関にとって基本的に本業が回復に向かう道筋で

とみることが可能ではないか。
（各業態別の平均の資産・

あり、
良い方向といえる。

負債構成は別表2）
ただし、経営体力の乏しい、自己資本比率の低い金融機

これらの点を冷静に考えれば、当面大幅な金利上昇は

関にとっては、金利上昇は非常に厳しく、また金利上昇に

ないのではないか。

備えた運用をせざるを得ないことがますます収益状況を

■ 急激な金利上昇はどの程度の影響を与えるか

厳しくすることは言うまでもない。

では、
急激な金利上昇は金融機関の経営、
信用力にどの

国債は金融機関から見れば運用資産であり、国債を売

程度の影響を及ぼすだろうか。
例えば、
国債1,000億円を1年

却しても預金が減らなければ新たな運用先を探す必要が

から10年までのラダーで各100億円ずつ継続的に運用した

あるが国債の代替となる大量の安定的な運用資産は国内

場合で、
金利が2％パラレルシフト（アウトライヤー計測の一

にはない。国債はほとんどが日本の国内で消化されてお

方法）
し、
その後一定である場合を考えてみる。
（別表1参照）

り、投資家に収益を生んでいることを忘れてはならない。

金利上昇直後の評価損は▲59億円、
率で▲6％
（ただし、

■ 最後に

過去のラダー運用の含み益が44億円ある前提）
となる。
自己資本への影響は、
税効果（60％）
を勘案すると、
全額

しかし、現状に手をこまねいたまま、なんの改革もなされ

「その他」で保有した場合、▲35億円程度、半分を「満期」

なければ遠からず財政赤字が発散過程に入り、また経常

で保有した場合、▲18億円が自己資本を毀損する。個々の

収支、国際収支、対外純資産、国富が大きく悪化していく傾

金融機関の体力にもよるが、自己資本250億円、自己資本

向が強まるならば、将来国家としての信用力が揺らぎ、国債

比率10％とすれば、自己資本比率への影響は▲1.4％（半

の信用リスクが増大する局面が到来することは間違いな

分「満期」保有の場合は▲0.7％）となる。時間の経過によ

い。投資家として、これらの点に注意を怠るわけにはいかな

り、満期償還・ローリング効果も手伝い、含み損は3年後▲

いことも当然であり、経済のファンダメンタルズに十分注意

21億円となる一方、金利上昇による3年間の追加収益累計

しなければならない。
今後、
高齢化、
労働力人口の減少など

が12億円となる。5年後は▲2億円、追加収益は単年度10

日本の体力の低下は避けて通れない。まだ体力のある今

億円、累計は30億円である。

のうちに日本の抱える様々な課題に対する未来への処方

さらに極端な金利上昇、極端なストレステストとして5％

箋を作り、
早急に実行に移さなければならない。

パラレルシフトした場合、含み損は、当初の▲187億円から、
＜別表1＞ 金利上昇影響シミュレーション

(単位：億円）

ケースⅠ：2%のパラレルシフト
自己資本への影響
金利 金利
半分
含み 収入 収入 全額「そ 比率
比率
「満
損益 増加 増加 の他」 への
への
期」保
(年間） 累計
保有
影響
影響
有
上昇前
上昇直後
1年後
2年後
3年後
4年後
5年後
6年後
7年後
8年後
9年後
10年後

44
-59
-45
-32
-21
-11
-2
5
11
16
19
21

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2
6
12
20
30
42
56
72
90
110

29
-35
-27
-19
-12
-7
-1
3
7
9
12
13

-1.4%
-1.1%
-0.8%
-0.5%
-0.3%
-0.1%
0.1%
0.3%
0.4%
0.5%
0.5%

15
-18
-13
-10
-6
-3
-1
1
3
5
6
6

-0.7%
-0.5%
-0.4%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.3%

＜前提条件＞
総額1000億円を継続的に各年限100億円ラダー運用
イールドカーブは2011年9月末で将来の傾きは不変

ケースⅡ：5%のパラレルシフト
自己資本への影響
金利 金利
半分
含み 収入 収入 全額「そ 比率
比率
「満
損益 増加 増加 の他」 への
への
期」保
(年間） 累計
保有
影響
影響
有
44
-187
-153
-121
-92
-66
-43
-24
-7
6
15
19

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

5
15
30
50
75
105
140
180
225
275

29
-112
-92
-73
-55
-40
-26
-14
-4
3
9
12

-4.5%
-3.7%
-2.9%
-2.2%
-1.6%
-1.0%
-0.6%
-0.2%
0.1%
0.4%
0.5%

15
-56
-46
-36
-28
-20
-13
-7
-2
2
4
6

-2.2%
-1.8%
-1.5%
-1.1%
-0.8%
-0.5%
-0.3%
-0.1%
0.1%
0.2%
0.2%

過去の運用利率は国債の各月の発行利率の平均値とした
金利は上昇後一定
税率は40％、自己資本額は250億円、自己資本比率10％と仮定
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＜別表2＞

各業態毎の資産・負債の平均
(単位：億円）
預

金

貸

金

有価証券

自己資本

地銀

34,673

24,996

10,348

1,890

第二地銀

13,904

10,447

3,423

649

信用金庫

4,421

2,353

1,270

237

(注）2011年3月末現在

(出所：各協会、信金中金）

自己資本は貸借対照表上の純資産
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3年後▲92億円、
3年間の利息の追加収 益が30億円とな

は相当先であるとみられる。

Market Solutions Review
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コモディティ取引のリスク管理
豊田通商株式会社
審査部 グローバル審査グループ
グループリーダー

大塚 洋行

新興国の需要増加やコモディティ市場への投機マネーの流入により、あらゆるコモディティ相場が大幅に変動してい
ます。また、エンロン事件を発端とする企業不祥事への対応として、内部統制の強化、情報開示の要求が強まっていま
す。コモディティ取引自体のバリエーションや取引機会も増え、取り巻く環境も日々変化する中、従来と変わらない方法で
続けられているリスク管理に対し、商社の営業本部でコモディティ取引に携わり、コーポレート本部内ミドルオフィスでリ
スク管理に携わった経験を踏まえて警鐘を鳴らします。

■ コモディティ取引とそれを取巻く環境

なければなりません。
しかし実際には、コモディティ取扱い企業の多くにおい

コモディティ取引の大きな特徴は、その名の通り「商品

て管理要員数が少なく、ポジション、損益管理は基本的に

（コモディティ）」つまりは現物が存在する点にあります。取

数人のトレーダー・ディーラーの帳簿で手管理され、上層

引所で行われるコモディティ取引は差金決済が可能なの

部への報告は月末や相場が大幅に動いた時にのみ行われ

で金融商品のように電子上のやり取りだけで済む事もあり

ています。煩雑な管理に時間を費やすより、大まかな管理

ますが、現物の調達を目的とする商社等は、現物の購入と

でも利益を上げるための取引業務に比重を置くべきという

販売のために現物売買（先渡含）を相対で契約し、取引所

風潮が根強く残っているのです。

取引（先物取引）はこの相対取引のヘッジ手段として使用

冒頭でも述べたように、近年のコモディティ市場の価格

します。コモディティの種類は、金をはじめとする貴金属、ア

ボラティリティの増大や内部統制の強化、さらにはIFRS適

ルミニウムや銅等の非鉄金属から石油や天然ガス等のエ

用など、業務の複雑化、専門化を促進する要因が数多く存

ネルギー、コーヒーや小麦等の食糧、ゴムや綿花等のいわ

在するにも関わらず、管理の煩雑性、作業の属人性といっ

ゆる消費材の原料まで多岐に及んでいます。

たリスクファクターは放置されてしまいがちです。

資源の少ない日本はこれらコモディティの大半を海外か
ら輸入しているため、価格は商品価格以外に運送料や金
利、
為替などを含み複雑な構成となっています。
また商品価
格についても、固定価格以外に月間平均価格や特定の期
間中の特定の日付の市場価格を用いるなど、
様々な値決め
方法が存在します。加えて現物であるため、天候や原産地
の地理的特徴の影響による供給量の限界や受渡し日、数
量のずれ、
品質劣化等の問題が発生します。
このように、
コ
モディティ取引は価格変動リスク以外にも天候リスクや地政

