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人民元の国際化とアジアの金融統合
神戸大学

経済経営研究所
教授

髙橋

亘

この6月から東京、上海で円と人民元の直接取引が始まった。予想以上のペースで進む人民元の国際化は、アジアの
金融統合、金融協力にもさまざまな波紋を投げかけている。また日本の金融産業にとっても、アジア市場での融資等に
限らない様々ビジネス展開が今後の帰趨も握っている。人民元の国際化に象徴されるポスト・リーマンショックのもと
でアジアの金融の進路はどうあるべきだろうか。また我々は何をなすべきなのか。若干の考察を加えてみたい。

■ 予想外に進展する人民元の国際化

でのASEAN＋3大臣・中銀総裁会合でマルチ化の完成を
経てファンドの倍増がなされたほか、後者もABMF（アジア
ボンドマーケットフォーラム）から、債券市場の取引慣行や

2009年、中国は人民元の国際化に慎重に踏み出した。
中国当局は、改革を常にコントロールの及ぶ範囲で進める

決済について初めての包括的なレポートが公表され、今後

ことを旨にする。そのため人民元の国際化に当たっても当

の市場整備に向け大きな一歩が踏み出された。

初は企業・地域を絞って輸出入代金の決済の解禁を進め

これまでのアジアの金融協力では「通貨危機回避」
への

たが、いまでは全面展開するまでに至っている。もっとも資

意識が強く、市場整備への意識は薄い面があった。このた

本規制は基本的に堅持しており、それにもかかわらず、昨

め本来は、金融市場の整備という側面が強い債券市場育

年は預金が毎月30%以上増加を示すなど、香港のオフショ

成についても、通貨危機予防策との側面が強調されてき

ア人民元市場は急速な拡大をみた。これを踏まえてロンド

た。だがASEANでは、
ATMのリンケージが進み、現地通貨

ンが、オフショア人民元市場の立ち上げに名乗りを上げ、す

間の交換が進めばいずれは証券や大口資金決済システム

でに香港に続いて点心債（オフショア人民元債）が発行さ

の接続も必要となる。アジアは市場整備を軸とした市場統

れた。そして、日本円と人民元の直接取引が始まり、早晩東

合の段階に入っており、日本の金融界もこのチャンスをい

京市場でも点心債の発行が期待されている。

かに活かしていくかという時期に入っている。

人民元の国際化は周辺各国にもインパクトを与えてい

■ 画期的なABMFレポート

る。例えば韓国でも韓国ウオンの国際化に真剣に取り組み
始めているし、そしてわが国も円と人民元の直接交換が拡

我々は欧米に比べて近隣アジアの金融市場の知識は乏

大すれば、長年の課題であった円の国際化が進み、やがて

しい。今回のABMFレポートは、アジアの金融市場の統合

は日本と中国との決済システムの接続など実務レベルでの

に向けて、最良のガイドブックのひとつとなった。例えば

金融協力が深化していく可能性がある。

ABMFレポートのうち、債券市場での法制・取引慣行のレ

これまで当局主導で進められてきた通貨の国際化だが、

ポートは、
ASEAN＋3の中で、法制 度が大 陸 法とコモン

それをいかに金融ビジネスに発展させるか。いま金融機関

ローに分離された状況を指摘しているほか、不透明な市場

の取り組みが注目されている。せっかくのビジネスチャンス

慣行にも触れている。また、決済制度等の調査は、とりあえ

を逃すべきではないだろう。民間ベースでの積極的な対応

ず国債市場に限定しているものの、各国の決済プロセスを

が期待される。

中心にさまざまな制度の相違を明らかにした。法制や制度

■ アジア金融協力の新たな段階

の相違を認識せずクロスボーダーで大量の証券取引を行
うことは潜在的に大きな取引リスクを伴う。その解消のた

チェンマイ・イニシアテイブとアジア債券市場育成。1997

めには、まずは実態把握が必要である。金融協力が本格化

年のアジア危機以降、アジアの金融協力はこの2大プロ

して約15年。アジアの金融協力はようやく実践を強く意識

ジェクトを中心にすすめられてきた。前者は本年5月マニラ

した段階に入りつつある。
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立し、国境を超えた企業・産業展開が進んでいるが、金融
サービスと金融業の展開は明らかに劣後している。

こうした市場統合の推進で学ぶべきはやはり欧州の先

こうした状況で、
金融のソフト・ハードの両面で日本の金

例だ。
確かに共通通貨ユーロは現在大きな危機に直面して
いる。しかし、欧州の金融統合は、共通通貨と単一市場の

融はまだまだ強みを発揮できる。
ソフトとはもちろんビジネス
・

整備育成が一体となったものであり、
共通通貨ユーロは、
金

サービス等の展開である。
また、
ハードでは、
資金移動の実

融統合の半面でしかない。
欧州の単一市場の育成は、
国境

際を担う電子取引のハードの要素技術などがあげられよう。

の障壁のない競争的な市場を目指したものだが、
そこで強

まずソフト面では本来日本のもつ細やかなサービスが

調されているのは利用者の視点である。
「金融サービスの利

強みを持とう。非効率とされたサービス業は日本経済の強

用者が、
EU域内のいかなる場所においても等しく効率的な

みとして再生する可能性がある。また金融取引の基盤たる

サービスを享受できること」
。
この目的は「誰のための金融

法制・会計等の制度も問題である。こうした制度はこれま

統合か」
という視点が明白であり、危機以前の欧州経済の

で欧米の標準に準拠してきた。デリバテイブ取引の契約

再生に金融統合が寄与したことは間違いない。

等が、市場の支配力を持つ欧米準拠であることはやむ得

こうした欧州の金融統合を大きく進めたプロジェクトがユー

ないとしても、シンジケート・ローンをはじめとしたローン

ロ導入とあわせて進められたFSAP（Financial Services

契約や金融規制等は、もっとアジアの事情に即したルー

Action Plan）である。その特徴は、金融取引の様々な障壁

ルが普及されていい。ただローカルルールは時として緩に

の解消のためのロードマップの提示であり、中間評価や外

流れ、国際的な信頼を失いかねない。日本は長年積み重

部評価を経てプロジェクトは推進された。アジアにとって

ねた国際金融市場での経験をもとに、こうしたソフトのイ

も、抽象的な議論を超えて、より実践的に統合の道筋を示

ンフラつくりでも貢献できるだろう。
また、ハードの要素技術は、まだまだ日本の技術が世界

したロードマップが必要とされている。

一流であるだけに、金融界と電子工業界が一体となってア

■ ユーロの失敗から何を学ぶか

ジアで競争力を発揮していくことが期待できる。日本の電
子技術はこれまでややもすれば「ガラパゴス化」と揶揄さ

アジアは欧州の金融統合に学ぶことが多いといっても、
やはり今回の欧州のユーロ危機は真剣に受け止めるべき

れてきた。しかしこの中には、きめ細かいサービスを求める

であろう。論者の一部には金融統合を進めたことが、危機

アジア共通の嗜好や人口密集で大量の事務処理を図らな

を深刻化させ域内に伝搬させたとの指摘もある。確かに単

くてはならないというアジアの事情を映じた技術も多い。

一市場の進展以来、域内南北で経常収支の不均衡は拡大

日本の携帯は、インターネットに接続できたことから特

し、それは金融市場の統合により北部から南部への資本

殊視されてきたが、今やスマートフォンでのインターネット接

流入によって助長された側面はある。

続が世界標準となり、逆にこれまでの日本の携帯の個別

だが、金融統合を緩めるということは、域内金融サービ

技術が活きてくる可能性がある。
また、
日本の技術を体した

スの均一化を緩め効率的な市場形成を後戻りさせるとい

非接触ICカードは、日本のような大量の乗客を瞬時かつ正

うことでもある。また危機の根因を政治・財政統合の不徹

確に捌く鉄道サービスも担う電子マネーにふさわしい技術

底に求める向きも多い。しかし、より重要な論点が見逃され

であろうし、お財布携帯などの技術も現金嗜好の強いアジ

ているのではなかろうか。

アに向いた技術である。
こうした日本の技術をアジアのニー
ズに結び付け「ガラパゴス化」を逆手に取れば、日本の金

欧州が目指したものは何か。
マーストリヒト条約締結（1992

融関連産業にとって大きなビジネスチャンスになる。

年）
に立ち戻れば、
それは、
独立した金融政策、
財政均衡、
競
争政策の組み合わせであり、
「中央銀行の独立性・小さな政

アジアの金融統合が、
市場整備にこうした要素も加えて

府・競争的な市場」
の三位一体こそが本来の理想であったの

進んでいけば、
アジアの金融サービスは改善される。
それは

ではないだろうか。
中央銀行の立場からみれば、
たとえ金融

日本の金融業界や関連産業にもビジネスチャンスでもある。

政策の独立性が付与されたとしても、
財政の規模が大きけれ

■ アジア共通通貨に向けて

ば金融政策には圧力がかかるし、
市場が競争的でなければ
潜在成長力は低下し、
金融政策の伝搬効果も薄れてしまう。

今回のユーロ危機でアジア共通通貨構想はますます遠

財政を統合しても、政府の肥大化が是正されなければ

のいた感がある。
アジア共通通貨については、
これまでも否

意味はない。今回の欧州の経験は、アジアの経済統合の道

定的な見解は多い。
しかしアジアでは、
中世に中国銭が通貨

筋を描くうえでも貴重な教訓となっている。

として域内に流通していたという実績がある。日本でも永

■ ビジネスチャンスとしてのアジア金融統合

楽通宝が名高い。
またそれはアジアが興隆していた時代で
もあった。
アジア経済が再び興隆を迎えるとき、
金融面での
統合は時代が要請する大きな課題でもある。

アジアの金融協力で進めるべき市場整備の問題に戻ろ
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う。すでにアジアには、貿易・生産のサプライチェーンが確

■ 欧州の市場統合に学ぶ
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流動性の乏しい証券化商品の
リスク量計測に関する考察
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

シニアマネジャー

中山

貴司

本邦投資家の証券化商品の整理には一区切りついた感もあるが、逆の見方をすれば、今日に至っても消極的に保有
している証券化商品の処理は、非常に難易度の高い作業と考えられる。本稿ではこのような「抜けるに抜けられない」
証券化商品の特徴を整理したうえで、こうした証券化商品のリスク量計測について考察を行う。

■ 証券化商品の流動性

ンスの必要性が増してくる。一口にデューデリジェンスと
いっても、行う側からすれば大変な労力を要する。こうし

「抜けるに抜けられない」証券化のポジションとは、すな

た統計的なアプローチが適切でない証券化商品を積極

わち流動性が極めて乏しい証券化ポジションと考えられ

的に検討しようという投資家は、現状ではごく少数と考え

る。もちろん、時価（流動性の無い資産に関しては難しい

られる。

概念ではあるが）が下がりすぎていて「抜けられない」とい

次に、裏付け資産の質と投資家の需要の関係を検証し

うポジションもあろうが、証券化商品の主要投資家であっ

てみよう。いくら裏付け資産の数が多くても、そもそも劣化

た銀行の最近の収益環境やバーゼルⅢ導入が視野に入っ

している資産や高い相関で劣化が進む資産からなる証券

ていることに鑑みると、こうした「売りたくない」といった理

化商品の信用リスクは大きい。例えば、あるオリジネーター

由よりも「買い手がいない」ことが流動性枯渇の原因と考

が組成した中小不動産ブローカー向け融資では、リーマン

えられる。

ショック後に極めて高い相関で債務不履行が発生した。ま

したがって、証券化商品の流動性を考える上では、投資

た、いわゆるグレーゾーン金利を含む消費者ローンでは、社

家が購入を検討できる商品かどうかが重要な要素となる。

会 的な風 潮とも相まって過払い返 還 請求が頻 発し、パ

それでは、本邦投資家が買える証券化商品とはどのような

フォーマンスが一斉に悪化した。
原則的には、このようなリスクの高い原資産であっても、

特徴を持っているのだろうか？この問いに対する答えを考
える際に、裏付け資産の数と裏付け資産の質という2つの

信用補完が十分に確保されていれば証券化商品レベルで

評価軸が役に立つ。

は信用リスクが低下することになる。しかし、こうした原資

■ 裏付け資産の数と質

産自体のリスクが大きい場合、そのリスクは投資家や格付
機関といった専門家の予想を遥かに越えて悪い方向に顕

証券化商品のリスク評価は、基本的には統計的な考え

在化する可能性を秘めている。したがって、このような証券

方に基づいている。
例えば、
RMBSであれば、
裏付け資産と

化商品に対する投資家の需要は小さく、そもそも検討する

なっている住宅ローンのうち、どの程度がデフォルトし、そ

ことさえできない投資家も多い模様である。

こからどの程度の損失が発生し、その損失を吸収するのに

このように裏付け資産の数と質という評価軸で証券化

十分な信用補完がなされているかといった要素が大事であ

商品の市場流動性評価を行ったのが図表1である。横軸を

り、
どの債務者がいかなる理由で債務不履行を起こすのか

裏付け資産の数、縦軸を裏付け資産の質とすると、右上ほ

といった個々の債務者レベルで信用状態を把握する必要

ど投資家の需要が相対的に高く、セカンダリー市場である

は無い。

程度の流動性を見込むことができる。一方、左下に位置す

こうした統計的な考え方は、最終的な裏付け資産の数

るほど購入を検討できない投資家が増え、ある程度の損失

が多ければ多いほど、その妥当性も高まる。逆に、裏付け

覚悟で売却を望んだとしてもなかなか買い手がつかない

資産が少数である場合や信用補完が小さい場合には、1

「抜けるに抜けられない」ポジションとなりやすい商品カテ
ゴリーになると考えられる。

つの資産の影響が大きくなり、個別資産のデューデリジェ

8

産であり、裏付け資産の損失の有無は担保不動産の価値

ቛࡠࡦ
RMBS

裏付け資産の質

ࠬ
ABS

に依存する。不動産からのキャッシュフローやその市場価

ࠝ࠻
ABS

����い

値は、個別性は強いもののGDP等のマクロ経済指標と強

ࠞ࠼
ABS

い関連性を持つ。こうした関係性を利用し、証券化商品の

ᛩ⾗↪
ࡑࡦ࡚ࠪࡦ
RMBS

低い
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高い

信託受益権を担保とするノンリコース・ローンが裏付け資

CMBS
CDO

裏付け資産とマクロ経済動向を結びつけることができれ
ば、全社的なストレスシナリオを想定した場合の証券化商
品の損失（UL）
を算出することができる。

ᶖ⾌⠪
ࡠࡦ
ABS

また、ストレスシナリオを検討する際に基となるベースラ
インシナリオを想定したシナリオ分析を行うことによって、
平常時に証券化商品に発生する損失（EL）を算出すること