■ リスク管理の甘さが招いた損失、
その克服

学的リスク、
為替リスク等多様なリスクを含有しています。
これらのリスクを管理するには、在庫、現物売買取引契
約、
先物取引契約の総合的なポジションと評価損益を正確

リスク管理という考え自体がまだあまり浸 透していな

に把握することが重要な鍵となります。そして相対取引と

かった頃に、新聞紙 上をにぎわせるいくつかのコモディ

在庫の正確なポジション把握／管理、ヘッジ手段である取

ティ・金融先物取引に起因する損失事故が発生しました。

引所取引やコストも含めた損益管理を行うには、取引業務

大手某商社の銅事件、欧州系証券会社の在シンガポールト

で発生する一連の膨大な情報を「正確に紐付けて」評価し

レーダーによる不正事件、日本の大手証券会社の在ニュー
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がある等、
適切なリスク管理体制構築に向けた課題がいく

いたことです。本人が報告する数値を関係者は鵜呑みにし

つかあります。適切なリスク管理の実現のためには、
「透明

ていました。取引管理からポジション管理まで一人の人物

性の高い契約管理」
「恣意性のない時価評価」
、
「タイ
、 ムリー

に任せきりにしており、不正を牽制する機能も無かったた

なポジション損益モニタリング」
の実行が不可欠です。
加え

めに発生したと考えられる事件です。当事者の多くは自己

て昨今はコモディティ取引が関連会社に移管されるケース

の不正を棚に上げ、会社のリスク管理体制の甘さを発生要

もあり、
関連会社を含めたコモディティ取引の全社管理が重

因の一部として公述しています。

要視されてきています。
これら課題を解決するソリューション

Market Solutions Review

弊社においても現状は部署により管理レベルのバラつき

ダー・フロントが取引帳簿を改ざんできる環境が存在して

弊社の非鉄金属部門においても、当時は他社同様、ト

としてシステム対応は不可欠と考えており、
現在、
全社統一

レーダー・ディーラーに対する性善説を前提にゆるい管理

システムの導入を経営陣に働きかけています。

を行っていましたが、他社のような不正発生回避を目的に、

本稿の中で示された内容・意見は筆者個人の見解であり、豊田通商株式
会社の公式見解ではありません。

社内管理体制の見直しを行い、新しいリスク管理体制を構
築し現在に至っております。

豊田通商と新日鉄ソリューションズ

具体的には、牽制機能を持つリスク管理専門のミドルオ

豊田通商と新日鉄ソリューションズは、前述のリスク管理シ

フィスの設置とシステム導入です。営業部門から切り離して

ステムの導入以来、パートナーとして友好な関係を築き続けて

設置したミドルオフィスによってリスク管理要領を新たに策

います。このリスク管理システムは2003年から構築検討が始

定し、ミドルオフィスが独自に時価の決定と日次のポジショ

まり、約220人月掛けて開発され2005年にカットオーバーを

ン把握を行う仕組みを作りました。

迎えました。その後、機能拡張を重ね、現在も導入した部門の

そしてこの営業部門とミドルオフィスの業務分担を円滑

基幹システムとして稼働しています。そして2009年からは豊田

に実現し、正確性を担保する手段として、新日鉄ソリュー

通商と新日鉄ソリューションズ共同で、前述システム開発で培

ションズによるフルスクラッチのリスク管理システムを導入

われたコモディティ取引管理システムのノウハウの他社への展

しました。システムの導入により、システム内に保存されて

開を狙い、国産パッケージとなるコモディティ取引リスク管理シ

いる取引データ、時価データの正確性が担保され、会計士

ステム「Ratispherd」
の構築に着手しました。

の承認を得ている計算ロジックによる正確なポジションの

「Ratispherd」

算出が可能となりました。
不正防止を目的にシステムを導入

Ratispherdとは、
豊田通商の監修の下、
新日鉄ソリューション

しましたが、
改修を重ね、
より細かく内部収益を把握できる

ズが開発したコモディティ取引リスク管理システムです。取引管

ようになりました。現在では、緻密なリスク管理ノウハウを

理、外貨管理、
マーケットデータ管理、ポジション管理、損益管

持つ部署として社内より高い評価を得ています。

理、
シミュレーション計算などの機能を持ち、
コモディティ現物
取引とそれに付随するデリバティブ取引の一元管理を実現しま

■ リスク管理の意義

す。
標準化されたシステムによるデータ管理、
評価計算は信頼性
を確保し、
作業の属人化を防ぎます。
また、
WEBアプリケーショ
ンであるため、
ブラウザのみインストールされていれば国内拠点

企業の最終的な目的は利益を出すことですが、リスク管

のみならず、海外拠点からのアプリケーションの利用も可能で

理はコストがかかるだけで直接的な利益が出る事はありま

す。
さらに国産パッケージであり、
日本の商習慣を理解した上で

せん。現状で特に問題もなく企業が運営されているなら

個別のお客様のご要望にも柔軟に対応することが可能です。

ば、わざわざリスク管理の為に予算を割く必要性など感じ
ないのは当然かもしれません。しかし、リスクの意味が「予
測できない危険」とあるように、リスク管理とは今後起こる
かもしれない危険や損失を未然に防ぐための管理です。
一般的には、一度損失が発生してしまってからリスク管理
の重要性を認識します。
システムの導入という対応は少なく

お問合せ

ないコストを要しましたが、その成果として日々正確なポジ

新日鉄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 市場3-1Gr 原田
Tel：03-5117-3253
E-mail：harada.shizuka@ns-sol.co.jp

ションの把握が可能となり、近年の不安定な市場の中でも
不必要な損失の発生を防ぎ公正に業務を続けています。
国際商品市況の先行き予測がますます困難となる中、企
業に求められる透明性や健全性は高まる傾向にあります。
企業の安定した将来を保証するためにも、リスク管理の重
要性と手段について再考する局面を迎えているのではない

「Ratispherd」は豊田通商株式会社および新日鉄ソリューションズ株式会社
の商標登録です。

でしょうか。
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ヨーク社員による不正事件など、これらの共通項は、トレー

Interview

金融商品評価・開発に貢献する
テクマトリックス

～FINCADに金融商品の評価フレームワークF3誕生～
テクマトリックス株式会社 カスタムメイドソリューション事業部
カスタマーソリューション営業部 金融システム営業部 アカウント・マネジャー 高田 光範氏
カスタマーソリューション第二技術部 ファイナンシャルソリューション技術課 金融工学研究チーム 吉原 隼人氏

（聞き手 RMS 富田秀夫）

金融の中でも市場分野に
注力されていますが

高田）弊社の前身であるニチメンデータシステム時代に、大手邦銀の為替ディーリン
グシステムを受託開発したのが、市場分野に参入するきっかけとなりました。こ
の開発で、市場業務のノウハウを身につけることができましたので、市場系シス
テムに本格参入を計画していたところFINCAD社との提携話が持ち上がり、資
本参加も含めたパートナーシップが実現しました。それ以降、FINCADを軸に、
フロント、ミドル、バック業務を総合的にカバーした市場系システムの提供に力
を入れてきています。海外の製品を日本市場に適応するようにして提供するの
は、商社からスタートした弊社らしいビジネスと言えるかもしれません。
高田氏

FINCAD社との関係と
提供ソリューションは

高田）FINCAD社の日本における総販売代理店ですが、単なるリセラーではなくFINCAD製品に弊社が付加
価値をつけて日本のお客様にお届けする事を重視しています。また、お客様のご要望をFINCADの開発
に反映させるために、FINCAD社の取締役会に弊社代表も加わっています。そういった経緯もあってか、
FINCADは日本市場のお客様に育てて頂いた製品という印象が強いですね。FINCADを軸にして、市
場系業務管理の「Apreccia.3」などトータルソリューションの提供ができる体制を整えています。また、
日本に本社を持つ企業のアジア展開をサポートするケースも増えてきました。

サポート面での特徴は

吉原）多くの製品を提供していますが、製品ごとの縦割りではなく、ユーザーの状況
や環境を理解したサポートを心掛けています。FINCAD製品についても、弊
社のスタッフが責任を持って対応をし、その経験をサポート力のさらなる向上
に結び付けられるように努力しています。また保守は長いお付き合いになりま
すので、開発期間からお客様の所にお伺いして、信頼関係を築くことが大事だ
と考えております。一方、弊社の製品は使いやすさが特徴ですので、サポート
やカスタマイズの必要なく、お客様側で柔軟に使いこなして頂けるような製品
作りも意識しています。
吉原氏

FINCADのカスタマイズ
対応は？

高田）新商品、新たなモデル対応など、お客様からの新たな要望が常に寄せられます。このため、FINCADで
はマーケティング、営業、マネージメントが月に一度集まり、世界中のお客様からの意見、新たに発表さ
れた論文などを検討、集約して製品開発に反映しています。メジャーなバージョンアップは年に1度の
ペースで実施。現在、世界でFINCADは約45,000のライセンスが利用されていますので、バージョン
アップによって、グローバ ル金融 市場における先 端 的な手法を自動的に活用できる享受できるのも
FINCADユーザーのメリットです。お客様独自の要件に基づくカスタマイズもご希望があれば、弊社で
対応しています。

アプリケーションに利用
されるロジックの開示は

吉原）FINCADはアプリケーションをブラックボックス化しない
ように、当初から計算式を極力開示し、検証シ－トも提供
しています。計算式がないものに関しては、参考文献のリ
ストを開示していますので、透明性が高いと思います。そ
うした情報には、アプリケーション上からアクセスが可能
です。FINCAD社の解析シートに加え、スワップカーブ、
Hull-Whiteモデルなどお客様からよく聞かれる質問につ
いては、弊社内でも検証してから販売しています。

F3について教えて下さい

高田）F3は、FINCAD社が昨年リリースしたばかりの多彩な金
融商品の評価フレームワークです。FINCADは商品評価、
カーブ構築に利用できる関数群を提供するのに対し、F3

14

F3 アーキテクチャーイメージ

はその基盤であるフレームワークを提供する製品です。マーケットモデル、商品属性、評価手法、算出指
標毎に部品は細かく用意しており、カスタマイズが自由自在にできますので、お客様が求める商品の評価
を行うことができます。また、ユーザーが簡単に書けるスクリプトで商品やモデルを定義できますので、商
品構造が複雑な金融商品にも迅速に対応が可能です。FINCAＤはすべてをパッケージ化して提供していま
したが、F3はユーザーにモデルをはじめ選択肢を提供しています。フレームワークの活用自体は、他社で
も提供事例がありますが、十分に練り上げて発売に踏み切った製品ですので、使いやすさという点では群
を抜いていると思います。既にF3は海外での提供が進んでおりますが、ユーザー様の高い評価もあって、
昨年FOW誌のBest Innovation賞も受賞する事が出来ました。

F3の技術的特徴は

吉原）既存のFINCADは、ExcelとSDKで提供されていますが、その二つのインターフェースは存在していませ
んでした。F3の最大の魅力は、ExcelとSDKをインターフェースする機能が存在することです。フィナン
シャルエンジニアの方々が、F3Excel上で先ずロジックのプロトタイプを作成していただき、その後F3
のロギング機能（Excelマクロのロギングと同様）を利用して、F3Excelで描写されたロジックをワンタッ
チでF3 SDKに読み込み、ソースコードを自動生成できる機能が実現しました。業務フローとして、これ
までは市場部門のクオンツ開発部隊が作成しなければならなかったのに対し、その工程を省くことができ
ますので、開発効率を格段に向上させることが期待されます。

想定されるユーザーは

高田）プログラム開発を担当される方よりは、新たな金融商品を組成する業務を担当される方に、特に価値を感
じて頂ける製品だと思います。また、既存のプログラムの妥当性を評価するベンチマーキングにも有用で
す。また、お求め安い価格に設定された製品ですので、これまでご使用していただけなかったセクション
にも導入が広がることを期待しています。

日本での展開は

高田）日本での販売は、今年11月に開始致しました。正式発売に先立ち、数社でパイロットテストを実施しまし
たが、その操作性に高い評価を頂いております。金融商品の評価や組成のシミュレーション、CVAの計算
などで早くも効果を発揮しているとの声を頂戴しています。来年にはトレーニング講座も始める準備を進
めております。これまでのFINCADと同様に、導入時点からお客様と一緒に取り組み、トレーニング・サ
ポートを充実させることでF3をさらに良いものにしていきたいと考えています。

F3 Excel を用いた仕組債評価事例

金融機関の抱える
課題解決への貢献は

高田）金融機関の方は多くの仕事を抱え、新商品の取扱いや開発までとても手が回らないという悩みをお持ちで
はないかと思います。そこで、ユーザー側に負荷の低いF3のようなフレームワークを提供する事によって、
新たな分野に取り組める環境を提供したいと考えています。また、時価が分からない商品には手を出しづ
らいと思いますので、市場と整合的な評価ができるようにして、市場の活性化にも貢献する所存です。バ
イサイド向けには、製品提供から一歩踏み出して、評価サービスの提供も検討したいと考えています。

新年（2012年）の
計画、抱負は

高田、吉原）今年11月にF3をリリースしましたが、2012年は、F3本格販売の年です。また、フロントミドル
の製品として、Apreccia.3がバージョンアップをして他社製品にない機能がさらに増えましたし、バック
オフィス機能も一部カバーできるようになりました。基本に忠実に、市場分野でトータルソリューション提
供力を高め、弊社ならではのサービスで、お客様からの信頼を高めたいと考えています。F3は、サンプル
を見ていただければすぐに良さがわかると思いますし、トレーニング等も開講いたしますので、ぜひ一度
お問い合わせ下さい。

テクマトリックス株式会社

http://www.techmatrix.co.jp

108-8588 東京都港区高輪 4-10-8 京急第７ビル
カスタマーソリューション営業部 金融システム営業課 finance-sales@techmatrix.co.jp
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リスク管理高度化手法
〜統計・シミュレーション・最適化・マイニングの観点から〜
株式会社数理システム
取締役 数理計画部 部長

田辺 隆人

個別銘柄のリターンを説明するα（アルファ）の導出に関する研究は数多い。しかしながら、実際のポートフォリオを作
成する際にこれらのみを評価基準としていたのではよい指標値を持つ銘柄から順に選択するという自明な解の周辺し
か得られず、
アセットの収益率の相関を考慮してリスクをヘッジすることは難しい。