多い

少ない

もできる。もっとも、
「抜けるに抜けられない」証券化商品に

裏付け資産の数

関しては、裏付け資産の分散度が不十分であったり、裏付

図表1：証券化商品の流動性に基づく分類（イメージ）

け資産の質が劣っていることから、証券化商品ごとの個別
性も強い。
マクロ経済指標と証券化商品の裏付け資産のパ

■ 流動性の乏しい証券化商品の扱い

フォーマンスを関係付ける際には、こうした裏付け資産の
個別性も十分に加味する必要があろう。

次に、こうした流動性の乏しい証券化商品のリスク管理
に目を移そう。一般に、
証券化商品のポジションを実質的に

また、証券化商品では、裏付け資産からのキャッシュフ

手仕舞うためには、①原資産からのキャッシュフローや原

ローの分配（キャッシュ・ウォーターフォール）が契約上定

資産の売却資金によって証券化商品の元利金を回収す

められているが、パフォーマンスに連動したトリガーの発生

る、②保証やCDSを活用してリスクをヘッジする、③セカン

有無等によってキャッシュ・ウォーターフォールが変更する

ダリー市場で売却する、という選択肢が考えられる。しか

ような契約も珍しくない。こうした契約条項も証券化商品

し、現状ではヘッジのカウンターパーティーを探すことは売

に対するストレステストを構築する上で確認すべき事項で

却相手を探す以上に困難であることから、流動性の乏しい

ある。

証券化商品についての現実的な選択は①ということにな

■ おわりに

る。これを前提とした場合、リスク管理の観点からは、その
ポジションの期待損失（EL）と非期待損失（UL）を把握

本稿では本邦の証券化商品の流動性リスクに関する特

することが重要になる。一般に、こうした信用リスクの計測

徴をまとめたうえで、そのリスク量計測に全社的なストレス

手法は複数存在するが、流動性の乏しい証券化商品にお

テストを活用する方法を紹介した。こうしたストレステストの

ける統計的な手法の限界やテールリスクの大きさを考慮し

信頼性が高まり、その標準化が進むようになれば、
「抜ける

て、本稿ではストレステストを活用したリスク計測手法につ

に抜けられない」証券化商品のリスク特性に対する市場全

いて考察を進めることとしたい。

体の理解度が増し、延いては公正な市場価値に対するコン

■ 証券化商品とストレステスト

センサスの形成が促される可能性がある。金融機関におけ
るこうしたリスク文化の定着が、
「抜けるに抜けられない」状
況を緩和するかもしれない。

ストレステストの中でもいくつかのアプローチが存在す
るが、本稿ではシナリオ分析に焦点を当てる。シナリオ分析

（本誌に掲載された事項は筆者の私見であり、所属する

とは、ある特定の事象（ストレスシナリオ）が発生した場合

法人の公式見解ではないことをお断りしておく。）

の影響を測る手法の総称である。最近では、独自にシナリ
オを作成し、社内横断的なストレステストを実施する金融
機関が増えてきている。こうしたストレステストの実施過程
において、リスク管理部署のみならず時には経営者の関与
も得ながらストレスシナリオは策定される。ストレスシナリ
オの内容は様々であるが、金融経済動向に関する筋書き
を準備し、それらに添った形で金融経済指標を想定する
ことでシナリオを構成する例が多く見受けられる。証券化
商品の裏付け資産は、マクロ経済動向の影響を受けやす
いものが多い。
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住宅ローンの期限前返済リスク分析の
課題と方向性
東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役

小黒

直樹

低金利状況が継続する中、住宅ローン市場の低金利競争は激しさを増している。こうした中、住宅ローンのリスク分
析において、期限前返済リスクは大手銀行を除いて多くの金融機関でまだ整備途上であると言える。
一方、金融庁も検査方針で期限前返済リスクに対する検査での監視強化を打ち出しており、期限前返済リスクへの
取組みは金融機関にとって喫緊の課題の一つになってきている。
本稿では、住宅ローンの期限前返済リスクに関し、実務的なリスク分析の課題と今後の方向性をまとめてみたい。

■ 期限前返済リスク分析と課題

スク管理、
流動性リスク管理に活用するためには、
説明変数
（共変量）
がない決められたキャッシュフローの形を提示す

住宅ローンの期限前返済分析は、
80年代の米国のモー

るPSJモデルでは当然不十分であり、
上記に挙げたような

ゲージ債の分析を端緒として、様々な分析が行われてきた。

要因を説明変数（共変量）
として何らかのモデル化が必要

この中で、期限前返済の要因として、①金利、②ローンの経

になる。
ここで大きな問題となるのが、
分析のためのデータ

過期間（残存期間）
、③債務者の信用度（格付等）
、④返済

セットとデータ加工作業である。
データセットは分析のために

比率、⑤年齢、⑥LTV、⑦季節性等が用いられることが多

必要なデータが必要な期間蓄積されている必要があり、
そ

い。期限前返済分析のためのモデルは、
PSJモデル、以下

のデータを分析手法に合わせて加工しなければならない。

の一般化線形モデル、
COX比例ハザードモデル等が用い

スク分析のためのデータセット
■ 期限前返済リ
とデータクレンジング、データマイニング

られることが多いようである。

①一般化線形モデル
ある変量（被説明変数）と多数の変量（説明変数）の間

期限前返済リスクの分析のためのデータセットとしては、

の因果関係を分析する解析手法である。期限前返済に影

外部から取得可能な市場金利のみを説明変数（共変量）

響を与える項目を説明変数、月次の期限前返済率等を被

として選んだ場合でも、①期限前返済の発生時点、②期限

説明変数として分析を実施する。この分析により、どの項目

前返済金額、③期限前返済の種類（全額繰上返済、一部

が期限前返済に与える影響が大きいか把握することがで

繰上返済、代位弁済等）
、④約定返済スケジュール等、は必

きる。

須である。これに、⑤ローン属性（固定金利、変動金利、特

月次期限前返済率＝ａ1×説明変数１＋a2×説明変数2

約の有無、借入期間等）、⑥債務者属性（年齢、返済比率、

＋a3×説明変数3＋ …

格付等）
、⑦返済事由（自行借換、他行借換等）
、⑧返済履

②COX比例ハザードモデル

歴（一部繰上返済回数等）
等が加わる。
①〜④は勘定系システムや情報系システムのどこかに蓄

医療統計の分野から生まれた解析手法である。例えば、
ある住宅ローンの集合において、住宅ローンの期限前返済

積されていると思われるが、⑤〜⑧は意図的に蓄積を行う

率を死亡率（ハザード）とみなすことで、住宅ローンの期限

必要がある。実際のところ、バーゼルⅡの信用リスク対応で

前返済分析が可能となる。なお、時間に依存するベースライ

⑤〜⑧の情報が蓄積されている金融機関も少なくないと

ンハザード関数によって経過期間による影響を表現できる

思われる。ただし、蓄積されていたとしても、グループ外の

利点がある。

保証会社を使用したローンの場合に情報の一部が欠落す

月次期限前返済率＝h0（t）
（ベースラインハザード関数）
×

ることがよく見られる。この場合、グループ外の保証会社の

exp（ａ1×共変量1＋a2×共変量2＋a3×共変量3＋…）

保証付ローンのモデル構築において制約が大きくなってし

将来の期限前返済率を動的に把握し、
収益管理、
金利リ

まう。したがって、期限前返済リスク分析のためのデータ

10

モデル適用においてデータの分析が複雑になる。
（例えば、

がある。例えば、戦略的な情報として⑦返済事由をあげる

タイデータ（同時点に期限前返済が発生する）が多数生じ

ことができる。他行借換が多く発生した住宅ローンの属性

ることになる）。したがって、分析の精度向上が期待できる

を分析することで、金利設定や商品戦略に有意な情報を

ものの、分析のためのデータ量とデータ加工作業が飛躍的

提供することが可能となり、営業戦略、収益管理を主目的

に増加することになる。

としたデータの活用が可能となる。
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後の件数が増加することになる。また、COX比例ハザード

使用目的に合わせて戦略的かつ網羅的に蓄積を行う必要

また、金額集計する場合も、年齢や格付のみならず、ロー
ンの経過期間や残存期間は借入時期や借入期間の長短

■ 期限前返済リスク分析のためのデータ加工

に応じて異なるため、組合せが無数に存在することは一目

次にCOX比例ハザードモデルを例にして、データ加工作

瞭然であろう。したがって、金額換算したモデル構築を適

業についてみてみる。
COX比例ハザードモデルは前記のと

切に行うためには、効率的なデータ加工作業のインフラと

おり生存時間解析という医療分野で主に用いられている

計算エンジンが重要である（実際、SAS等の市販の計算エ

手法である。例えば、投薬の有無等の共変量（説明変数）

ンジンは膨大なデータと複雑な計算を十分なスピードで対

が被験者の生存時間に与える影響の分析であり、住宅ロー

応可能である）
。

ンに応用した場合、
被験者を住宅ローン1件に置き換えるこ

■ 期限前返済リスク分析の今後の展望

とになる。したがって、ある住宅ローン1件が期限前返済を
行うまでの時間がインプットデータとなり、これには、金額

これまで概観したように期限前返済リスク分析のため

の概念がない。

の体系的なデータ整備は、多くの金融機関にとって喫緊

このため、件別データでCOX比例ハザードモデルを使用

の課題であることは間違いないと思われる。ただし、前記

する場合は、1件あたりの金額換算値が必要になるという

のとおり期限前返済の発生時点、金額、借入金利等の情

問題が生ずる。この場合のデータ形式は以下のようになる

報さえあれば、件別データであればモデルの構築は容易

（センサーは期限前返済の場合1、観測終了、代位弁済の場

に可能である。また、バーゼルⅡの信用リスク対応で整備

合0）。

された住宅ローンの属性データを活用することもできるで
あろう。したがって、現状のデータベースで可能な期限前

NO

観察期間
センサー 共変量１ 共変量 2
（月）

返済リスクの分析を行いつつ、営業戦略にも活用可能な

・・・

1

23

0

5

1.5

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

データ整備を行うことが現実的な対応であるように思わ
れる。その意味で、自行で今取得可能なデータでどのよう
な分析ができどのような活用が可能かを考えてみることは
重要である。

上記の件別分析は期限前返済リスクの傾向分析は行え
るものの、期限前返済金額の分析という観点からは精度と
いう点で落ちるのは否めない。このため、一定の金額を1件
とみなす金額換算を行ってCOX比例ハザードモデルを適
用する場合が多い。この場合、以下の住宅ローンの履歴を
変換する必要がある。
NO

観察期間

一部繰上
返済額

1

23

3

NO

約定返
共変量１
済額
1

5

観察期間
センサー 共変量１ 共変量 2
（月）

・・・
・・・

・・・

1

23

0

5

1.5

・・・

2

23

0

5

1.5

・・・

3

23

0

5

1.5

・・・

4

23

1

5

1.5

・・・

上記の変換は金額の単位を小さくすればするほど変換
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セットは、期限前返済リスク分析に活用可能な属性を、その
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最強の企業・業界分析サービス
「日経ValueSearch」リリース！

（株）
日本経済新聞デジタルメディア

日経ValueSearchプロジェクトチーム
（valuesearch@nikkei.co.jp）

日本経済新聞デジタルメディアは、7月末より「日経ValueSearch」のサービスを開始します。日経ValueSearchとは、企業

や属する業界の分析に必要な豊富なコンテンツに加え、実務者の要求に耐えうる新しい業種分類を切り口に、様々な分析
機能や企業・経済・金融にわたる便利なレポーティング機能を提供する企業・業界分析サービスです。金融機関の実務
者はもちろんのこと、コンサルティング会社、事業法人の経営企画・グループ戦略の部門を始め、IRや財務、マーケティング
など幅広い情報収集や分析、資料作成等の業務を強力に支援します。
能です。

「日経ValueSearch」が解決する課題

こうした各種情報を効果的に収集することは、業務効率化
のみならず、時間という経営リソースの最適配分という観点

ビッグデータ時代の現在、金融機関にとって、各データベー

からも、
従来にも増して重要になっています。

スに散在する情報の中からいかに効率的に情報を収集し、
的確に分析するか、そしてお客様に対していかに付加価値の
高い、他社に先駆けたソリューションをスピーディに提供でき
るかが大きな課題となっています。
「日経ValueSearch」は、金
融機関の実務者が日々抱えるこうした課題を解決し、日常業
務を効率化させるとともに、
付加価値を生み出す業務に集中
するリソースを提供し、多様化するお客様のニーズに対応す
るスピードを向上させます。

豊富なコンテンツから情報収集が
驚くほど簡単に！
日経ValueSearchには、日本最大の記事・企業情報検索
データベース「日経テレコン21」と総合経済データベース「日
経NEEDS」から企業・業界関連情報を凝縮、さらに新規コ
ンテンツや一部の専門家の分析手法をツールとして搭載して
います。企業分析に欠かせないEDINET情報、
IRデータをは

実務者の肌感覚に合った「業種分類」で
有意な比較分析が可能に！

じめとする開示情報はもちろん、日経独自調査による企業基
本情報や500以上の項目を収録した財務データ、
上位30位ま
での大株主情報、日経業績予想、独自調査による人事情報

日経ValueSearchで使用する業種分類は、
多様化する企業

や金融機関別借入金、コーポレートガバナンス評価など、一

の製品・サービスを現 在の産 業 構造にマッチさせた日経

般には開示されていない情報も豊富に収録されています。

NEEDS独自の業種分類となっています。
全業種を大分類15

企業を取り巻く経済環境や業界・市況動向についても幅

種類、
中分類67種類、
小分類533種類に分類することで、
より

広く網羅。約10万系列の国内経済統計、
NEEDS日本経済モ

実務者の感覚に合ったセグメント分析が可能となりました。

デルによる経済予測、主要業界団体（約70団体）や官公庁が

併せて、従来の業種分類は1企業1業種で振り分けていま

公表する業界統計、地域統計、市況情報のほか、解説記事、

したが、日経ValueSearchで採用した業種分類では、企業の

業界分析コメントなど、新聞社ならではの定性情報がふんだ

新規事業参入やコングロマリット等を正確に評価するため、1

んに収録されています。

社に複数の業種コードを付与しています。これにより企業の

さらに、日経新聞をはじめとする新聞、ニュース、雑誌の記

事業構造に即した同業他社比較が可能となり、業界内での

事検索機能が標準搭載。業界地図、シェア調査情報、格付け

ポジショニング、
強み・弱みを、
事業セグメントベースで的確に

情報、M&A情報、特許情報など専門性の高い情報も取得可

把握できるようになりました。
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備、
これによりレポート作成の加工・編集の作業負担を大幅に
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減らすことができます。作 成したデータやグラフはExcel、
PowerPoint等他のアプリケーションで利用できる上、
グラフ形

式や色なども編集可能。
ランキング、
開示資料、
関連チャートな

どをダウンロードして組み合わせれば、
説得力のあるレポートを

簡単に作成できます。
定型企業レポート（PowerPoint、
PDF）
作成機能もあらかじめ搭載。
企業・業界の説明用資料やディ
スカッションペーパーには十分なデータ量で、
実務における様々
な用途に耐えうるでしょう。

分類の見直しは通期本決算の発表後や、
M&A等によって
主力事業が大きく変化した場合に随時実施するため、事業
構造の変化等により陳腐化することはありません。これによ
り、例えば類似会社比較法による株主価値評価の正確性を
飛躍的に高め、価値評価の説明力を上げる効果が期待でき
ます。

充実した分析機能で付加価値向上
膨大なデータをハンドリングするためには、
スクリーニングが
重要であることは言うまでもありません。
日経ValueSearchで
は充実したスクリーニング機能により、
複雑な条件にあった企
業でも簡単に探すことができます。
属性情報、
財務数値でのス
クリーニングはもちろんのこと、
例えば「買収防衛策の有無」
や
「V字回復」
など、
従来は提供されなかった定性的なスクリーニ
ングや制度条件、
複数期間にまたがる条件を網羅し、
自由自

使いやすさ、分かりやすさを徹底追及

在に設定できます。
このような多岐に渡るスクリーニング機能
を使いこなすことで、
金融機関では、
リサーチ部門、
投資銀行
部門、
法人営業部門だけでなく、
資産運用部門等にとっても創