■

ポートフォリオリスク指標の多様化と
最適化技法のもたらす可能性

して活用されている広告分野では、
顧客の行動履歴から広告

機関投資家にはデファクト・スタンダードとなっている

きや出来高の推移を銘柄の「行動履歴」として捉えることに

ローゼンバーグ型のマルチファクターモデルは、銘柄間の

よって、小型株・大型株、あるいはグロース株・バリュー株と

ターゲットを絞って費用対効果を向上させる行動ターゲティン
グという技法が注目されているが、
投資対象のアセットの値動

相関の情報をファクター間の相関を経由して取り込んでい

いった指標に代わるポートフォリオスタイル分析の指標をデー

る。しかしながら、銘柄の収益率の相関を直接計算に用い

タから帰納的に「学ぶ」
といった応用も可能である。

ることも、
CVaR（Conditional Value at Risk）などの新し

■ 実用化された多期間最適化

いリスク管理指標を用いることも最適化技法［1］の進歩に
よって実現可能な現在、ポートフォリオの「リスク」の定量
化・最適化に関する実務的な研究は立ち遅れている状態

年金ファンドの運用管理などには、期間構造を持つア

と言え、新たなポートフォリオ最適化スキームの創造につな

セットアロケーションの最適化モデルが欠かせない。一般

がるインパクトを秘めている。

に、多期間最適化モデルを精度良く解くには、将来におけ
るアセット価格の変動を記述する「シナリオ」
の稠密度と状

グラフ 1：リスク尺度による組み入れ比率の違い（FIOPT を利用）

況に応じたアロケーションの組み換えの自由度の両方を充
実させることが必要である。有限の計算機資源しか利用で
きない現実の状況において、この両者は必然的にトレード
オフの関係に成らざるを得ない。混合型多期間最適化モデ
ル［2］はこのトレードオフ関係をパラメータで調整することが
できること、
さらには、
問題が線形計画問題に帰着できるこ
グラフ 2：多期間最適化モデルの最適アロケーションにおけ
る富の分布の時系列変化（FIOPT による）

■ データマイニング技法の可能性
例えば、倒産判別モデルは企業体の財務諸表の値を説明
変数として、
倒産確率を算出するモデルであると捉えることが
できる。我々はこの問題に、最適化とデータマイニングの技法
である「分類分析」にカテゴライズされる方法を用いてアプ
ローチし、成果を挙げている。データマイニングがコア技術と

16

ジュール）に実装されている適切なコンポーネントを連係さ

リケーションの開発に携わっている。

せることによって実現可能である。クオンツ分析のプロ
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ジ）
、
S+Finmetrics（金融データ解析のためのアドオンモ

点で多くのメリットがあり、我々はこの手法を核としたアプ

フェッショナルの解析業務の多くは現にこのような形で実

■ シミュレーションと次元の呪い

装されており、方法自体の柔軟性を確保するために作り込
みのソフトウエアとして実現されていることは少ない。ただ

リスクを可視化する手法としてモンテカルロシミュレー

この方法は解析の全貌が可視化しにくい、ノウハウが属人

ションがある。価格決定のプロセスを手続き的に記述する

化しやすい、また保守性が低いといったデメリットがある。

だけでリスクの評価ができるという意味で汎用性が非常に

そのような現状に対する弊社からの提案として2011年5

高く、複雑なリスク構造を持つアセットのプライシングに広

月に金 融 工 学 支 援 ツール「FIOPT」をリリースした。

く用いられている。しかしながら、相関を持つ複数のアセッ

FIOPTでは統計・シミュレーション・最適化・マイニング

トの値動きをサンプリングしようとすると必要なサンプル

技法を処理アイコンとしてデータの流れを表現する矢印で

数が銘柄の数に対して指数関数的に増大するいわゆる
「次

つなぎ、解析手順を視覚的に記述することができるため、

元の呪い」の問題からは免れ得ないので、モデル化とその

プロトタイピングや分析スキーム導出の試行錯誤などが簡

結果の評価には十分に慎重になる必要がある。

単に可能である。

なお、
多次元正規乱数を発生させる場合に、
与えた相関行

図 1：FIOPT による解析フローの例

列のコレスキー分解ができないという問題がしばしば実務家
を悩ませているが、
この問題は半正定値計画という最適化の
一手法の適用により解決できることに触れておきたい。

■ モデルの合わせこみと最適化技法
パラメータ値を設定して，
モデルを現実のデータに合わせ
こむ操作は、
例えば、
イールドカーブのフィッティングなどに幅
広く用いられているが、
その手法の核となっているのが最適

多期間最適化モデル

化技術である。
対象となる関数の表現のされ方によって合せ
こみの精度や速度が大きく異なることはあまり知られていな
い。
最適化技術のメリットを最大に活かせるのは、
フィッティ
ング対象となる関数がパラメータに対する解析的な関数とし
て表現されているケースである。
この場合は適切なアルゴリ
ズム（例えば、
内点法）
の選択次第で、
格付け推移確率行列
の推定など複雑なケースでも数秒から数分のオーダーで合
わせこみ計算を行うことが可能である。
一方、
前述した
「分類分析」
の変数選択など、
関数がブラッ

リスク尺度の変化による組み入れ比率の違いの観測

クボックスでプログラミング言語による手続きとしてしか記
述できないケースも多い。
具体的な応用例の一つとして、
前

参考文献
［1］枇々木規雄、田辺隆人、ポートフォリオ最適化と数理計画法 朝
倉書店［2005］
［2］枇々木規雄、最適資産配分問題に対するシミュレーション/ツリー
混合型多期間確率計画モデル、高橋一編、ジャフィー・ジャーナ
ル［2001］金融工学の新展開p.89 ～ 119

述したマイニング技法のパラメータチューニングにもこれら
の アル ゴ リズムを 用 い て い る。我 々 はPSO（Particle
Swarm Optimization）や遺伝的アルゴリズム（GA）
、
DFO
（Derivative Free Optimization）と呼ばれるアルゴリズム
を組み込んだ汎用モジュールを開発して、
様々なパラメータ
チューニングに適用している。

■ 金融工学支援統合ツール「FIOPT」
http://www.msi.co.jp
〒 160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3
フォーシーズンビル 10F
営業部 sales-div@msi.co.jp 03-3358-6681

上 記 で 述 べ た 解 析 はいず れもNUOPT（ 最 適 化 ）、
Monaco（高速シミュレーション）
、
VMS（汎用データマイニ
ングプラットフォーム）
、
S-PLUS、
R（ 統計 解 析パッケー
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とから実用的な規模の問題を実際に「解く」ことができる
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自社専用リスクシステム構築のすすめ
Steve Wilcockson

Industry Manager for Financial Services
The MathWorks, Inc.

実体経済に金融危機が波及した今、
リスク管理における信頼を回復することが最優先課題となりました。
バックオフィ
スのリスクアナリストによる単一のリスク分析方法では、これに対応できないことは明白でしょう。ジャーナリストや世間
が動向を注意深く見守るなか、規制当局やリスクマネージャーは、政治家や中央銀行首脳陣と協働して解決策を見出し
ました。

■ リスク精査の強化

において付加価値をもたらすことができます。
」

■ リスクとITの役割変化

最終的に特定された解決策には、バーゼルⅢの枠組み
提案で説明されているように、リスク精査の強化が挙げら
れます。これは次の目標を達成するよう設計されています。

適切に統合された IT によるサポートは、今日のリスク環

・極度の経済危機におけるバランスシートの安定性を評価

境において重要な意味を持ちます。信用収縮以前は、多く

する上で、カウンターパーティ、ソルベンシー、流動性の各リ

の金融システムが短期的でほとんど一貫性のないデータ点

スクの認知度を高める

または統計的に疑わしい想定に頼っていたため、信頼性に

・景気循環的および反循環的な経済政策を用いて、業績

欠けていました。それらのシステムは通常透過的でなく、事

の循環を景気循環にマッピングして安全な自己資本比率

実上「ブラックボックス」化しているため、リスク慣行、並列

を割り出し、
マクロ経済の観点からリスクを管理する

処理ハードウェア、経済情勢などの変化に応じてシステムに

・流動性比率とレバレッジ比率を必須とし、金融機関が慎

変更を加えることは難しく、しかもコストがかかりました。適

重に貸し借りを行い、
バランスシートの健全性を保てるよう

合性が不可欠である一方、効率的で先進的なシステムは、

にする

その他多くの要求仕様を満たさなければなりません。とり
わけ、網羅的なバックテスト、安定したシナリオ解析、ならび

このような技術的な規制によって、
先を見越したリスク管

に高度に集計されたデータから粒度の細かいデータまであ

理の優先順位を定性的に設定することができます。リスク

らゆる要因の組み合わせに基づいた手法を組み込んでい

管理の新たな時代の中、リスクマネージャーや最高リスク

なければなりません。経済資本の配分がフロントオフィスに

管理責任者（CRO）は先を見越したリスク管理を迅速に

一層影響を与えるなか、アジャイルで透過的、さらにカスタ

行い、経営幹部や社外とのコミュニケーションを円滑に行

マイズが可能で、もちろん正確なリスクシステムの必要性が

うと同時に、業績重視のフロントオフィスのトレーダー、営

増しています。

業担当者、経営管理者の間でプロフェッショナルな水準を

このため、リスク管理チームはITと統合される必要があ

維持および管理していく必要があります。

ります。実際、
「リアルタイム」のリスクプロジェクトやリスク

オランダの Capgemini の Principal Consultant for

監視プロジェクトにITが関与する機会が増えています。こ

Risk Compliance である Marco Folpmers 氏は次のよう

のようなプロジェクトは、純粋なリスク レポーティングと比

に述べています。
「クオンツは、すべての人にとって万全であ

べてITにより組み込まれており、他の部門とのコミュニ

ることが期待されています。成果を出せる人は、大抵分析

ケーションおよび協働が必要となります。たとえばフロント

結果をうまく共有できる上、サイロ思考にとらわれることな

オフィス部門では、ALM（資産負債管理）チームがリスク

く業務をこなせる人格と経験を持ち合わせています。自己

マネージャーに対して、フォワードルッキングなキャッシュフ

の組織を全体的に考えることによって、信用収縮後の市場

ローやキャピタル・アット・リスク（CaR）を証明しようと
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ら直接生成されるものだとエンジニアは自然と考えます。
プ

■ 適切なツールの導入

ロトタイプをCまたはC++といった他の言語で記述するとい
う作業、
ならびにそれに伴う作業ミスというリスクは、
航空宇

このような状況は、
大企業のアセットマネージャーや大手

宙、
自動車、
通信の各業界では、
急速に減少しています。
公正

投資銀行といった多機能企業にとって大きな課題となりま

を期すために言うと、
ヘッジファンドもまた、
開発やテストにお

す。従来、
大手のリスクチームは、
多数の開発者を動員して

いて先導的な役割を果たしており、
多くの場合、
リスクの枠

C++などの言語を使用し、
システムをボトムアップで構築して

組みのみならず、
トレーディングやポートフォリオ管理戦略も

きました。
中小企業では、
コンサルタントのサポートによるブ

展開しています。

ラックボックス型のシステムが主流でした。
前者では、
リスク

しかしながら、
リスク管理および法規制における変化に

アルゴリズムの複雑性、
あるいは簡素性さえも冗長なコード

よって、
業界に小さな革新が生まれました。
ミドルオフィスが、

で隠れてしまうため、
トレーサビリティが問題になります。
一

市場特別レポートや信用リスクレポートを単独で生成する時

方、
後者では、
カスタム ルーチンをすばやく設計して緊急事

代は終わりました。
さらに多くの業務をこなし、
数多くのリスク

態に対応することが困難です。

分類を分析してレポートを生成しなければなりません。
重要

そこで「第3の道」
ともいえる高レベル、
もしくは機能的な

なことは、
リスクの枠組みは単に経済資本の配分のみなら

プログラミング環境が頻繁に使用されるようになってきまし

ず、
企業全体にまたがっているということです。
たとえば、
継

た。
そのうちの1つが、
透過的でカスタマイズ可能なうえ、
効率

続的なリスク監視は一般的になっており、
リアルタイムのリス

的な開発と簡易な統合が可能なMATLABです。
このような

ク分析および管理にまで及んでいます。

ツールは、
解析、
モデリング、
レポート作成を簡素化する「構

リスク管理はもはや、
受身の事後タスクではないのです。
適

築ブロック」
として機能します。
このような言語の多くは、
豊富

切に導入すれば、
効果的なリスク分析ツールは検査と制約だ

なドキュメントを伴い、
オープンに可読性のあるコードという

けでなく、
より良い機会をも提供します。
速度が遅く、
コストが

付加価値があるため、
透明性を確保できます。
もちろん、
機

かかるうえ柔軟でない枠組みより、
カスタマイズ可能でア

能的な言語は以前からありましたが、
金融業界では大抵プ

ジャイルな枠組みの方が優れているのは確かです。
リスク管

ロトタイピングもしくはモデル検証ツールとしてのみでした。

理には、
アナリストだけでなくITも関与する時代です。
その双

しかし、
次第に多くの銀行や大手アセットマネージャーら

方に利益をもたらす枠組み、
そして経営チームのスポンサー

が、
時にはコンサルティング分野の専門家のサポートを借り

およびコンサルタントのサポートにより、
企業は大きな恩恵を

て、
このような技術計算ソフトウェア言語を使用して自社専

得ることができるでしょう。

用のリスク分析およびレポーティング環境を構築し、
カスタム
の解析手法をデータベース、
イントラネットおよびその他のシ
ステムアーキテクチャと統合し始めました。
金融業界に移行
した多くの人たちにとって驚きなのは、
機能的なプログラミン
グ言語を「量産」
に使用することは、
クオンツ、
リスクあるいは

MathWorks Japan 営業部
sales@mathworks.co.jp
URL：http://www.mathworks.co.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 03-6367-6700

その他のアナリティクス環境では、
まだ当たり前のこととは考
えられていないということです。
飛行機で移動する際、
あるい
はスマートフォンを使用する際、
電子チップまたは制御装置

ボタン1つの操作でExcel、Word、Powerpoint でポートフォリ
オ リスクメトリクスのレポートを作成できるポートフォリオ分
析の典型的なインターフェイス
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のアルゴリズムは（MATLAB のように）プラットフォームか

一層の努力をしています。
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SEMINAR REPORTS