日経ValueSearchは、見やすいレイアウト、分かりやすい構

意工夫により他社差別化を図るプレゼンテーションが可能と

成、スムーズな操作性など、使いやすさを徹底的に追及して

なり、
強力な武器となるでしょう。

います。ホーム画面には、アラート情報一覧、速報ニュース、株

分析ツール画面では、DCF法による企業価値評価（簡易

価サマリ、閲覧履歴などを配置、金融実務者にとって利便性

シミュレーション）を標準搭載、将来財務諸表の作成に必要

の高いトピックを鳥瞰できる構成となっています。事前にア

な条件設定が簡単かつフレキシブルにできるよう工夫して

ラート設定しておけば、担当企業に関する重要なニュース・記

います。将来事業計画のために用いる財務ドライバーの設

事や開示資料を見逃すことはありません。

定画面では、業績予想データ、過去の平均成長率、業種平

ご利用はインターネット環境に接続可能なパソコンをご用

均成長率など多様な選択肢を用意。資本コストの設定画面

意いただくだけ。利用料は一部の外部情報ベンダー提供のコ

では、国債利回りやベータ値など、最新のマーケットデータを

ンテンツを除き基本的に定額制のため、ユーザーの皆様に

反映した数値を参考に、分析者の好みに応じて自由に設定

利用回数・時間に関係なく思う存分ご活用いただけます。

できます。

まずは無料トライアルで豊富なコンテンツと快適な操作性

業績予想について、会社発表予想値と実績の乖離を表示

を体感し、ご自身の業務における活用シーンをイメージして

できるため、企業側のIRに対する姿勢や考え方など、これま

みて下さい。

でのデータベースでは十分に表現できなかった情報をもあぶ
り出すことが可能です。
お問い合わせ
（株）日本経済新聞デジタルメディア
〒 100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7
http://www.nikkei.co.jp/digitalmedia/
E-mail：valuesearch@nikkei.co.jp Tel：03-6256-2581

便利なレポーティング機能で業務効率アップ！
さらに日経ValueSearchではレポーティング機能を標準装
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資産クラスとしての金
〜ポートフォリオにおける金の最適保有比率〜
ワールド ゴールド カウンシル
インベストメント リサーチ・アナリスト

津金

眞理子

世界の金在庫のおよそ半分は宝飾品ですが、近年は投資需要の伸びが宝飾品需要の伸びを上回っています。日本の
機関投資家も投資としての金に注目し始めています。金はポートフォリオの中で様々な役割を果します。そのひとつとし
て、他の資産とは相関が低くポートフリオの中に入れることで分散効果がアップします。しかし、実際どのくらいの割合
を金に振り向けたら良いのでしょうか。ここでは、最適化という手法を用いて、伝統的な資産と金の最適な組み合わせ
を算出しました。

■ 金の最適保有比率

フォリオは、ボラティリティ10％の線上の資産配分が最適
です。

最 適化は、各資産の将来の期待リターンとボラティリ
ティ、各資産間の相関係数を前提に、ポートフォリオ全体の
リスク水準（ボラティリティ）に応じ、リスク対比リターンが
最も優れた最適ポートフォリオを計量的に算出する方法で
す。最適化は、長期的に基本とする資産配分（政策アセット
ミックスとも言います）を求める際にも利用されています。
ここでは前提とするボラティリティと相関係数については、
取得可能な期間（1985年から）
のヒストリカル値を利用しま
した。期待リターンについては、インフレ調整後の実質ベー
スとし、国内債券0.7％、外国債券2.5％、日本株式6％、外
国7.6％とおきました。これは、
「年金情報」で示されていた
2012年度初めにおける今後3年から5年の市場参加者の予

グラフ1：金と伝統的資産の最適資産配分

測値をもとにした数字です。また、金の今後のリターンはイ

金：London PM Fix（円ベース）
、
日本株式：TOPIX配当込、
日本債券：Nomura BPI、
外国株式：MSCI Kokusai、
外国債券：Citi WGBI ex Japan

ンフレ率並み、すなわち実質0％という金にとっては保守的

（注1）シミュレーションに用いたボラティリティ：金：16.5％、日本株式：19.5％、
日本債券：3.3％、
外国株式：19.2％、
外国債券：10.7％

な前提としました。
最適化の結果求められた資産構成比がグラフ1です。横

■ リサンプリング効率的フロンティアTM

軸はポートフォリオ全体のボラティリティとリターン、縦軸が
各資産の構成比を積み上げグラフで示しています。すなわ

本分析では、最適化を行うにあたり、リサンプリング効率

ち、これらすべてが最適ポートフォリオですが、ポートフォリ

的フロンティアTM（MM最適化）を用いました。これは、ミ

オ全体のボラティリティ、あるいは目指すリターンによって

ショーの開発した方法で、
New Frontier Advisors社によっ

最適な資産構成比は異なっています。

て提供されています。
一般的には、
平均分散に基づくマルコ

投資家は、ポートフォリオ全体として望むリターン、ある

ビッツ最適化が広く使われています。しかし古典的なマルコ

いは許容できるボラティリティの大きさによって、どこを選

ビッツ最適化法は、前提となるリターンやボラティリティの

ぶかを選択します。もしある投資家のリスク許容度が5％と

入力データの値が少し異なっただけで結果が大きく変わっ

しますと、グラフ1のボラティリティ 5％の線上に示された

てしまう事があります。

資産構成がこの投資家にとっての最適な資産配分です。

リサンプリング効率的フロンティアTMは、この欠点を克服

同様にリスク許容度10％の投資家にとっての最適ポート

した方法で、入力データのあいまいさをあらかじめ考慮し

14

ます。グラフ1で示したのは、最適解の中心値を使って表し
たものです。そこで、金の資産配分の統計的に有意な範囲
をグラフ2に示しました。中心値（MM最適化比率）と有意
な範囲の上限と下限をプロットしたものです。
これを見ると、金の比率の下限は大半のボラティリティレ
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しては、最適解の中心値と統計的に有意な範囲が示され

グラフ3：保守的な投資家、
積極的投資家の最適ポートフォリオ

ベルで2％をやや下回る程度で推移していることが分かり

■ さらなるリスク管理と金の役割

ます。すなわち、入力データの不確かさを勘案し最適比率
が下振れしたとしても、最適ポートフォリオの中には金が少
なくとも2％弱は組み入れられる事が分かりました。

ここでは、想定した期待リターン、ボラティリティ、各資産
間の相関係数が実現したとすれば、最も効率的で魅力的

構成比
18%

な資産の組み合わせを求めました。しかし、実際のリスク管

16%

理の観点からは、さらにシナリオアプローチやストレステス

14%

トを施し、求めた最適ポートフォリオが、様々なリスクにどれ

12%

だけ耐えうるかを把握しておく必要があります。

10%
8%

たとえば、インフレに対する強度やテール・イベントに対

6%

する下値抵抗度、あるいは為替リスクや信用リスクの分散

4%

度合いもチェック項目です。また、日本国債の利回りが上昇

2%

するというリスクも想定すべきシナリオに入るでしょう。

0%
2.8%

3.0%

3.5%

4.5%

金比率の上限

5.6%

6.9%

ボラティリティ
金比率の下限

8.2%

9.5%

11.0%

保守的な投資家は日本国債を55％保有すれば良いとい

12.5%

う結果でした。半分以上を国債が占める結果となったの

金のMM最適化比率

は、日本国債のボラティリティが年率3.3％という小さな値

グラフ2：金の最適比率と統計的に有意な範囲

■

を前提に計算したからです。たとえば修正デュレーション7
年（現在のインデックス全体のデュレーションは7.0を超え

 守的な投資家および積極的投資家
保
にとっての最適ポートフォリオ

る 値 で す。）の 債 券 に おき直してみると、金 利 が47BP
（0.47％）上昇すると価格が3.3％下落します。すなわちボラ

グラフ1では、ポートフォリオ全体のボラティリティ 5％と

ティリティ 3.3％とは、簡略化していうと約68％の確率で1

10％を取り上げました。ボラティリティ 5％程度を望むとい

年間の利回り変化幅は47BPの範囲内で収まることを意味

うのは、公表されている年金の平均的な資産配分から推

しています。
金利上昇リスクを考えれば、日本国債を多く保有するこ

定すると非常に保守的な投資家の範疇に入ると思います。
また10％というのは、ややアグレッシブな投資家です。それ

とは必ずしも保守的とは言えないかもしれません。安全資

ぞれのポートフォリオの資産配分を表したものがグラフ3

産とみなさている国債よりも、信用リスクのない金の方が、

です。

資産保全性があり、保守的な投資家にとってさらに多く保

保守的な投資家は、およそ60％をキャッシュと国内債券

有すべきかもしれません。また、インフレリスクを考慮すれ

に投資をし、日本 株 式、外国株 式、外国債券をそれぞれ

ばインフレ時のヘッジにそなえて金を保有しておくことも考

10％前後、金の比率は5％とします。これによって、リスク

えられます。
また、
新興国の中央銀行は通貨分散として金を

5％、期待リターン2.3％の最適ポートフォリオとなります。

リザーブとして購入する動きが加速しています。金は、為替
リスクの分散を考える際にも有効です。

また、積極的な投資家にとっての最適ポートフォリオに

最適化に続き、
様々なリスク・シナリオに対する分析を行

は、キャッシュと国 内 債 券 に合 わ せて20％、日本 株 式
26％、海外株 式28％、海外債券16％、金を9％含みます。

う事で、金の最適な構成割合はもっと上がる可能性は十分

このポートフォリオのリスクは10％、期待リターンは4.2％

に考えられます。資産クラスとして金の役割は、まだまだ広

です。

がっていくことと思われます。

これらは金の将来リターンを実質0％と言う前提での結
果です。すなわち、金のリターンの魅力度からではなく、金

「ポートフォリオのリスク・マネジメントと金」についてはMarket
Solutions Review24号をご参照ください。また、本文の詳細について
は、ワールド ゴールド カウンシルのレポート「金の最適保有比率」を
ご参照ください。ワールド ゴールド カウンシルの発行するすべてのレ
ポートは、www.gold.orgよりダウンロードできます。

を組み入れることで分散効果が発揮されポートフォリオ全
体のリスクが低減されるため、最適化によって金が選択さ
れたということを強調しておきます。
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て、繰り返し計算により最適な解を求めて行きます。結果と
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証券化市場の再活性化を願う
新生証券株式会社

調査部長

チーフストラテジスト 江川 由紀雄
yukio.egawa@shinsei-sec.co.jp

日本証券業協会・全国銀行協会の証券化市場の動向調査によると、2011年度の国内証券化商品の発行額は3兆
4,063億円となり、5年ぶりに前年度を上回った。増加の主な要因は、住宅金融支援機構MBS（10年度約1.7兆円に対し、
11年度の発行実績2.4兆円へと増加）にあるものの、機構RMBSを除いたベースでも、前年度比プラスに転じた。ただ、
増加したといっても、10年度の8,299億円から11年度の1兆355億円へと約2千億円の増加に過ぎない。

民間ベースの証券化商品の組成が年間わずか1兆円とい

下してしまう）扱いとなることは、これらの金融機関による

う規模は、日本の証券化が緒に就いた1997年頃の市場規

証券化取引に対する禁止的な効果をもたらしている。金

模に対比できる。

融審議会が5月にとりまとめた報告書「我が国金融業の

国内の証券化取引はそのほとんどが企業の資金調達目

中長期的な在り方について」では、地域金融機関の集中リ

的で行なわれる。証券化を多用していた業態の資金需要

スク軽減手法として貸付債権の証券化（CLO）の活用を

は低迷しているうえ、貸出競争や緩和的な金融環境を背

提唱している。証券化を優遇する必要まではないだろう

景に、
証券化は銀行ローンなど他の資金調達手法との価格

が、こうした提言を実現させるためにも、地域金融機関に

（資金調達コスト）面での競争力を失った。一部の企業や

よる証券化取引を阻害している既存の規制を見直す必要

金融機関経営者の間に、
証券化に対するなんとなく悪いイ

はあろう。

メージが定着し、証券化を忌避しようとする風潮が生じて

企業や地方公共団体などの全ての資金ニーズに銀行に

しまったことも、証券化取引低迷の原因として指摘できよ

よる貸出だけで対応することは、容易ではないばかりか適

う。事実無根の悪い噂は、時間が経てば人々の記憶から消

切ではない。伝統的な間接金融（銀行による貸出）ばかり

し去られるように、悪いイメージについては、時間が解決し

に重きを置くのではなく、間接金融と資本市場（直接金融）

てくれる。証券化実務に携わり、証券化の現実を直視して

をうまく共存させ、
金融仲介取引の多様性をバランスよく保

きた人々の間には、もとよりこうした偏見や悪いイメージは

つような制度設計の立案と実施が重要である。

存在しない。
証券化市場の復活だけではなく、カバードボンド市場の
日本の証券化市場をふたたび活性化するには何が必要

創設についても考えてみたい。
カナダ、
オーストラリア、
ニュー

になるだろうか。数年前から欧米を中心に進められた規制

ジーランド、シンガポールなどの欧州以外の地域で続々と

強化の多くは、大規模なシャドーバンキングや一部の欧米

制度化が進み欧州外の発行体による発行実績も積みあが

大手金融機関の調達構造に対する反省を踏まえたものと

りつつあるカバードボンドを日本でも実現させることはでき

なっている。一方で、日本の金融システムの構造は間接金

ないだろうか。

融中心であり、市場機能を利用した金融仲介取引は限定

日本証券業協会は、
2009年に社債市場の活性化を図る

的な規模で行なわれているに過ぎない。国内における金融

ため、社債市場の活性化に関する懇談会を設置し、いくつ

取引を律する制度の設計にあたっては、欧米の模倣からの

かの提言を行い、一部に実施してきている。活性化が必要

脱却と的確な現状把握が求められる。

なのは社債市場だけではないだろう。民間ベースの証券化

バーゼルⅡ導入以降の銀行に対する自己資本比率規

取引が年間わずか1兆円規模の現状からは飛躍し、
「 分相

制上、標準的手法を採用する大多数の地域金融機関に

応」の規模にまで拡大したときに、初めて、日本国内におけ

とって、自ら保有する貸出金などの資産を証券化すれば、

る金融仲介取引が間接金融のみに集中することなく、複線

所用自己資本が大幅に増えてしまう（自己資本比率が低

化・多様化していると胸を張ることができる。
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～ドッド・フランク法実施は更なる混迷に～

Solution Service, Inc.（http://www.ss-ny.com）
President & CEO

鈴木

奏

JPモルガン・チェースがヘッジ戦略の失敗により20億ドルに上る損失を計上したことにより、7月に予定されている
金融規制改革法（ドッド・フランク法）の細則決定と法律の施行が延期される恐れが強まった。その場合、G20ピッツ
バーグ・サミット合意に基づく店頭デリバティブ市場規制の導入も、米国においては2012年末までの期日を守れなくな
る可能性が高いと見られている。

■ JPモルガン・チェースの20億ドル損失

と聞く以外に区別する方法はない、
との極論
（冗談）
もある。
）
今回のJPモルガンの損失に関する同行や金融業界の説明
は「取引は純粋なヘッジ目的であったが、
戦略ミスから損失が発