クロスボーダー取引の進展と今後の日本市場
～サンガード東京セミナーから～
サンガードは、
10月13日に「収益性向上のための新しい投資機会としての海外取引」と題するセミナーを開催した。同
社は市場が注目するテーマにつき、今年これまでに2回のパネルディスカッションセミナーを開催しており、今回が3回目。
初回は6月に開催した「マーケットフラグメンテーションと統合：日本市場における、流動性市場接続、および顧客へのイ
ンパクト」
、
2回目は「変化し続ける国際環境におけるリスクマネジメント」がテーマだった。一連のセミナーの狙いについ
て、
今年10月に同社日本代表に就任したマシュー・セリネック氏は「日本において顧客の真のパートナーとなるためには、
テクノロジーに加え、金融ビジネスの理解が不可欠。弊社はグローバル市場において豊富な経験を有しているが、テクノ
ロジーだけではなくビジネス面の課題も顧客と共有し、さ
らに理解を深めようとしている姿勢を示すため」と語っ
た。今回のテーマは、同代表が日本に着任してから感じて
いる日本の製造業と金融の国際化の進展の違いに対する
問題意識から選定された。
今回のセミナーでは取引所、プロップトレーダー、機関
投資家（バイサイド）
、
セルサイド、
ITベンダーという立場か
ら、シンガポール取引所（SGX）の與氏、山和証券の工藤
氏、中央三井アセット信託銀行の鹿野氏、モルガン・スタ
ンレー MUFG証券の齋藤氏、サンガードのコドリ氏の5人
をパネリストとして迎え、セレントの柳川氏がモデレーター
を務める興味深いパネルディスカッションが行われた。

■ 取り巻く環境

起こり得る。さらにトレーディングの場の多様化以外に
も、執行の質や技術など競合するポイントが変化してい
ることにも注意が必要。現状、投資家は執行スピードを

パネル討論の開始に先立ち、モデレーターの柳川氏から

重視している印象である。

クロスボーダートレーディングを取り巻く環境について以下

4）アジアや日本では分極化の進展度合いは低いが、
欧米と

のような問題提起があった。
1）証券取引所の変容について、欧米の取引所は合従連衡

同様な技術の導入は進んでいる。
また、
市場構造も着実

が続いているが、アジアは独立路線が維持されている

に変化しており、
東証では海外投資家の取引率が高い。

違いがある。各取引所とも市場活性化のため、高機能の

先進的な取引執行の割合は、
現状、
日本は他のアジア・

システムを競って提供しているが、規模の経済と事業の

パシフィック地域に比して低位が、
伸びる余地があるとも

地域的範囲をどのようにバランスさせていくかが課題。

言える。

2）
欧米では取引所外での取引が活発で、
分極化が進んでい

■ クロスボーダー取引の現状

る。
アジアは依然として取引所が中心であるのと対照的。
欧州市場は電子取引が普及しており、
国境を意識するこ
とがないクロスボーダーの取引環境ができあがっている。

バイサイド、セルサイド双方のパネリストから、電子取引の

3）分極化は流動性の分散を招く恐れもあるので、最良執

普及により執行方法も大きく変化し10年前には想像できな

行のための執行コストと流動性の最適化も課題となる。

い変容ぶりで、クロスボーダー取引への関心も高っている

分極化で多様な投資機会があるがゆえの難しい状況も

との発言があった。一方、與氏はアジアでは売買回転率が
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バーするリスク管理、
バランス管理を求められる事例も紹介

取引所に求めるため、東日本大震災の際には取引所への

された。
海外取引所サイドからは、
自らを上場民間企業であ

依存が高まったと述べた。また、クロスボーダー取引では地

りかつ公的な役割も併せ持つ存在として、
金融を活性化す

域特性を活かしたスキームが作れるとの認識を示し、来年

るために日本の取引所と相互に遠方会員を増やし、先物、

第一四半期にはSGX会員は自動的にマレーシア、タイ、フィ

現物を問わず重複上場を増やしていきたいとの発言があっ

リピンの取引所にも発注が可能になるアジア・リンケージ

た。
そうすることによって裁定狙いの投資家の参入も増え、

を紹介した。取引所として参加者を増やすだけではなく、参

市場が共に活性化するとの考えだ。
サンガードからは、
簡潔

加者のコストを引き下げる努力も行っているそうだ。アジ

なコネクティビティ提供の重要性に関する指摘があった。

Market Solutions Review

から発展し、アジア時間帯で複数の取引所との取引をカ

がないと指摘。ストレス時には、市場参加者が適正価格を

ア・リンケージに技術提供しているサンガードのコドリ氏は

■ 今後の電子取引

新技術の普及は市場の成熟性と相関があり、クロスボー
ダー取引には規制や決済の違いを克服する課題があると
指摘した。

金融取引の電子化の流れは止まらないとの認識でパネ
リストは一致。しかし、日本はまだ発展途上で、これまでは、

■ クロスボーダー取引への挑戦

海外の市場で起きた事が2 ～ 3年後に東京で起きると見ら
れていたが、これからはアジアも日本も独自の発展を遂げ

工藤氏は現在、
東京時間帯では取引量が減少しボラティ

られるかどうかに注目していると齋藤氏。また、與氏からは

リティが低く、収益を上げるのが難しいため、どうしても運

アジアでは分極化が起こっていないからといって安心は許

用の多様化が必要になると述べた。しかし、夜間取引やク

されず、代替市場と対抗し、一歩先を行けるようにシステム

ロスボーダー取引にはインフラ整備が必要になるので、海

開発にも注力しているとの発言があった。

外ブローカーやITベンダーの協力が不可欠だと指摘。鹿野

■ 日本市場の強みは

氏からは、海外では最良執行に関するイノベーションが盛
んで、日本とは隔たりがあるが、
OMS、
EMSを実装して経
験を積み、徐々に精緻化していく事が重要だとの発言が

市場と参加者もグローバル化し、テクノロジーがそれを

あった。
齋藤氏から電子取引について、
かつては日本だけ見

繋ぐ状態で、日本に立地するメリットは何かという質問が

ていれば良かったが日本市場のプレゼンス低下に伴い、海

参加者から出た。これに対してバイサイドからは日本の投

外での収益機会を求める顧客が増え状況が変わったとの

資家の規模は大きいが、日本への投資で海外投資家も開

指摘があった。このため齋藤氏の会社では50以上の証券

拓しているので、今後は海外の顧客ニーズをいかに吸収す

取引所と接続が可能なシステムを提供する事によって顧

るかが課題になるとの発言があった。また、セルサイドから

客、市場、商品が格段に広がり、ビジネス機会が拡大したそ

は大きなリテール市場の存在や安全性などメリットはある

うだ。與氏からは日本市場を重視しており、
いかに便利に安

が、拠点の海外移転が進み、取引がクロスボーダー化して

く市場に接続できるかが勝負になるので、日本国内にアク

いる事も事実なので、どこまで日本にこだわる必要がある

セスポイントの設置を準備中との報告があった。遠方会員

かという問題は避けることができないとの回答があった。

になれば直接SGXへの接続が可能になる。また、リスク管

さらに空洞化が起こる可能性に危機感を持ち、市場関係

理も重要な要素なので、リミットを設定し、トレード前の段

者が一緒に日本市場の活性化に取り組むべきだと齋藤氏

階でリスクを管理する仕組みも導入する予定だと言う。

が発言してパネルディスカッションは終了し、その後、開か
れた懇談会で活発な議論が続いた。

■ 今後の課題と挑戦



今後クロスボーダー取引に参入しようとするパネリストか
らは、
これまでの管理体制や規制をクリアして、
新たな取引
に対応できる柔軟な体制を構築できるかどうかがカギとの
意見が出た。
機関投資家サイドは運用のグローバル化、
クロ
スボーダー化は不可避だが、
今後比重を高める場合に、
自
前路線かノウハウ享受のために海外の機関との提携等を
選択するかという戦略的課題があると指摘。
セルサイドから
も、バイサイド同様に多様なサービスが求められており、最
近では、
個別商品取引にアルゴ、
DMA等を活用する高度化
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低いために、代替市場が参入するのに十分な規模の取引量
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金融機関におけるリスク管理の課題と
弊社の取組み
～キーワードとしてのCVA ～