5月10日、
JPモルガン・チェースは、
ヘッジ戦略の失敗により
20億ドルの評価損が発生したことを発表した。
JPモルガンで

生した」
というものだが、
議員などからは「該当取引は利益を狙っ

は欧州危機が収束するとの見通しをもとに、
本年初、
同行の

たものであり、
違法行為の可能性もある」
との意見がでる一方、
「規制当局が本来なすべき監視業務を怠ったので巨額損失が

持つポジションに対してクレジット・デリバティブを売ってヘッ

発生した」
との疑念から、
規制当局に対する公聴会も開かれた。

ジを行なっていたが、
現実には4月から欧州の金融不安が再

JPモルガンは、大手銀行の中でも特に厳格なリスク管理

燃し、
市場は見通しと逆の展開になってしまった。
同行のヘッ

を行なっている金融機関とみられていて、同行のボルカー・

ジ戦略の欠陥やリスク管理手法の不備が指摘されている。

ルール対する考え方は業界の意見集約に大きな影響力を

ただ、
JPモルガン全体で見れば、
20億ドルの損失は自行
で吸収できる範囲であり、アナリストはこれを織り込んだ

持っていたが、それも地に堕ちてしまった。

同行の第2四半期業績を40億ドルの黒字と予想している

■ 今後の見通しは不透明に

（同行の損失が20億ドルを上回るとの見方もあるが、ここ
ではその論議には触れない）
。

今回に事件は、細則を「緩め」に制定させるべくロビー活
動を推進していた金融業界全体にも大きな痛手となった。

■ ドッド・フランク法の細則検討

加えて「ヘッジ取引の定義を明文化することはそもそも無

米国では、現在、2010年7月に成立した金融規制改革法

理だ」としてドッド・フランク法の抜本的な見直しを求める

（通称：ドッド・フランク法）の細則検討が進んでおり、現

論議やJPモルガンのような巨大金融機関は「Too Big to

在のスケジュールでは、
2012年7月に細則が決定され法律

Manage（管理するには大きすぎる）
」として、金融機関の規

が施行される予定だ。ただ、同法の実施スケジュールは、こ

模に関する規制に言及する意見も出ている。
更に、
今年は米国大統領選挙の年であり、
上院下院の改選

れまで2回延期された経緯があり、
7月の施行も危ぶまれて

も同時に行われる。
ドッド・フランク法の7月実施が再度延期さ

いた中、JPモルガンの巨大損失が公表された。

れた場合、
新たな実施期限は11月の選挙をまたぐ可能性が高

ドッド・フランク法の中心を占めるボルカー・ルールでは、
金融機関が利益を狙って自己勘定取引を行うことを禁止し

い。
その場合、
選挙結果が細則の検討に影響を与えることも避

ているが、
ヘッジ目的の取引は例外的に認めている。
ただ、
現

けられないだろう。
また、
同法と密接に関連する店頭デリバティ

実問題として「利益目的の取引」
と「ヘッジ取引」
を区別する

ブ市場規制（2009年9月のG20ピッツバーグ・サミットで、
2012

のは非常に難しい。
ボルカー・ルールの検討が長引き、
細則

年末までの実施が表明されている）
も、
米国におけるスケジュー

案が膨大な分量となってしまったのも「ヘッジ取引」
を厳密

ル通りの実施は一層厳しくなったとの認識が広まっている。

に規定しようとした結果であった。
（
「利益目的」
か「ヘッジ」
か

このように、JPモルガンの巨大損失の公表が、ボルカー・

の区別は、
トレーダーの“意思”
によるところも大きく、
トレー

ルールの細則検討やその実施時期に大きな影響を与えて

ダーの隣に管理者を座らせ、
取引の都度「今のはどちらだ？」

いる。今後の動向に目が離せない。
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大河ドラマ「平清盛」と
運用会社・リスク管理
ニッセイ基礎研究所

年金総合リサーチセンター

年金研究部長

徳島

勝幸

運用会社にとっても、投資家にとっても、対外的な見せ方は重要であると同時に、リスク管理の視点は必要不可欠で
ある。今年のNHK大河ドラマ「平清盛」の記録的な低視聴率からは、様々なことを考えさせられる。決して他人事では
ないのである。

■ 「平清盛」は嫌われ者
「遊びをせんとや生れけむ

■ 視聴率が伸びない幾つかの要因

戯れせんとや生れけむ」
（後

キャストの面では、
近年の大河ドラマは若者受けを狙って

白河法皇編「梁塵秘抄」より）と、意味深な今様がオープニ

演技力のない役者を用いていると言われるが、
大河ドラマ

ングで歌われる今年のNHK大河ドラマ「平清盛」の視聴

の歴 史を遡ると、郷ひろみが「新・平 家物 語」で俳 優デ

率は、歴代でも珍しいほどの低水準であることが放映当初

ビューをしたのは古く40年前の出来事である。
今回の主演

から話題になっている。
中でも、
兵庫県知事からは「画面が

である松山ケンイチは、
高い演技力と知名度を持つ期待の

汚い。薄汚れている。
」と言った批判が出ており、様々な議

若手俳優であり、
学芸会芝居しかできないタレント俳優たち

論を巻き起こしている。
NHKは人気タレントなどを投入する

とは一線を画する。
もし不満があるなら、
映画版
「デスノート」

キャスト面での梃入れ策に加え、劇中への解説挿入や関連

3作品を見ると良い。
松山の演じたL（エル）
というキャラク

する特別番組を逐次投入する等躍起になって視聴率引上

ターは、
コミックの原作イメージを損なうものでないどころ

げに取組んでいるが、
必ずしも効を奏していない。

か、
まるでそこから抜け出してきたかのようであり、
平清盛や

今回の大河ドラマが高い視聴率を挙げられていない背

彼がこれまでに演じてきた役とは大きく異なる。
彼の演技力

景には、幾つかの要因があるように思える。まず、主人公で

が活かされていないとすれば、
脚本と演出に責任があるの

ある平清盛が持つ悪いイメージを挙げることができるだろ

ではないか。

う。摂関政治を担ってきた藤原氏と院政によって政治の実

兵庫県知事も指摘した画面の汚さ・暗さであるが、平安

権を奪還しようとした天皇家の両者を封じ込め、武士が実

時代末期の都が源氏物語で描かれているような雅で華麗

権を握ろうとしたこと。京都から福原への遷都を強行した

なものであると考えるのは誤りで、今昔物語等に出て来る

こと。対立する親族をも殺戮して実権を握ったこと。圧倒

ように盗賊が横行し、治安が決して良いものではない。現

的な権力を獲得し一門による専横が眼に余ったこと。最終

代のように舗装がされていないため、小さな路地だけでな

的には、源氏による反乱を耳にしつつ高熱に冒されて亡く

く都の大路も砂埃が舞い、庶民の住まいはみすぼらしかっ

なったことなど、悪いイメージの材料は枚挙に暇がない。

たはずである。先年の「龍馬伝」でも岩崎弥太郎の生家な

日本の時代物における典型的なヒーロー像は、
源義経や

どが汚く描写され物議を醸したが、それよりも遥か700年

忠臣蔵、新撰組といったように、悲劇性を持つケースが多

前が今回の舞台である。時代考証が忠実に行われれば行

い。客観的に考えれば、非合理的な判断や時代遅れの行

われるほど、現代人の持つ先入観的なイメージからかけ離

動を行った主人公が多い。織田信長は本能寺での横死が

れた事実が目に付く。特に、平安貴族の入浴やトイレの事

なければ、ここまでの高い評価が得られなかっただろう。

情を考えてみると良いのではないか。

西郷隆盛も維新回天の功労者でありながら、西南戦争で

■ 韓流時代劇との比較

反逆者として亡くなっている。清盛にはそこまでの悲劇性
がない。平氏一門は息子たちの代に壇ノ浦で滅びてしまう

そういった意味で、韓流時代劇ドラマは歴史的な記録が

のだが、
出自からか豊臣秀吉とは異なる扱いなのである。

十分に残っていないため、特に、新羅・百済・高句麗の三
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の注目点、懸念する箇所について的確な説明を行い、理解

や日本の記紀を参考とせざるを得ないのは、韓国のもっと

を得るべきなのである。
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を鸚鵡返しで繰返すのでは、まったく意味がない。投資家

て描写されている。古代を扱う韓流時代劇が、中国の史書

単に利回りの高さや時価下落の小ささを誇るだけでは、

も古い史書である「三国史記」が高麗時代に編纂されたも
のであるが、史実とは懸け離れていると考えられているた

AIJ投資顧問事件と同様なことになってしまうだろう。高い

めである。

パフォーマンスの背景にある哲学・過程・判断といった要

歴史は常に勝者のものであり、また、現代の思想と無縁

素が必要であり、投資家の共感を惹起することが求められ

のものではない。近年の韓 流時代劇の複数が高句麗や

ているのである。営業担当者のみではなく、運用担当者に

渤海を扱っているのは、朝鮮民族が広く中国北東部をも

よる説明が求められているのは、まさに投資家の求めるも

支配していたという政治的主張を含んでいる。確かに朝

のが単なる結果報告だけではないからである。

鮮民族は今でも中国北東部に居住しているが、中国政府

一方、運用担当者や商品設計者が陥り易いのは、投資家

は高句麗や渤海を中国の地方政権と理解しており、政治

が興味を持っていない詳細な理論やモデルの説明に時間

的対立の原因となっている。幾つかの韓流時代劇は中国

をかけ、投資家の興味を失することである。投資をブラック

でも放映されているが、高句麗や渤海を扱った作品は放

ボックス化させないためには、ある程度の咀嚼した解説が

映禁止となっているのが実態である。それだけ歴史物に

必要であり、投資家の知識・経験に即した適度なレベルで

は、軽視できない要素が含まれていることを忘れてはなら

の説明が求められる。
投資家と運用会社の橋渡しを行うのが営業担当者であ

ない。

り、投資家のニーズを的確に運用者に伝達できない担当者

■ 視聴率と観光への影響

では、どんなに優秀な運用成果が得られたとしても、投資
家の共感を得ることはできない。
AIJ事件で特徴的だった

結局のところ、
「平清盛」の視聴率が低迷しているのは、
画面の問題に加えて、
登場人物の複雑な関係がわかり難い

のは、独りよがりの投資理論を解説して投資家を煙に巻

ことであろう。しかも、源平合戦は、現代からは遠く離れた

き、
結果さえ良ければ投資過程の理解を省こうとする運用・

年代を取扱う（更に古い年代は平将門等を扱った『風と雲

営業担当者だったのである。

と虹と』と奥州藤原氏を扱った『炎立つ』のみ）ため、道徳

■ 運用委託者のリスク管理

観等の懸隔も少なくない。例えば、平治の乱によって源義
朝を倒した平清盛は、常盤御前を取上げ愛妾として子供を

AIJ事件の経緯を受けて、年金や運用会社に対する規

生ませたとされる（
「平治物語」等の記述による）が、これを

制強化や外部視点の導入等必要な措置が導入される方向

現代的な男女関係や倫理観で評することは誤りであろう。

にある。しかし、どんなに警察や金融機関が注力しても振

中世ヨーロッパなどにあったとされる領主初夜権なども、

込詐欺事件が根絶できないのと同様に、潜在的な被害者

現代の感覚からは理解できない。

である投資家が自らを律し自衛することを学ぶことが必要

ドラマの低視聴率が話題になるのは、ドラマに関連す

であろう。投資先の内容を的確に把握し、委託者に不必要

る観光地への集客効果が懸念されるからであって、兵庫

な損害を及ぼさないことは、運用を受託している者の責務

県知事の批判も裏返せば、福原の都が置かれ一の谷の合

である。

戦の舞台となった神戸に観光客を集めたいという主張に

日本の社会の多くは、ある程度の性善説を元に動いてお

他ならない。敢えて話題にしなければ、平清盛と神戸が結

り、そのことで社会生活が円滑になっている。しかし、日常

びつかない視聴者も多いためである。その点、元から清盛

の流れに対してチェックを加え、
性善説的なシステムの不足

と結びついて知られた日本三景「安芸の宮島」を擁する広

を補うのが、リスク管理の果たすべき役割なのである。

島県知事が、ドラマの描写に必ずしも否定的でないのは、

世の中に完璧な人間はいないし、同様に、完璧なシステ

大河ドラマによる集客効果を付加的にしか考えていない

ムも存在しない。常に、リスク管理的な観点からのチェック

ためだろう。

を行うことで、万全を期すことが求められているのではな

■ 運用会社のプレゼンテーション

いか。投資においては、的確な現状認識とリスクの把握が
必要であり、理解できないリスクを取ることは、避けなけれ

大河ドラマ「平清盛」の視聴率が低いことを、まず、運用

ばならない。理解できない投資で結果的に高い利回りを得

会社のプレゼンテーションに結び付けて考えてみたい。投

られても再現性は乏しく、次には損失を被る可能性が高

資の自己責任原則を貫徹するためには、金融商品の販売

い。適切な投資に必要な手続きや管理を改めて認識してお

者並びに運用者による投資前及び投資期間中の説明・報

くべきである。

告が不可欠である。必要なのは投資家から十分な理解を
得ることで、表面的に報告資料をなぞったり、準備した説明
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紐育通信
崖っぷちのOPECは
結束力を高めることができるか

よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク
（http://yosoukai.com/）
代表

松本 英毅

6月17日の夕方遅く、ちょうどこの原稿を書いている時に、ギリシャの再選挙で緊縮財政を進めてきた新民主主
義党（ND）が勝利、それまで連立与党を組んでいた第3党の全ギリシャ社会主義運動（PASOK）とあわせて過半
数を確保したとのニュースが飛び込んできた。ギリシャ国民にとってみれば、緊縮財政を強いられるのは耐え難い
が、ユーロを一気に離脱してしまうのはもっと困るということなのだろうか。まだスペインでは金融不安がくすぶっ
ており、これで全てが解決にむかうという訳では決してないが、同国のユーロ圏離脱をきっかけとした崩壊の危機
に面していた欧州は、ひとまず崖っぷちで踏みとどまることが出来たようだ。
崩壊の危機をかろうじて切り抜けたといえば、
6月14日に

増やして供給過剰状態を作り出し、価格を引き下げたのだか

ウィーンで定例総会を開いた石油輸出国機構（OPEC）もそ

ら、その落とし前は自分でしっかりとつけろということなのだ

うだろう。WTI原油市場は5月6日に行われた一回目のギリ

ろう。ただサウジは総会後に早々と、顧客からの要望がある

シャ総選挙より一足早く下落基調が強まり、それまで100ド

限り生産は続けるとの意向を示しており、やはり積極的に減

ルを上回る水準にあったのから総会直前には80ドル割れを

産を進めるつもりはなさそうだ。

意識するところまで急落。総会を前にベネズエラやイラン、ア
フリカ諸国などの強硬派からはしっかりとした減産を求める

OPECは1990年代後半、加盟国が生産枠を無視した増産

声が上がる一方、サウジなどの湾岸諸国は今の生産量を当面

を繰り返し世界市場に過剰な供給をもたらした前科がある。

維持することを主張。

その時は1998年12月にWTI先物が1バレル10ドル割れ寸前

市場では昨年6月の総会に続いて話し合いがまとまらず、

まで値を崩したことでさすがに危機感を覚えたのか、その後

物別れに終わるのではとの懸念も浮上していた。結局生産

ロシアやメキシコ、ノルウェーといった非OPECの主要産油

方針については現状維持とする一方、加盟国はそれぞれが

国を巻き込む形で大幅な協調減産を実施、相場を押し上げ

生産量を昨年11月の水準まで戻すことに努力するとの内容

ることに成功している。その後は当時の反省もあって1バレル

で合意。共同声明が発表されないという最悪の事態だけは

22 ～ 28ドルの目標価格帯を設定、価格がレンジを外れれば

避けられた格好となったが、その内容はお粗末と言わざるを

自動的に減産、あるいは増産を行う仕組みを作り出し、しば

得ないものとなってしまった。

らくは市場の安定に寄与した経緯がある。ただ、最近の動向
を見る限り、彼らの本質は90年代後半とほとんど変わってい

OPECによると、
5月末時点での加盟国の生産量は日量

ないようだ。

3,158万バレル。
昨年11月が3,059万だったから、
そこまで戻す

アフリカの産油国が大幅に生産量を増やしてきたことで、

のならば日量100万バレル程度の減産となるところだが、
話は

加盟国間の生産割当てをどう決めるのかという新たな問題

そう単純ではない。加盟国の中でその間に一番大きく生産を

が浮上してきたこともあり、話が余計にまとまらなくなってい

増やしたのはリビアで、その次がイラクだが、この2国に関し

る感じさえする。
2000年代に入ってからの価格上昇局面で

ては目標達成を免除されているのだ。

は、中国をはじめとした新興国を中心に需要が大幅に増加。

リビアは先の内戦で生産が停止状態となったのからの回

OPECがいくら増産しても追いつかなかったということもあ

復途中にあるし、イラクもまだ湾岸戦争以前の生産水準を大

り、加盟国間の足並みの乱れもあまり目立つことはなかった

きく下回っているということで、
（免除は）仕方がないのかも

が、最近はOPECが減産の必要性が生じるたびに穏健派と

しれないが、この2国の増産分の計116万バレルは、生産は減

強硬派が対立、
結束力の弱さばかりが前面に押し出されてい

らないことになる。
他に生産を増やしたのはサウジにクウェー

る。彼らが一致団結し、真剣に減産に取り組むようになるた

ト、
UAEといった湾岸の産油国。これ以外の加盟国にしてみ

めには、更なる価格下落によってお尻に火がつく必要がある

れば、核開発に絡んだイランに対する欧米の制裁に伴う供

のかもしれない。

給不安を払拭するという名目で、サウジなどが勝手に生産を
20
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リスクを測れるから人類なのだ
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リスク、不確実性、
そして想定外

終 章

大事なものを守る

修一

ぼるように読める対象となった。それから、
「偶然」というキー

日本銀行の金融機構局で考査という仕事に携わるまで、
リ

ワードが入ったものにもかなり目を通した。

スクというものを真面目に考えたことがなかった。しかし、
「な
ぜそのことに気がつかなかったのか」
「なぜ同じような失敗を

そのうちamazon.co.jpの嗜好把握の精度があがり、
新刊の

するのか」といったことについて、金融機関と話したり同僚や

推薦図書がぴたりはまるようになった。執筆後であるが、
「専

部下から聞いたりしているうちに、実は、身の周りを含めて世

門家の予測はサルにも劣る」
という訳本が出てその案内メー

の中はリスクから構成されているというリスク原子説を信奉

ルが来た。もちろん購入した。この本の原題は「FUTURE

するようになった。

BABBLE（BUBBLEではない）
」であり、
「THIS TIME IS
DIFFERENT」
を「国家は破綻する」
と命名するのに匹敵す

そうこうしているうちに、東日本大震災と原発事故である。
とどめだ。それまで職業柄リスク管理に関する難解な本を手

る乖離であった。
ちなみに、
1960年代、
ノルマンディー上陸作

元に置いたり、新聞で気になる記事を切り抜いたりしていた

戦を取り上げた20世紀フォックス社の映画で「史上最大の

が、リスク全般について、いつか自分の手でわかりやすい書

作戦」というのがあった。ジョン・ウェインはじめ当時のハリ

き物をしてみたいと思うようになった。

ウッドの大スターがこれでもかこれでもかと出てくる「スペクタ
クル巨編」
で、
子供心にも映画の題名がかっこいいと思った。

それから数ヶ月経ち、
「想定外」のことで時間的な余裕がで
きたことから、一念発起して原稿を書き始めた。狙いは単純

しかし、
後に、
原題はノンフィクション作家コーネルアス・ライ

で、
「できるだけ多くの人にリスクやリスク管理についてもっと

アンの原作そのままに「The Longest Day」であり、ロンメル

理解し、周囲にいかなるリスクがあるのか、どのように対処す

将軍がつぶやいたこの言葉には実は深い意味があったこと

べきなのか、自然と考える習慣を身につけてもらいたい」
（は

を知った時、釈然としない思いがした。
それはともかく、当然

じめに）。そのために、最近の事件・事故や経済問題、テレビ

のことながらリスクについて書く以上、テキストとも言うべき

番組の中や日常生活で見られる事例（その中には私自身が

バーンスタインの「リスク－神々への反逆」
を今回は読了した。

隠れて登場する）、果ては歴史上の事件に至るまで、幅広く話

本書は一般読者向けであるが、過去の自分を含めた金融

題を取り上げて解説するというものである。もちろん、リスク

リスク管理関係者に対する重大なメッセージも込められてい

管理はなぜ失敗するのかとか、リスク管理の本質は何なのか

る。それは、リスク管理の基本は皆同じで、金融リスクだから

という命題に関する結論めいたものをつけて。ちなみに、本

といって特別視する必要はないし、まして何か進んだことを

書は筆者の優しい性格がにじみ出るよう「ですます調」で書

やっているような錯覚に陥ってはだめだということである。そ

いてある。

もそも金融の世界で、業務上過失致死傷の罪に問われるこ
とは、絶対と言っていいほどない。

執筆は、
日々これ勉強であった。
経済学や経営学には土地
勘があったが、
科学技術や心理学の分野でのリスクに関する

最後になったが、本のタイトルは「おわりに」で書いたよう

本には初めて触れたりした。
リスクの奥の深さに驚嘆するとと

に、フランク・ナイトの「Risk, Uncertainty, and Proﬁt」
から

もに、
リスク原子説から言えばこれは当然のことであり、
本来

取った。途中まで、新書本だからということで「誰でもできる

は、
もっとリスクを取り上げた本があって然るべきとも思った。

リスク管理法」というタイトルを考えていた自分が実になさけ

そうした中で、とくに興味を持ったのが、複雑系の科学と

ない。それから、ロンドンに行くたびに、世界一の書店Foyles

行動意志決定論である。以前から関心を持っていた分野で

でワーテルローの戦いに関する本を購入してきた。その戦い

はあるが、今回のグローバル金融危機を経て、新古典派経済

の絵で表紙を飾ることができて幸せである。
（日本経済新聞

学や効率的市場仮説にほとほと愛想が尽きた身には、むさ

出版社刊「日経プレミアシリーズ」）
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やさしい解説
大英帝国は漁夫の利？
アナリスト

平井 こうたろう

欧州財政問題はギリシャのユーロ離脱やスペインへの飛び火等なかなか収拾がつかない中、日本人から見ればイギリス

はうまく逃れているなという印象はありませんか?今回はエリザベス女王在位60年ということもあり、イギリスに関する歴史
も踏まえて最近の情勢をお話していきましょう。今回はかなり私見的ですので、某TV局ではありませんが「ホンマでっか!?」
くらいにお読みいただければ幸いです。

第二次世界大戦のイギリスとチャーチル首相

ませんが、しかしギリシャは内戦状態となり、チャーチルに

歴史の教科書を紐解きいろいろと調べていくと、もちろん

持ったようです。しかも今ではそんな過去がどうであれ、イン

イギリスは第二次世界大戦戦勝国であり、ヤルタ会談でイギ

ドルート云々は考えなくてよい時代ですから、イギリスにとっ

リスを含む列強によって世界分割が行われ、後に東西冷戦

てもギリシャへの恋心は遠い昔の出来事なのでしょう。

とっても「ギリシャは言うことを聞かない国」という印象を

になっていったということくらいはご存知かと思いますが、こ

そしてみなさんご承知の通り、チャーチルは鉄のカーテン

の時の主人公の一人、イギリスの首相チャーチルという人は

演説を行い、東西冷戦を決定づけました。戦後のベルリン統

スターリンに言わせれば戦争屋、しかし見方を変えれば先見

治にあたって西側諸国が西ベルリンに空から物資援助を行

の明があったと考えられます。

うも、ソ連が西ベルリンへの電力供給を止め、ベルリンの壁
建設に至ってしまったのです。

第一次世界大戦時代は陸軍大臣だったチャーチルは、大
戦中に次から次へと兵器が作られていく過程を見て、後に
「人間はついに自分たちで自分たちを大量殺人できる武器を

1990年代の出来事

手に入れた」と回顧しています。
第二次世界大戦開戦後はヒトラー率いるドイツが快進撃

私がかつて金利オプション・ディーラーを行っていた1993

を続け、大陸のほとんどの国がドイツに占領される中、一時

～ 1995年当時、イギリスの中央銀行であるBOE（Bank of

的にはまともにドイツと戦っているのはイギリスのみのような

England）の政策金利変更はかつて非常に読みにくいという

状況になりましたが、ついにドイツが空中戦を仕掛けてきた

のが市場参加者の定説でした。市場予想とかけ離れた結論

際に、レーダーを開発し空中戦を制したのはチャーチル政権

を出して驚かすことは数知れず、最近のトリシェ前ECB総裁

です。ドイツはその後ソ連侵略を図るも2度失敗、アメリカの

コメントからECBの政策金利変更を読み解くのとは全く異な

参戦もあってイタリアが降伏、ドイツの敗北も間近という段階

るものでした。

でヤルタ会談が行われました。

1990年代初頭は欧州為替相場メカニズム
（ERM）
に従い、

チャーチルは第二次世界大戦後に問題視すべきはソ連と

欧州域内での統一通貨導入に向けて自国通貨であるポンド

考えていましたが、
アメリカのルーズベルト大統領とソ連の指

（GBP）を他の欧州各国の通貨と一定範囲内で収まるように

導者スターリンの関係が良好であったため、
ソ連の脅威につい

調 整を行っていました。これに敢 然と立ち向かったのが

てはアメリカ人にはわからないというぼやきがあったようです。

ジョージ・ソロスであり、
GBP売りを浴びせ、
GBPの買い支え

それはさておき、実はチャーチルとスターリンの間にはバ

を行っていたイギリス財務省は資金の枯渇により敗北し、そ

ルカン半島問題を解決すべく、両国の支配力に関する割合に

してイギリスはERMを脱退したのです。

ついて密約がありました。国名とそれぞれの割合を記載した

いろんな方々が、イギリスが通貨ユーロ（EUR）の導入しな

メモをチャーチルがスターリンに渡し、スターリンがそれを了

い理由について分析されているようです。
「イギリスから金利

承したと言われています。その際ギリシャはどうだったかと言

の決定権が離れてしまう」
「
、EURを導入しなくてもシティの

えば、インドルート確保のためにイギリスが実質的に支配す

国際的地位は変わらない」
「
、イギリス国内でEUに輸出する

ることを選択していました。その当時のギリシャはイギリスに

産業での就業者数は少なく、メリットが小さい」等々の理由を

とってソ連の影響を受けずしてインドルートを確保するとい

挙げておられますが、
「根底には大英帝国としてのプライドが

う、とても重要な意味があったのです。

あるから」ということはみなさん意識されているようです。私

ここまでの経緯を考えれば、本来であれば「ギリシャを救

自身も金利オプション・ディーラーをしていた当時、
「政策金

うべき国は他でもないイギリス」という考え方もあるかもしれ

利変更が読みにくいのは、市場コメントなどに従う気はない」
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はやむを得ない部分があるでしょう。

という意識の表れかなと考えたこともありました。
債のスプレッド取引」というような、欧州域内各国の債券で

つ、イギリスがどういう立ち位置となっているかを考えてみま

ディーリングを行う印象でしたが、イギリス国債（GILT）には

しょう。

手を出すなと言われたことがあります。当時のイギリスには今

①EURではなくGBPという独自通貨を選択しており、金融
政策を独自で実施することができる

の日本のような四大銀行があり、
GILT市場はその四大銀行

Market Solutions Review

そうした事実を踏まえた上で、最近の市場動向も照らしつ

Market Solutions Review

一方、欧州各国の債券市場では「ドイツ国債とフランス国

が席巻しており、あしらわれて終わるというのがその理由で

②GILTの格付はAAA

す。日本国債（JGB）市場では「よく外資系が思うように動か

③欧 州各国の財政問題から切り離され、
CDSスプレッドは
ドイツよりもはるかに小さい

ないため困り果てる」という話をよく聞きますが、それと似た

④オリンピックを控え、多少なりとも景気浮揚効果が出てく

ようなものでしょう。またスワップ市場でもユーロ円債の起債

る可能性がある

絡みで円金利スワップがロンドン市場で行われたりしました

⑤流動性規制については一日の長あり

が、マザーカレンシーである東京市場でさえオファー /ビッド
4bpでクォートされていた時代に、
20年ゾーンでオファー/ビッ

このような事実を並べてみると、果たして単なるラッキーだ

ド1bpでロンドンではクォートされたという話もあり、底知れ

けでしょうか？ GILTの格付がAAAというのは、イギリスの

ない不気味さを感じたものでもありました。
もちろんそれがイ

銀行にとって自国の債券が優良資産として全く問題ないとい

ギリス勢とは限らなかったのですが、日本にはない独特の世

うことになります。一方日本の銀行にとってこれ以上JGBが

界が存在するということは認めざるを得ないでしょう。

格下げされると流動性規制上の優良資産ではなくなる可能
性大であり、メガバンクは他国の債券を大量保有する必要が
出てくるかもしれません。実際にドイツ国債は欧州各国の金

イギリスには本当に世界情勢に関する
先見性があるのか？

融機関における決済・担保用としてのニーズから買われ続け、
空前の低金利となっていますが、逆を言えばドイツ国内の金

既に知っている人は知っているバーゼルⅢと呼ばれる銀行

融機関の都合通りには動かないということも言えます。

規制ですが、
バーゼルⅡまでは資本規制であったものがバーゼ

何といってもレーダーを完成させて空中戦を制したイギリ

ルⅢでは流動性規制も加わっています。
簡単に言ってしまえば

スです。第二次世界大戦戦勝国の底力が潜んでいるような

「資本面だけでなく資金繰り面でも心配かけないようにしなさ

気がするのは考えすぎでしょうか？

い」
ということですが、
メジャーな金融機関で資金調達に従事
している人たちにはとても悩ましい規制になりつつあります。

富士山マガジンサービス
（http://www.fujisan.co.jp/）
で
お求めいただけます。

バーゼルⅢの流動性規制における基本概念をわかりやす
く言えば、一定期間内における実質的な資金流出分総額を
まかなう優良資産（極めて換金性が高い国債等）を保有で

●PC クイックアクセス

きているかについて、決められた方法で割合を算出し、その

http://fujisan.co.jp/msreview

基準値をクリアしなさいということです。算出基準の詳細に

●モバイルクイックアクセス

ついてはまだ流動的な部分もありますが、ストレスがかかっ

http://223223.jp/m/msreview

た状態においても乗り越えられるだけの優良資産が必要だ

●QRコード

ということであり、その優良資産として認められるのが高格
付の国債が中心という考え方です。この優良資産というのが
くせ者で、最近の格付機関による相次ぐ格下げによって「昨
日まで優良資産だと思っていたら優良資産ではなくなってし