株式会社ティージーアイ・フィナンシャル・ソリューションズ
ITソリューション事業部 コンサルティングセールスグループ

赤廣 健児

欧州危機を発端とする金融業界を取り巻くリスクの高まりは本邦においても様々な形で影響を落としているが、従来
の市場性リスク（金利リスク・為替リスク）に加え、流動性リスク、信用リスクなどの各種リスクファクターがより複雑に相
関し、
かつ深刻なものとなっているのが昨今の特徴といえる。

最たるものとしてCVAリスクが挙げられる。一口にCVA

in South Korea（Examples of K-IFRS）
」と題して、韓国

（Credit Valuation Adjustments）といっても、バーゼルⅢ

FSSから承認されたバリュエーションベンダーの一つである

に代表される規 制 上の内部モデル方 式（IMM:Internal

Korea Asset Pricing社のFounder及びCEOであるDr. Se

Model Method）か らIFRS13号 に お ける 双 方 向 調 整

Jin Kim氏より、
韓国における公正価値評価の動向を2011

（Bilateral CVA）
、さらには内部リスク管理統制や実際の

年度より適用しているK-IFRSの実例とともにご紹介する。
未上場株 式の評 価（Nonmarketable Security Pricing）
、

マーケット実務への適用など対象によってその対応方法、
難易度は様々である。当然これらの評価・計算を行なう環

信 用 評 価 調 整（Accounting CVA for Derivatives）等

境としてのITソリューションも様々なアプローチ、形態が考

IFRS13号に基づく本邦会計基準公表前において参考とな

えられ、また金融機関のビジネスモデル、保有するポート

る情報を御提供し、
実際のIFRS適用企業が運用上どのよ

フォリオによっても必要なパフォーマンス要件や対応機能

うな影響を受け、
さらにはそのための対策等について具体的

等も千差万別である。

に提唱する。

弊社は現在バーゼルⅢにおけるCVAリスク評価に関し

弊社は、
東京ガスグループの市場系金融のソリューション

て、いわゆる標準的手法のカレントエクスポージャー方式

カンパニーとして自然科学分野で培った高度なテクノロ

（CEM: Current Exposure Method）とIMM方 式の比 較

ジ ー を 金 融 工 学 に 応 用 し、自 社 開 発 の「Prélude

試算を行ない、金融機関へのフィードバックを行なってい

Enterprise」やアプリケーションフレームワーク「Prélude」

る。またIFRSに関しては来年以降公表が噂されている国

をベースとしたシステム開発・コンサルティングを行ってい

内基準を視野に入れた公正価値評価モデルの研究・開発

る。また、最先端のソリューション・サービスを紹介するだ

を進めている。また、
CVA計算をより実務に利用する場合、

けでなく、大手町新本社にて金融市場全体を対象とした幅

必要なパラメータに併せたデータの整備やモンテカルロシ

広いワークショップやセミナー等の情報提供なども実施し

ミュレーションの計算負荷対応においては、
従来のシステム

ている。
市場リスクやデリバティブの基礎を扱う初級プログ

基盤では対応は困難である。弊社は欧米の金融機関のベ

ラムからCVAワークショップ、バーゼルⅢ、
SolvencyⅡ等の

ストプラクティスをご紹介するべく、各専業ベンダーと調整

国際的な規制の動向に関する講演まで実施しており、金融

を進めている。さらには、欧米のCVA実装、運用事例を紹

機関の様々な情報収

介する目的で、カナダのウォータールー大学の主催するワー

集ニーズにお応えし

クショップであるWatRISQ（Waterloo Research Institute

ている。弊 社は今後

in Insurance, Securities & Quantitative Finance）を本

も金融市場の拡大、

邦に紹介し、
実際にCVA計算を行なうエクササイズなど、
よ

高度化に寄与するべ

り実務に触れる機会を作ってきた。

く、トータルなサービ
スを今後もご提案し
ていく次第である。

今回の「Risk Conference 2011」
では、
「Fair Value Trends
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保井
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問題と構成

第1章

保険金 等不適切不払い・支払い
漏れ問題の発生と行政対応

第2章

不払い・支払漏れ問題への公的
関与の制度的枠組み

第3章

保険規制監督行政の国際比較

第4章

公共政策分析としての保険金不払
問題への行政対応

第5章

検証：ステークホルダーが保険規
制監督行政に望むもの

第6章

総括：保険規制監督行政の転換と
今後の課題

俊之

Market Solutions Review

保険金不払い問題と日本の保険行政
指向転換はなぜ起こったのか

序章

この2冊は、社会中枢システムへのシステムズ・アプローチ

本書は2005年から2008年にかけて、日本の大きな社会問
題となり、著者自身も当時の行政現場で大きな渦に呑み込

という、大きな研究テーマを共有している。その点において、

まれていった保険金不適切不払い・支払漏れの問題を学術

この2冊はともに、システムズ・アプローチの社会システム分

研究として取り扱ったものである。

析への有効性をギリギリとフロンティアまでたどった双子の
書籍ということになる。

本書には手前味噌ながら、他の書籍にはない次のような4
点の特徴がある。第一には、大きな社会問題となった保険金

前著では、東アジアのステークホルダーたちの合従連衡と

不払い問題を体系的かつ網羅的、そして学術的に総括、分

激突を、米国の首都ワシントンという巨大政治政策システム

析、検証した最初で唯一の書籍であること。

の視座から描いた。本著では、現代のリスク社会を生き抜く

第二には、日本の保険規制監督行政の1世紀余（1900 ～

ためになくてはならない社会的救命網である保険に対する

2010年）の指向変化を、複合学問領域的分析枠組みで体系

信頼が揺らぐとき、どのような不安が発生するのか。そして問

的かつ歴史的に分析・叙述した唯一の書籍であること。

題の当事者たちはその不安にどのように対応していったか。
これらの問題に、社会中枢システムの破たんと再生の視座か

第三には、保険金不払い問題における主要ステークホル

ら分析を試みた。

ダー
（消費者、保険会社並びに規制監督当局など）
の対応を、

保険金不払い問題は著者が行政現場で身をもって体験し

社会システムの破たん問題へのステムシステムズ・アプロー

たことではあったが、本書の記述に当たっては公開資料並び

チという視点で分析していること。
そして第四には、保険金不払い問題という社会システムの

に後年大学の研究者として実施したアンケート調査のデータ

典型的問題の分析・検証に、工学的手法を多重的に適用し

のみにすべて依っている。また、本書の執筆により、筆者はい

ていることだ。

かなる報酬も受け取っておらず、
また今後も受け取らない。

ひょっとしたら、
2005年に刊行させていただいた著者の前

2011年3月11日の東日本大震災で被害に遭われた方々に

著『中台激震: 沸騰するナショナリズムのゆくえ』
（中央公論

心からお見舞いを申し上げる。今回の大震災では、本書で触

新社）と随分毛色が違うなと思われる方がいらっしゃるかも

れたように、日本という社会システムの安心安全の確保に果

しれない。

たす保険の役割に大きな注目が再び集まった。震災後の日

たしかに前著で取り組んだアジア太平洋における安全保

本社会において、保険を大きな社会中枢システムのひとつと

障・経済金融のリンケージの問題と本書のような安心安全

して捉え、保険システムへの公的関与の意義を考える契機の

の危機をめぐる日本国内の問題とでは、取扱っているテーマ

ひとつに本書がなれば、著者としてそれに勝る喜びはない。
（日本評論社刊）

が大きく違うと感じられる向きもおられよう。しかし、この2冊
は極めて密接に結びついていると著者は考えている。
大規模で複雑な社会の問題に対して、
「つながり」
すなわち
システムという思考を使って、どのように問題構築を共有で
きるのか。システムズ・アプローチの3本柱であるシステム思
考、
デザイン思考、
並びにマネジメント思考は、
社会中枢システ
ムの問題解決のアプローチとしてどのぐらい有効なのか。こ
のような問いに答えたいと、
著者はこの数年間思索してきた。
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C olumn
トレジャリー勘定のシステム開発は大丈夫か？
アナリスト

平井 こうたろう

以前某国内銀行に勤務していた際に、トレジャリー勘定の

の収益増加期待があり、トレジャリー勘定は新たな収益増

債券投資担当になったことがあり、以来時折感じていたこと

加期待ではない」ということであり、しかも各種規制対応等

ですが、
「国内金融機関のトレジャリー勘定におけるシステム

の恒常的なIT予算が重くのしかかっている最近の金融機関

開発が遅れているのではないか？」という疑問を持っていま

においては、古き良きトレジャリー勘定には新たな予算がつ

した。

きにくいと思います。

例えば新しく銀行を立ち上げることをイメージしたとき、資

ところで最近はバーゼルをはじめとして様々なデータを

金証券セクションとして導入したいシステムはどのようなもの

引っ張り出してリスク計測を行う必要があります。こうした

かと考えると、金利系取引を例とすると以下のような取引を

データというのは一体どこから出てくるのでしょうか？例えば

管理できるフロントシステムになると思います。

流動性リスク管理なんて話になると、フロント部門の取引
データからSTP化によって流れてきているミドル部門やバッ

（管理したい対象取引）
・債券現物取引＋現物オプション取引

ク部門のトレジャリー勘定のデータが大半を占めるはずで

・債券先物取引＋先物オプション取引

す。もしトレジャリー勘定の取引データがSTP化されていな

・金利先物取引

いとか、何かを計算しようとすると電卓をたたかないといけ

・債券レポ取引

ない、というようなレベルでは将来高度化が進んでいくのか

・短 期金融取引（コール、
CP、外貨預金、大口定期、各種

かなり疑問です。

現先取引等）

都市銀行なのか、地方銀行なのか、あるいは証券、保険と

etc.

いった業態によって当然状況は異なりますし、私自身も個社

（できれば付加したい対象取引）

の個別事情を理解しているわけではありませんが、
コストカッ

・スワップ 取 引、金 利オプション取 引（CAP、
FLOOR、

トが当たり前の世の中にありながら規制が強化され続けて

SWAPTION）
・金利先物オプション取引

いる業界として考えれば、今でもトレジャリー勘定のIT開発

・為替直先取引

が進んでいるとは考えにくいでしょう。後追い状態で何とか

etc.

付いていっているというところが関の山だと推測されます。
どこまで管理できればよいかについてははっきり言ってき

「灯台もと暗し」のような話ではありますが、収益期待ではな

りがない話ではありますが、実はこれらを充足する1つのシス

く制度対応というような扱いとして多少のIT開発がされてい

テムというとおそらく実現しないと思います。過去に調べて

るとしても、根本部分は何も変わらず、トレジャリー勘定の人

某大手IT会社に聞いたことがありますが、
2つ3つのシステム

たちは疲弊していく姿が容易に想像されます。

が必要になることが多いと思います。これは国内会計制度上

このような話がIT開発会社の人やコンサルティング会社の

の問題もあり、例えば債券であれば簿価と時価の概念が必

人たちにとって果たしてビジネスチャンスになるのかどうかは

要であるとか、償却原価とか経過利息を考えるとか、
そもそも

わかりませんが、第三者から見て基本ができていないのにで

勘定系システムにきちんとつながらないといけない、などと

きていると力を過信している金融機関があるとすれば、思わ

いった理由があるのです。

ぬところで足をすくわれることでしょう。金融業界の各種規

不思議なもので、
デリバティブ商品が出てくると即座にフロ

制が目指すものは「基本に立ち返れ」ということであり、新し

ント部門はIT開発を依頼して商品の取扱開始となることが

い規制が加わったという発想で振り回されているような対応

多いのですが、こと昔ながらのトレジャリー勘定は上記のよ

をしているようでは、結果は芳しくないことになってしまうか

うなシンプルな取引でさえ1つのシステムでは対応できず、ト

もしれません。

レジャリー勘定は意外なところで手作業対応をしているケー
スが今でも多いと思います。
しかしここで考えてみましょう。どうして新しい業務はIT
開発が進み、トレジャリー勘定は進まないのかです。理由は
いろいろあるとは思いますが、要は「新しい業務はそれなり
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ハイドパークのふくろう

ロンドン在住 松谷 浦
最近目に付くのがこの国と日本の非公式保育体制の違いで

昔から当たり前」と思われる方もいるかもしれませんが、私が驚

す。特に高齢化が進む日本であるからか、日本の老人が比較的

いたのはその体系です。仲介する団体が、登録されているとは

に健全であるからか解りませんが、社会の需要と時間を余す人

言え赤の他人である老人たちを需要に応じて提供するそうで

たちの人材供給をマッチするのは日本の方がずっと優れている

すが、これは英国では全く考えられません。本職であろうが、ボ

ように思われます。

ランティアであろうが、子供に接する機会のあるサービス提供

数週間前、よく行くウエスト・サセックスのB&B（ベッド・ア

者はそう簡単には許可されません。

ンド・ブレックファスト）で思いがけなくNHKワールドの英語放

もうじきまたクリスマスの季節で、色々なデパートとかショッピ

送を見る機会がありました。その番組ではエンジニア等の仕事

ング・モールでサンタクロースが出て来るでしょう。
でも今ではも

から定年退職した男性らがボランティア活動として開いた「おも

う子供が付き添い無しでサンタの洞窟に入ることは許されませ

ちゃクリニック」を紹介していたのです。電気器具とか機械を修

ん。夏に壊れてしまったお

理して来た長年の経験を生かして、彼らは使い捨て社会を暫く

もちゃを直して、膝の上で

一転させるだけでなく、死んだおもちゃを生き返らせることに

優しく昔話をしてくれるサ

よって子供たちに希望をよみがえらせているようでした。

ンタクロースはもう日本で

一方、つい最近新聞で「育爺（いくじい）
」制度の記事を読み
ました。日本では耳慣れたアイデアなのかもしれませんが、これ

しか存在しないのでしょ
うか。
残念です。

は時間の余ったおじいさんたちが働いているお母さん達を助け
るために、代わりに幼稚園に子供を迎えに行ったり、親が仕事
から戻るまで子供の面倒を見てあげるスキームです。
「そんなの

編集後記
久し振りに多摩川の土手を自転車で走ったが、
感動しなくなった。
以前にも増して危ないからだ。
ゆっくりと散歩している人がいる一方、
ヘルメットを被り、
ウェアに身を包みながらロードレーサーで走り抜け
ていく人達がいる。
きっと、
自分だけは事故を起こさないと思っている
のだろうが、
とても危険だ。
京都・伏見の銘酒「玉乃光」
（たまのひかり）
が美味しい。
豊富で良
質な水に恵まれて作られた玉乃光はふっくらした柔らかみある香りと
味わいが特徴で、
いつまでも飲み飽きない。
ぬる燗でイカの丸焼き（白
身魚の刺身でも良いのだが）
を食べるのが、
お気に入り。
裕次郎

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。

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1月中頃にアップ・発行する予定です。

ご期待下さい。
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