●デジタル版

まった」ということが発生します。

http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281684019/

そんなこととイギリスの先見性と何の関係があるのか、実
はUKFSAと呼ばれるイギリスの金融当局がいち早く規制案
を作成し、日本でもこのUKFSAの策定ルールを意識して

金融市場ITマガジン

July 2012 Vol.5 No.4

ルールを策定するであろうと言われています。ということは

第

29

号

UKFSAによる基準が世界標準になる可能性が高いという
だけでなく、
もし「ロンドンに拠点を置く金融機関はすべてこ

書店でお買い求め
いただけます

のルールをクリアしなさい」などと言われたら、問答無用でそ
のルールが適用されてしまうことになります。米国でもボル
http://www.msog.jp/review/

カー・ルールと呼ばれる規制の導入に賛否両論ありますが、

人民元の国際化とアジアの金融統合

貴司

小黒

直樹

資産クラスとしての金

津金

眞理子

証券化市場の再活性化を願う
最強の企業・業界分析サービス「日経 ValueSearch」
、リリース！

江川 由紀雄
鈴木

奏

日経デジタルメディア

大河ドラマ「平清盛」と運用会社・リスク管理

徳島

勝幸

崖っぷちの OPEC は結束力を高めることができるか

松本

英毅

植村

修一

リスク、不確実性、そして想定外
大英帝国は漁夫の利？

んが、
先に作られた目安を標準としてルール化していくことに

亘

中山

住宅ローンの期限前返済リスク分析の課題と方向性

JP モルガン・チェースの巨額損失

やはり先行者メリットという表現が適切かどうかわかりませ

髙橋

流動性の乏しい証券化商品のリスク量計測に関する考察

協創の場に集う

平井 こうたろう
富田 秀夫
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最先端数理統計学手法の金融業務への適用
新日鉄ソリューションズと東京大学は、最先端の数理統計
理論を金融業務へ適用する為の共同研究を行っている。以下、
研究の概要と今後の展開を説明する。

定的であり、数値計算は計算負荷が重いという欠点が各々あ
る。一方で、漸近展開は解析計算なのでモンテカルロより負荷
が軽く、かつ前述したとおり幅広いモデルを対象としているの
で、両者の欠点を解決する手法となっている。
近似計算の場合、数値精度が問題となることが多いが、本
研究では精度向上の為に漸近展開を応用した制御変数法に

■ 東京大学大学院との共同研究による新手法の開発

ついての研究も行っている。
これは、
漸近展開とモンテカルロシ

新日鉄ソリューションズ（株）は、東京大学大学院数理科学

ミュレーションのHybrid法であり、数値精度を下げることなく

研究科の吉田教授と、最先端高度数理統計学を実務へ導入す

シミュレーションの試行回数を減らすことの出来る方法であ

る為の共同研究を2011年に立ち上げた。吉田教授は特に確率

る。言い換えれば、現在業務でモンテカルロシミュレーション

微分方程式（SDE）の数理統計に関して世界最先端の研究を

を行っているならば、試行回数を増やさずに数値精度を向上さ

行っている。金融市場系分野は、金融資産の時系列を扱う標

せることが可能となる。例えば、金融機関は計算負荷の高い期

準的ツールとしてSDEを利用しており、吉田教授の研究成果は

待エクスポージャーの数値精度を下げずに計算時間を短縮す

この分野への応用が期待される。実際、吉田教授が世界で最

る為に、様々な工夫を行っている。そのような場合に制御変数

初に発表した漸近展開（後述）のオプションプライシングへの

法は非常に有効なツールとなり得る。更に、これを拡張すれば

応用に関して言えば、ここ数年外資系を中心とした金融機関の

CVAの計算にも応用可能である。

関連論文が増えてきており、実務への適用も進んできていると
推察される。

3.モデルとペイオフの高い独立性

このような中、まだ応用されていない数々の統計手法が存在

プライシングにおいてはモデルとペイオフが完全分離されて

する点に着目し、新日鉄ソリューションズの金融業務および金

いるので、ユーザは専用画面でモデルを自由に作成し、ある商

融工学の知見と吉田教授の最先端の研究結果を融合させ、具

品を複数の独自モデルで評価、あるいは複数の商品を独自モ

体的なソリューションとして実現することで金融業務の高度化・

デルで評価ということを、追加ロジックの実装なしに画面上で

効率化に貢献することが本共同研究の目標である。

自由に組合せて実行出来る。

■ これまでの研究成果
これまで行ってきた研究成果はプロトタイプに順次実現し
ている。

上記以外にも、アルゴリズムトレードに応用可能なTickデー
タ分析に関する研究や、モデルパラメータ推定に関する研究も
行っている。

本プロトタイプは以下のような特長を有する。

■ 今後の展開
1.幅広いモデルカバレッジ

今後も吉田教授と協同し、対応商品の拡張や制御変数法の

金融業務において新しいモデルを採用する際、従来必要で

具体的な業務適用に関する研究等を行っていく予定である。

あった追加の実装が不要である。たとえば、SABRモデルや

対応商品については、これまでEuropean、Average、Digital、

SVQモデルといった非線形多次元SDEも、これを登録するだ

Basket、Bermudanと範 囲を拡 大しており、今 後もBarrier、

けでポートフォリオの評価に使うことが出来る。

TARN等のトリガー系商品へ対応する予定である。現在大手
の銀行や証券会社でプロトタイプを試用して頂いており、その

2.漸近展開を用いた高速なプライシング
プロトタイプでは、
ペイオフの期待値計算に漸近展開を使用

フィードバックを取り入れていくことで、より業務にフィットした
技術としていく所存である。

している。漸近展開は確率過程の関数の期待値を解析的近似
により求めるものであり、マリアバン解析により導出される近
似公式を計算する。一般的にプライシングは、Blackモデル等
解析解が求められるものと、モンテカルロシミュレーション等
数値計算によるものが主である。解析解は扱えるモデルが限
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株式会社 電通国際情報サービス
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.isid.co.jp/
108-0075 東京都港区港南2-17-1
金融ソリューション事業部 金融事業戦略部
MAIL：g-ﬁnmarketing@group.isid.co.jp TEL：03 - 6713 -7007

■ リスクコントロールの高度化

電通国際情報サービスは、
「 日本の金融を強くする」をキー
ワードに、市場・決済分野において、①先端的な取引手法の実

また、取引の拡大と高度化を支えるリアルタイムでの分析が

現、②取引の拡大と高度化を支えるリスクコントロール機能の

可 能 なQuartet FS社 の 多 次 元 デ ータ分 析ツール である

提供、③インフラとしての決済システムの構築を通じ、日本の

「Active Pivot」をご紹介します。リーマンショック以降、欧米の

金融市場の発展に貢献すると共に、日本の金融機関がグロー

金融機関は、リアルタイムでのリスクコントロールを実現する環

バルな金融市場へ展開するためのシステム基盤を提供してい

境の構築にこの数年注力を続けてきました。今年は、日本にお

きたいと考えています。

いても市場部門・Fixed Income部門での取引におけるプライ
シング やリスク 量 把 握 に 利 用され 始 めまし た。独 自 の
OLAPCubeによる大量データ処理、インクリメンタルなCube
更新、リアル処理、オープン性・柔軟性に富むリアルタイムリス
ク分析システムをご紹介します。

■ 最先端な取引手法の実現
GMS2012の展示では、次世代トレーディングをサポートする
開 発 基 盤 と 分 析・ モ ニ タリング 機 能 を 提 供 するFirst
Derivatives社の「Delta Suite」をご紹介します。

■ 決済系ソリューションへの取り組み

Delta Suiteとは、トップティアの金融機関で採用されてきた
高性能なデータベース「Kdb+」を基盤とした業務ソリューショ

一方、市場を支えるインフラとして、日銀ネットのRTGS決

ン群です。膨大な量のヒストリカルデータとリアルタイムデータ

済に対応した自社パッケージ「流動性管理システム」も提供し

を統合し、
超高速にトレードに関わる分析が可能です。また、ア

ています。流動性管理システムは、日本銀行が2011年11月に

ルゴトレーディングのほか、今回は、マーケットデータ分析及び

稼働させた次世代RTGSにも対応し、効率的な資金、国債、外

取引所/PTS向けモニタリングシステムなどの対応を中心にご

為の決済を支 援します。また、
「LINKGATEWAYⓇSeries」

紹介いたします。

は、保管振替機構への接続を実現し、証券取引に関わる決済
照合や振替処理をサポートしています。今後予定される新日
銀ネットや国債決済期間の短縮など、決済インフラの高度化
と効率化に対しても、弊社はパッケージソリューションを通じ
てお客様の求める業務機能を確実にご提供する支援を続け
ます。

■ 弊社の役割
弊社は、金融市場、金融ビジネスの発展に何が貢献できるか
を考え、IT活用でお客様のビジネスを拡大できる提案を積極
的に行ってまいります。
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トレードウェブ・ヨーロッパ証券会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.tradeweb.com

107-6330 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
TEL：03 - 6441-1020（代表）
MAIL：contact.asia@tradeweb.com

有する債券および店頭デリバティブ電子取引市場を構築し、運

■ トレードウェブでお取引可能な商品ラインアップ *
金利商品

営してきました。

・日本国債

トレードウェブは1998年より、高い効率性と豊富な流動性を

当社のお客様は、
45社以上におよぶ世界中のマーケット・

・米国債

メーカーと2000社以上の適格機関投資家です。米国、欧州、ア

・欧州国債

ジアにおける大手投信投資顧問会社、銀行、中央銀行、その他

・米国モーゲージ証券（TBA-MBS）

市場参加者はトレードウェブを利用し、数百億ドルに上る取引

・米国政府機関債（エージェンシー債）

を毎日執行しています。
当社は東京、香港、シンガポールにおいてデータ・センター

・カナダ国債
・豪州国債・州債

や技術面でのフルサポートを提供するなど、アジアで確固たる
地盤を確立しています。アジアのお客様は、時間帯を問わずト

店頭デリバティブ商品

レードウェブの債券、スワップ、クレジット市場にアクセスする

・金利スワップ（円、米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン他）

ことができます。

・欧米CDSインデックス取引
・エクイティ・デリバティブ

クレジット商品
・SAS（SUPRA債、エージェンシー債、ソブリン債、政府保証
付銀行債）
・欧州クレジット債
・カバード・ボンド
・米国事業債
・アジア・クレジット債

マネーマーケット商品
・コマーシャル・ペーパー
・米国トライパーティーレポ
・ADN（エージェンシー・ディスカウント・ノート）
・ユーロ・デポジット
・CD（譲渡性預金）
・欧州レポ
・カナダドル建マネーマーケット
* ニューヨーク、ロンドン時間のみ取引可能な商品を含む。
証券業登録：関東財務局長（金商）
第224号（平成19年9月30日）

■ 機関投資家向けサービス
当社のビジネスは、世界有数のディーラーと、適格機関投資

私設取引システム（PTS）運営業務認可：金監第2162号（平成
１7年9月7日）

家が取引を行う債券・店頭デリバティブ電子取引市場の運営

加入協会：日本証券業協会

です。またトレードウェブは、各種ベンダーや自社開発のアカウ

Tradeweb Europe Limited is authorised and regulated in the UK
by the Financial Services Authority; in Japan by the Financial
Services Agency, in Hong Kong by the Securities and Futures
Commission; and in Singapore by the Monetary Authority of
Singapore. The Tradeweb system is only available to institutional
investors and is not available to private or retail clients.
© 2012 Tradeweb Markets LLC. All rights reserved.

ント管理システム、リスク管理システム、発注管理システム、約
定システム、決済機関とシームレスに統合が可能で、バックオ
フィス業務の合理化と効率化、
コスト削減の実現をお手伝いい
たします。
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NTTデータグループ
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.nttdata.co.jp/

135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9 豊洲センタービルアネックス
MAIL：bamaster@am.nttdata.co.jp

『変える力を、
ともに生み出す。』
NTTデータグループは、激変する資金証券分野に、グループのトータル力で最適な解決策を提供いたします。
高度な業務ノウハウを必要とするリスク管理分野をはじめ、金融工学を活かした市場系ソリューション、さらには証券決
済制度改革への対応など、資金証券分野の広範な業務をサポートする多彩なソリューションをご提供いたします。
以下、NTTデータグループ各社のソリューションを紹介します。

NTTデータ

NTTデータ
▼ ▼
▼ ▼

SWIFT接続や日銀接続など決済システム連携

▼ ▼
▼ ▼

信用リスク・市場リスク・ALM管理システム

ジェトロニクス

http://www.nttdata.co.jp/services/master/index.html

http://www.nttdata-getronics.co.jp/

バーゼルII 規制に対応した信用リスクアセット計算システム

SWIFT、アンチマネーロンダリング、日銀ネット接続、外為

（BaselMasterⓇ）や市 場リスク・ALM管 理ソリューション

システムを事業の柱に、高度なノウハウを有する専門集団とし

（BankingAnalyzeMasterⓇ）を多数の金融機関のお客様に

て、コンサルティングからシステムの構築や導入、稼動後の保

提供しています。またこれらの業務をサポートする適格格付プ

守サービスに至るまでワンストップにサービスを提供してい

ラットフォーム（GlobalRatingMasterⓇ）は、銀行のみならず、

ます。

証券、保険会社、投信委託会社等様々な業態のお客様に活用

エックスネット

されています。

▼ ▼
▼ ▼

機関投資家向け資産管理システムサービス

NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ（NDFS）

http://www.xnet.co.jp/

金融工学を活かした市場系ソリューション

▼ ▼
▼ ▼

主に機関投資家等のバイサイド向けの有価証券管理システ

http://www.nttdata-fs.co.jp/

ム（XNETサービス）を提供しており、
「 フロントオフィス」
「
、ミ

屈指の精度を誇るロケットエンジニアリング（流体力学の

ドルオフィス」
「
、バックオフィス」の３つの業務をサポートして

解析技術）の分析技術を金融工学に応用し、プライシングモ

います。また外部機関とのデータ接続として、信託銀行や証券

デルやリスク管理モデルの研究・開発をクオンツとお客様が

保管振替機構との接続、フロント業務での証券会社との接続

共同で行うなど、金融工学的アプローチでリスク管理の高度

も可能です。

化を支援しています。この技術をベースに汎用化した市場系

NTTデータ

統合ソリューション「Prélude Enterprise」は、リスク管理の
評 価ロジックまで全て自社開発し、市場系業務を強力にサ

エービック

▼ ▼
▼ ▼

リテール金融商品の預かり資産業務パッケージ・サービス

ポートします。

http://www.abic.co.jp/

投信、保険、証券の業務知識と金融マーケティングのノウハ

日本電子計算

ウを活かし、新商品・新業務の体制構築を考えている金融機

証券共同システム、証券決済制度対応ソリューション

▼ ▼
▼ ▼

関に対して、コンサルティングからパッケージ提供、受託開発

http://www.jip.co.jp/

まで、ニーズに応じた各種のサービスメニューを取り揃えてお

証券会社向け基幹系オープンシステムを始め、銀行・証券・

ります。

生損保向けサービス、電子証券化をテーマとした証券決済制
度対応サービスなど、充実したラインナップのソリューションを

NTTデータグループは、資金証券分野の様々な変化や新

提供しています。金融機関のリテール戦略に特化した個人融

たな潮流を確実に捉え、最適なソリューションをグループ一

資審査・管理のソリューションも豊富な導入実績を誇り、幅広

体となってこれからも提供して参ります。

いサービスを展開しています。
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株式会社 イースティル
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.estijl.com/

103-0027 東京都中央区日本橋3-3-11 第一中央ビル３F
MAIL：sales@estijl.com

イースティルは情報配信技術と情報統合技術をコアとする

サイドのお客様に

研究開発型企業です。金融市場系ASPサービスの基幹を支え

は、本ソリューショ

るメッセージング・インフラストラクチャや、各種取引所やデー

ンをイースティルの

タソースとの接続用フィードハンドラは、自社で生み出された

インフラサービス

特許技術を含む独自技術を駆使することで、高可用性や低レ

とパッケージで導

イテンシーを誇り、今もなお進化を続けています。イースティル

入いただく事で不

が固定のサービス提供料金でハードウェア提供、インフラの統

要なカスタマイズを

合運用から相場情報システムの制度変更に伴うシステム更改

削ることができ、納

までを全面的に担当します。

期と費用を圧縮してご提供差し上げることが可能です。同時

「 イースティルマーケット」はiOS、
Android、
Windowsをカ

に、
リアルタイム遅延監視機構や高可用性機構などを採用した

バーする、
マルチアセットのトレーディングアプリソリューション

システムインフラと、
BCP対策として複数拠点に設けられたDC

です。大型金融商品やデリバティブズなどの均質性があり、流

を活用し、
質の高い保守・運用サービスでお客様のビジネスを

動性の高い金融商品に特化したテクニカル分析を搭載し、
プロ

システム面で全面サポートいたします。また、ご利用ニーズにあ

目線を意識したアプリとして鋭意開発中です。モバイル端末は

わせ、レイアウト、機能面などは柔軟に対応させていただき、

刻一刻と変化する市場情報を取得するのに最適で、出先から

イースティルマーケットのカスタマイズ版をご提供差し上げるこ

取引を行いたい場面では有効に機能し、投資家にとって欠か

とも可能ですので、
ぜひお気軽にお声がけください。

せないアイテムであることは間違いありません。
ツールのご提供

インテリジェントウェイブは、
市場フロント向けの高速基盤ソ

主な機能としては、以下となります。

リューション以外にも海外で実績があり信頼性が高く経験豊

①注文/約定管理（上場・OTC）

富な優れたシステムソリューションを日本にいち早く持ち込み

②オーダールーティング

ご提供しております。

③ポートフォリオ管理

その第一弾として、フロント・ミドルオフィス向けシステムで
ある「DECIDE」をご紹介いたします。
「DECIDE」は、
「ポジション/リスク管理」の一元管理を実現可
能にするマルチアセット・マルチカレンシートレーディングプ

④ポジション/リスク管理
⑤シミュレーション
⑥ディシジョンサポート
⑦その他（社内システム連携／情報ベンダー等とのI/F提供）

ラットフォームです。
「DECIDE」
は、
異なるアセットを単一プラットフォームにて取扱
い、
さらにフロント To バックのSTP化を実現する統合トレーディ
ングプラットフォームとしてご提供でき、
標準化された操作でト
レーディング、
ポジション、
リスク等の集約管理を実現します。
また、
「DECIDE」
の導入に関しては、
必要な一部の機能からご
利用可能です。
将来、
お客様がビジネスを拡大（新たな商品クラ
スの取扱い、
DECIDE機能の拡張）
するときに発生するシステム
リスク、
対応コスト、
導入期間等を最小限に抑えることができます。

株式会社 インテリジェントウェイブ
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.iwi.co.jp

104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
MAIL：market_solutions@iwi.co.jp
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S&P Capital IQ
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.standardandpoors.co.jp
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル 28階
MAIL：clientsupport̲japan@spcapitaliq.com

S&P Capital IQは、ザ・マグロウヒル・カンパニーズ・
インク（NYSE：MHP）のビジネス・ラインであり、世界中の
機 関 投 資家、投 資顧問 会 社および 資産 運 用会 社、金 融 機
関、事業会社、大学等を対象に様々な資産クラスのデータ、
調査リポート、指数および分析の提 供者として業界を主導
しています。 パフォーマンスのモニター、アルファの発掘、
新たな取引および投資アイデアの特定ならびにリスク分析
およびリスク軽減の戦略に役立つ包括的なサービスを提供
します。 デスクトップ・ソリューション（S&P Capital IQ、
Global Credit Portal、MarketScope Advisor）、エンター
プライズ・ソリューション（S&P Securities Evaluations、
Global Data Solutions、Compustat）、レバレッジド・ロー
ン市場コメンタリー＆データ（LCD）やグローバル・マーケッ
ト・インテリジェンス、ファンド・リサーチなどの調査リポー
トを通じて、S&P Capital IQは専門性の高い金融情報を
必要とするお客様のニーズに応えるためのソリューションを
提供します。詳細はwww.spcapitaliq.comまで。

■ MSCIインデックス先物について
NYSE Liﬀe 及びLiﬀe-USではMSCIインデックス先物を上
場しております。
Liﬀe UKのMSCIプロダクトは、取引所上場商品ではあるも
のの取引形態がOTCであるため、まだ日本の投資家からの取
引は非常に少ないのが現状です。しかしながら多くの問い合
わせを運用会社様からいただいておりますので、今後日本から
の取引が増加していくであろうと期待しております。
Liﬀe-USの主なMSCI商品はエマージング先物とEAFE先
物です。こちらは電子取引でほぼ22時間取引出来ることや、エ
マージング諸国の株式の先物を利用するのに非常に便利であ
るため日本の投資家からの取引はすでにあり、取引量は増加
方向であると見ております。値動きが大きい商品なので、収益

お問い合わせ先

機会も多いと考えられ今後はスペキュレーターにも積極的な

NYSE Liﬀe 東京事務所
代表者 蟹江 薫
電話 03-3664-7329
E-mail kkanie@nyx.com
URL https://globalderivatives.nyx.com/

プロモーションをし参加者層を増やしていきたいと考えており
ます。

NYSE Liffe
▼ ▼
▼ ▼

URL：https://globalderivatives.nyx.com/

100-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-11-5 RASA日本橋ビルディング2F
MAIL：kkanie@nyx.com
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オラクル フィナンシャルサービス ソフトウェア
▼ ▼
▼ ▼

URL：www.oracle.com/jp/industries/ﬁnancial-services

107-0061 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター3階
MAIL：takao.motoyoshi@oracle.com/

オラクルは、金融業界向けのソリューションに世界中で重点
的に注力しております。低成長かつ高リスクな事業環境が続く

■

金融機関向け統合経営管理/リスク管理ソリューション
OFSAA（Oracle Financial Services Analytical Applications）

各国の金融機関のお客様が、柔軟に業務や情報システムを連

OFSAAは、金融機関のグローバル規制の強化に関わる対

携あるいは統合し、競争力のある企業運営を行い、マーケッ

応と経営管理の根幹であるリスク・収益・コスト管理を包括

ト、顧客並びに規制などの外部環境の変化に素早く対応する

的に支援する経営管理及びリスク管理アプリケーション製品

ためのソリューションを、オラクルは、ソフトウェア、情報システ

群です。

ム基盤、ハードウェアまで一体のベストミックスでご提供いた
します。

OFSAAでは、共通化されたデータモデルと計算エンジンの
基盤上で、信用リスク、市場リスク、ALM、規制資本、経済資本、

オラクルでは、こうした取り組みのために、金融業界に特化

オペレーショナルリスク、収益管理等の機能が実装されていま

した「金融業界向けビジネスユニット（Financial Services

す。
バーゼル3に対応したロジックも開発が完了し、
ストレステス

Global Business Unit: FSGBU）」をグローバル横断的なチー

トや流動性リスク対応といった、複数のリスク管理の機能や

ムとして設置し、実際のソリューションの開発や販売において

データを横断的に活用する必要のある領域では、特に強みを

は、オラクルが株式の過半数を所有する子会社のオラクル・

発揮しております。

フィナンシャル サ ービス・ソフトウェア（Oracle Financial

今回のセミナーでは、お客様の関心が高い、流動性リスク対

Services Software）がその中核を担い、
145カ国以上で990社

応について、
どのようなデータを準備すれば良いのか、
どのよう

以上の金融機関のお客様にサービスを提供しております。

な機能や管理レポートが求められるのか、海外事例も含めて
具体的にご紹介させていただきます。

鎌倉は1990年にリスク管理の専門ブティックとして日本で設

マネージャ（KRM）
は、
このようなニーズとともに機能の高度化を

立されました。
1998年に本社をホノルルに移し市場を全世界に

行っており、
金融工学における高度な数式と統計分析のフレー

広げ、様々な国の金融機関のリスク管理業務をサポートするに

ムワークを融合したストキャスティック分析が実現可能になって

至りました。

おります。
また鎌倉リスク情報サービス（KRIS）
により、
リスク管
理計算に必要なデフォルト確率（ソブリン、
上場・非上場）
、
クレ

■ データ分析への移行

ジットスプレッド、
格付などの分析結果を配信しています。
欧米

欧米諸国の金融機関では、
サブプライム問題の混乱以降、
自

諸国では、
自社でシステムを購入して計算するという従来の方

社の経営のより安定化を求めて、
市場や消費者行動の実態を反

式から、
よりスピーディーにリスク管理のモデルの発展に対応す

映したリスク管理に積極的に取り組むようになってきておりま

るために、
弊社がシステムに必要な様々な設定やデータマッピン

す。
金融工学の世界でより精度の高い数式を求めることもさるこ

グを代行して行う鎌倉オンライン計算サービス（KOPC）
を利用

とながら、
よりデータ分析に重点を置いたリスク管理モデルに発

する金融機関が増えております。

展してきています。
鎌倉も従来の債券、
株式、
デリバティブの分
析だけでなく、
信用保証会社やクレジットカード会社向けにも消

海外の事例のご紹介や鎌倉リスクマネージャ（KRM）と鎌

費者の情報を分析したリスク管理モデルに取り組んでいます。

倉リスク情報サービス（KRIS）のデモご覧いただけますので
是非ブースの方へお立ち寄りください。

■ ソフトウェアの利用からサービスの利用への移行
鎌倉の主力商品である統合リスク管理システムの鎌倉リスク

鎌倉コーポレーション
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.kamakuraco.com/

107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階
MAIL：tmurate@kamakuraco.com
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KVH
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.KVH.co.jp
108-0023 東京都港区芝浦3-1-35 田町駅前ビル
MAIL：sales@kvh.co.jp

KVHは日本及びアジア市場にフォーカスした通信/ITサー

● 統合的なITマネジメントサービスとプロフェッショナルサー

ビスプロバイダーとして、東京を本社に1999年に設立されまし

ビス
● 26カ国以上にわたる多国籍スタッフによるバイリンガル対応

た。自社の光ファイバネットワークと東京、大阪計4カ所のデー
タセンターをサービス基盤として、幅広いICTソリューション

この度、韓 国の 金 融 向けITプロバイダの市 場リーダー

を、国内外の法人のお客様に提供しています。
また、自社グローバルイーサネット網による香港、シンガポー

Koscom社との戦略的な提携により、釜山市のKoscom社デー

ル、シカゴ、シドニー、ソウルへの接続に加え、HFT向けに最適

タセンター（釜山iDC）を利用した、HFT向けソリューションを

化した低遅延マルチキャリアネットワークを一括管理し、アジ

提供します。
釜山iDCへのアクセスに使われるKVHグローバルネットワー

ア、
米国、
ヨーロッパの主要な金融都市でもシームレスなサービ
スを提供しています。

クは、最新イーサネット技術と最短ルートで設計され、高い冗

■ KVHの特長

長性と可用性を実現します。

● 拡張性、
柔軟性、
可用性の高いクラウド・プラットフォーム

釜山iDCは、韓国取引所(KRX)デリバディブ取引システムの

● 信頼性、
安全性の高い自社所有の最先端データセンター

データセンターと隣接し、エンドツーエンドの超低遅延の取引

● 日本国内／アジア各都市を低遅延接続するイーサネット、
IP

環境を実現します。これにより、取引量において世界有数規模

ネットワーク

の韓国取引所デリバティブ取引市場への参加に必要なICTイ

● TSE、
OSE、
TOCOM、
TFXなど、日本の主要取引所に認定

ンフラを提供し、アジア市場で高まるHFTの需要に応え、投資

されたプロキシミティサービス

家やブローカーの市場ポートフォリオの拡大を支援します。

■ KOSCOMについて

詳細は、
KOSCOMの企業サイト http://english.koscom.co.kr

KOSCOMは、1997年に韓国財政部と韓国取引所により、韓

をご覧ください。

国金融市場向けITサービス提供を目的に設立されました韓国
取引所の子会社です。設立以来、韓国の金融向けITプロバイ
ダーの市場リーダーとして、最先端ITソリューションにより、韓
国金融市場の発展をリードしています。ソリューションは、韓国
取引所向け取引システム、金融機関およびマーケットデータ向
けの総合的な企業システム、BCP/DRを含むITインフラストラ
クチャーサービスなど多岐にわたります。
最近では、アジア各国の取引所システムなど金融市場の革
新的な開発や金融ITバックボーン構築など、グローバル事業
の拡大を図っています。
この度、KVHと共に韓国BusanのIDCを活用して世界最高
レベルの取引量を誇る「韓国派生商品市場向けのHFT支援ソ
リューションサービス」と「遠隔地でのDR/BCPソリューション
サービス」を開始しています。

KOSCOＭ
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.koscom.co.kr

76 Yeouinaru-Ro (Yeouido-Dong), Yeongdeungpo-gu, Seoul, korea 150-080
MAIL：khhan@koscom.co.kr
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さくらケーシーエス
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.kcs.co.jp

103-0022

東京都中央区日本橋室町4-5-1

さくら室町ビル3F

さくらケーシーエスはリネア社の市場系統合管理システム

さくらケーシーエスでは「Arpeggio」の他にもさまざまな角

「Arpeggio」
をご提供する事により、
現在多くの市場系システム

度から金融機関の皆様のお役にたてるように幅広い商品ライ

が抱える問題の解決をご提案いたします。

ンアップをご用意いたしております。

■ Arpeggioの特長
（１）広い商品機能カバレッジと弾力的なライセンス体系

さくらケーシーエスの主な商品ラインアップ

デリバティブ・有価証券・資金為替等の市場系商品、フロン
ト･ミドル・バック機能をカバーします。お客様のニーズに合わ

★市場系統合管理システム「Arpeggio」

せ必要な商品・機能の組み合わせによるご提供が可能です。

★マルチフィルタリングシステム「Pursuer」

（２）
ユーザーにやさしいパッケージ

（マネロン・反社・凍結口座等対応）

現行の運用フローをできるだけ尊重し、現在の運用フロー
に合わせられる柔軟な運用設定が可能です。またEUC機能、

☆決算システム

ジョブ機能をパッケージ内に保有することによりカスタマイズ

☆融資未収利息統合管理システム

費用を極力抑えます。

☆顧客サポートシステム

（３）オープン･ハイスペックなパッケージ

（相談苦情対応支援ツール）

すべてのロジックを内製化で実現しました。
（ロジックはすべ

☆電子記録債権版一括ファクタリングシステム

て開示）また、独自のアーキテクトにより超高速なVAR計測を

★はリネア社の開発商品

実現しました。

Simplex Consultingは、
その前身であるSimplex Technology

樹をそれぞれ当社の顧問、取締役として擁し、世界トップクラ

として1997年に創業して以来、金融機関様が収益最大化のた

スのクオンツエンジニア陣が日々最先端の技術を用いて開発

めのIT投資を行う分野を金融フロンティア領域と定義し、こ

にあたっています。お客様の業務要件を徹底してコンサルティ

の領域に特化したソリューションを提供しています。国内大手

ングし、ご要望に合う優れた機能のご提案をさせていただき

金融機関様を中心に、キャピタルマーケット、リテールの両分

ます。

野において多くの取引実績を有しております。

■ 2.0ミリ秒の超低レイテンシー

■ 一気通貫の完全自社開発

に追求し、ミドルウェア・ハードウェアにおいても、独自の技術

当社は、金融業務システムのパフォーマンス最大化を徹底的
当社は設計から開発、導入、運用にいたるまで、すべて自社

を培っています。一例として、取引所システムの注文執行レイテ

で行う完全自社開発制を貫いております。東京・日本橋にて

ンシーにおいて「2.0ミリ秒」を実現。超高速電文処理を実現す

600名超の金融専門エンジニアを擁し、あらゆるビジネスプロ

るメッセージング・ミドルウエア「Galaxy」や、メモリー上でトラ

セスに一貫して携わることで、スピーディーかつ確実な対応を

ンザクションを処理しその結果を非同期でデータベースに書き

実現しています。開発にあたっては経験豊富なエンジニアが

込む「オンメモリー型」アーキテクチャを構築。さらにハード

ソースコードレベルから開発しているため、
カスタマイズにおい

ウェアにおいては、プログラミング可能なチップであるFPGA

ても柔軟な対応を可能としています。

■ 世界トップクラスのエンジニア陣
金融工学の権威であるフランシス・ロングスタッフ、四塚利

（Field-Programmable Gate Array）に業務ロジックを実装し
てハードウェア化することによって、マイクロ秒の超低レイテン
シーを実現いたします。

株式会社 シンプレクス・コンサルティング
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.simplex-cn.co.jp

103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目ビルディング15F
営業部 MAIL：sales@simplex-cn.co.jp TEL：03 -3278 - 6750
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株式会社数理システム
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.msi.co.jp

160-0022 東京都新宿区新宿2-4-3
MAIL：sales@msi.co.jp

フォーシーズンビル10階

クオンツ分析の主要なテーマは、
意思決定の素材となるリスク

を掴もうというデータマイニングが急速に進歩しています．例え

の計量と制御です。
IT環境の整備によって分析の材料となる金

ば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

融データは揃いつつあり、
解析手段が成果を大きく左右します。

る判別モデルが作成できます。

現在我々が手にしている解析手段と特徴を概括してみましょう。

■ 最適化
機関投資家には馴染み深いローゼンバーグ型のマルチファ

■ シミュレーション

クターモデルには、分散の最小化という古典的な最適化手法

分布を直接「見る」ことができる手法として有力です。計算

が組み込まれています。しかし、最適化技術は大きく進歩し、

の高速化や乱数アルゴリズムの進歩によって、シミュレーショ

expected shortfallの制御、取引コストの考慮、多期間最適化

ンによる複雑な金融商品のプライシングが可能となっていま

やロバストポートフォリオ分析、という形で結実しています。

す。しかしながら、相関を持つ複数のアセットの値動きをサン
プリングしようとすると、
必要なサンプル数がアセットの数に対

数理システムの提供する金融統合プラットフォームFIOPTはこ

して指数関数的に増大するいわゆる「次元の呪い」の問題から

れらの手法を一つのプラットフォーム上で統合するものです。

は免れ得ません。期待される精度や解析的な手法との併用な

Monaco（高速シミュレーション）
、
NUOPT（最適化）
、
VMS（汎用

ど、限界を見定めて利用する必要があります。

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

■ データマイニング

ジ）
、
S+Finmetrics
（金融データ解析のためのアドオンモジュール）

Web上の顧客の行動履歴など，ビジネス分野において蓄え

の処理アイコンをつないで解析を可視化することができ、
プロトタ

られた大規模データから有益な意思決定につながるパターン

イピングや分析スキーム導出の試行錯誤などに適しています。

分析、およびCVA、PFE、PL、VaR算出等に対応しており、既に

デリバティブプライシング・リスク分析エンジンとして世界か
ら高 い 評 価 を得て いる「FINCAD」。テクマトリックスは

海外でも多数の受賞実績があるソフトウェアです。

FINCAD製品の国内総販売代理契店として1996年にサービ

■ Apreccia（市場系統合約定管理システム）

スを開始以来、
FINCAD製品の提供・サポートサービスのみ

評価ロジックとしてFINCADを標準搭載した市場系統合約

ならず、FINCADを基盤とした統合ソリューション、
「FINCAD

定管理システムです。
フロント・ミドル・バック業務を横断的にサ

Analytics PLUS」を立ち上げ、様々な業種（総合商社、証券、

ポートするための機能が数多く搭載されており、
シリーズ累計90

銀行、信託銀行、保険、事業法人等）のお客様にサービスを提

サイトの導入実績を誇ります。
また今後はF3を追加搭載する事

供し続けております。

によりCVA等の規制対応にも柔軟に対応する予定です。

■ Trading VaR（市場リスク管理システム）
■ FINCAD Analytics Suite

ミドル業務におけるVaR、
感応度計測、
シミュレーション等に特

デリバティブ分析エンジンとして長年の実績を誇るマルチア

化したリスク計測、
分析システムです。
オフバランス商品を含めたト

セット型プライシングツールです。世界80か国、
35,000ユーザー

レーディング勘定のVaR、
リスク指標、
及び公正価値を日次で算

への導入実績がございます。

出する事が可能であり、
高いコストパフォーマンスを実現します。

■ F3（FINCAD Financial Framework）

■ ALARMS（保険業向けALMシステム）

FINCAD社が満を持して3年前より発売を開始したオブ

損害保険業界の運用資産の過半を占める積立保険勘定を中

ジェクト指向型プライシングフレームワークです。仕組債を始め

心とするＡＬＭ（資産・負債総合管理）
と、
市場・信用リスクの

とした全ての金融商品に対する商品組成や時価評価・リスク

計量化を単一システム上で実現した統合型ALMシステムです。

テクマトリックス株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.techmatrix.co.jp

108-0086 東京都港区高輪4-8-10 京急第７ビル
MAIL：ﬁnance-sales@techmatrix.co.jp
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株式会社 東京金融取引所
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.tfx.co.jp
100-6915 東京都千代田区丸の内2-6-1
MAIL：marketing@tfx.co.jp

丸の内パークビルディング１５階

■ 金融取とは
東京金融取引所（金融取）は、
1989年に日本初の金融デリ

会の 提 供を目指し、
LIBOR 6ヵ月ベースのユーロ円先 物
（ユーロ円LIBOR 6ヵ月金利先物）を新規上場しました。

バティブの専門取引所として創立しました。以来、金融自由化

くりっく365は、公正・健全な為替証拠金取引（FX）を求

の進展の中で、金融界に本格的なリスク管理手段を提供する

める声に応えて上場した、世界初の取引所FXです。開設以

ことを使命とし、多様な商品・市場インフラの導入を行ってい

来、高い価格競争力、信頼性などから多くの個人投資家の

ます。

注目を集めています。尚、本商品は、昨年8月より非個人投資
家による取引も可能となっています。

■ 上場商品について

株365は、くりっく365で培ったノウハウを生かし上場し

金融取では、法人・機関投資家向けにユーロ円3 ヵ月金利先

た、取引所株価指数証拠金取引です。従来の株価指数先物

物等の短期金利先物商品、個人・一般投資家向け商品として

取引とは異なり、
（1）取引期限がない、
（2）国外の株価指数を

取引所為替証拠金取引（くりっく365）、取引所株価証拠金取

円価格で取引できる、
（3）ほぼ24時間取引ができる、等の特

引（株365）
を上場しています。

徴があり、投資家の皆様の様々なニーズに応える商品となっ
ています。

金融取の短期金利先物は、国内外の機関投資家に幅広
く取引されており、世界の市場におけるユーロ円 3ヵ月金利

金融取は今後も、市場のニーズやトレンドに対応した商品

先物の約99％が金融取で取引されています。また本年1月に

の提供、
取引インフラの整備を行い、
市場参加者に求められ

は、円金利スワップ取引のヘッジツールおよび新しい取引機

る金融デリバティブの総合取引所を目指してまいります。

東京工業品取引所は、金や石油などコモディティの先物市
場を開設しています。金は世界有数の市場規模であり、白金

今後も、市場の信頼性及び利便性を向上させるため、以下
に掲げる施策を中心に取り組んでまいります。

は世界一の取引高、ゴムは事業者間の取引における指標とし
て利用されるなど、高い流動性と指標性を持っています。
近年、資源需要の増加に伴う商品価格の上昇や、リスクリ
ターンの改善を図るオルタナティブ投資の観 点から、商品
投資に対する関心は高まり、最近では、欧州債務問題に端
を発した世界経済の混乱から、安全資産としての金に資金
が流入しています。弊社市場においても、新たな収益機会を
求めて、プロップハウスやファンド等の市場参加が増加して
います。
弊社では、このようなニーズの高まりに応えるため、様々な

・2013年2月に農産物市場（大豆、小豆、とうもろこし、粗糖）
を開設
・電力、LPG、LNG、石炭、銅、排出量取引などの上場に向けた
研究
・信頼性向上のため、取引手法の多様化・高度化に対応した
適切な市場監視の実施
・クリアリング機能の整備・強化を目指し、違約対策財源の
増強策の検討、違約時の損失補填ルールの見直し、信用リ
スク管理対策の強化

改革に取り組んできました。取引システムは、Nasdaq OMX
社のシステムへと刷新し、また、取引執行の高速化に対応し
たダイレクトマーケットアクセスやプロキシミティサービスな

弊社は、これらの取組みを通じてアジアの中核的なデリバ
ティブ取引所として確固たる地位を築くことを目指します。

ども提供しています。

株式会社 東京工業品取引所
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.tocom.or.jp/jp

103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-7
MAIL：marketing@tocom.or.jp
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株式会社 東京証券取引所
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.tse.or.jp/

103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1
MAIL：mkt-biz@tse.or.jp

日本経済の応援のため
マーケットから日本を元気にします！

基盤整備の推進」と「新たな企業・投資家への情報発信プロ
モーション」に注力していきます。

昨年度の東日本大震災や歴史的な円高、欧州債務危機等に

＋YOU（ぷらす・ゆー）
〜一人ひとりがニッポン経済〜

より日本経済全体を巡る環境は厳しい状況ですが、日本は復
興に向けて着実に歩み始めており、個々の企業をみても、技術

日本株市場の活性化は東証単独の取組みだけで実現でき

力・国際競争力の高い企業も多く、海外進出の積極化など攻

るものではなく、業界全体ひいては投資家の皆様にもご協力

めの経営に変わってきています。
東京証券取引所は、こうした前向きな変化を加速すべく、日

いただいてこそ実現できるものです。このプロジェクトへ多くの

本株市場の活性化に本格的に取り組むことで、
マーケットから

皆様に主体的にかかわっていただきたく、そのような思いを込

日本を元気にします。

めて、日本株市場の活性化のためのプロジェクトのネーミング
及びロゴマークを作成しました。日本経済とは、何か特別な存

日本株市場の活性化を促すには、企業の成長に貢献すべく
リスクマネーの供給機能を発揮させるマーケット運営が必要

在ではなく、一人ひとりが支え

であり、具体的には、個々の企業の魅力や将来性に着目した中

ているものです。今年度は、ど

長期的な観点での投資がしやすく、多様な投資家層が参加で

うか東証の＋YOUプロジェクト

きる市場環境の整備だと考えます。

を応援してください。

そのような認識の下、日本株活性化のために東証が打つべ
きアクションプランとして、
「日本株活性化に向けた制度改善・

▼プロジェクト詳細はこちら
http://www.tse.or.jp/plusyou/index.html

■ 金融機関のビジネス・モデル変革を支援

３．ミドル・オフィス・トランスフォーメーション

日本IBMは、金融機関におけるビジネス・モデルの変革を

統合リスク管理、情報統合基盤ソリューションによって、リス

支援するため、
「 グローバル化への対応」
「
、グループ連携の強

ク管理、顧客分析、業務最適化を支援します。

化」
「
、コストの最適化」の３つを変革領域とし、金融業界向け

４．フィナンシャル・マーケット・トランスフォーメーション

ソリューション群を拡充しました。

ソーシャルメディアに代表される膨大・多頻度・非構造化で

金融業界向けソリューション群は、４つのソリューション・エ

あるビッグデータを活用し、
商品の差別化や市場分析を支援し

リアに分類され、コンサルティング・サービスとソフトウェアを

ます。

核に、戦略策定から情報システムの構築、運用までを一貫して

お客様のビッグ・アジェンダ実現のために、IBMは最適なインダストリー・
ソリューションを提供し、変革をご支援します

支援します。これら３つの変革領域に対する、４つのソリュー
ション・エリアは次の通りです。

チャネル・システム・トランスフォーメーション
顧客接点の強化

１．チャネル・システム・トランスフォーメーション

��ル・�フィス・
トランスフォーメーション

先進ダイレクトチャネル、次世代営業店、新ATMソリュー
ションにより、顧客接点の強化を支援します。

グルー���

リスク管理
顧客分析
業務最適化

２．コア・システム・トランスフォーメーション

¾先進ダイレクト･チャネル
¾次世代営業店
¾新ATM ソリューション

ビッグ・アジェンダ
グ�ーバル�

¾ 統合リスク管理
¾ 情報統合基盤
（インフォメーション・
マネジメント・
ファンデーション（IMF））

決済システム、銀行のコア・バンキング、保険のコア・システ
ムを支援するソリューションにより、低コスト化、フレキシビリ
ティの向上を実現します。

コスト���

商品差別化、市場分析
¾ ビッグデータ管理
¾ ウェルス・マネジメント
¾ ストリーム・コンピューティング

コア・システム・
トランスフォーメーション
ビジネス変革
低コスト化
フレキシビリティー
¾ 決済システム・
トランスフォーメーション
¾ コア･バンキング・
トランスフォーメーション
¾ 保険システム・
トランスフォーメーション

フィ�ンシャル・マー�ット・ トランスフォーメーション

日本アイ・ビー・エム株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.ibm.com/jp/

103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21
MAIL：IBMGBS@jp.ibm.com

36

日本ティブコソフトウェア株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://spotﬁre.tibco.jp/

163-1322

東京都新宿区西新宿1-26-2

新宿野村ビル

TIBCO Spotﬁ reは、膨大なデータをさまざまな角度から考

ます。簡 易 統 計 から高 度 統 計 連 携 を サ ポ ートし、S+、R、

察出来るデータ解析ソフトウェアです。課題の発見と解決、新

SAS、MATLABの統 計モデルをSpotﬁ reに取 込 み分析 が

しいインサイトの獲得と素早い行動には、個人や組織内に点

可能になります。

在する多様なデータを迅速に可視化し、インタラクティブに分
析・解析することが必要とります。世界的にさまざまな業界で
導入されてきたTIBCO Spotﬁ re製品は、分析機能や分析結
果の見せ方、扱いやすさ、分析スピードなどがユーザから高く
評価されています。利用目的を限定する必要はなく、一般の企
業でもスムーズに導入し、多用途の分析アプリケーションを手
早く用意してWeb経由で活用できるようになります。
日々意思決定を迫られる現場のユーザは、IT部門に大量
のレポートやカスタム・クエリの作成を依頼することなく、必
要なデータをオンラインデータベースやローカルファイルから
自分のPCに読み込み、自由に分析・解析が可能になります。
インタラクティブで視覚的なデータ分析機能は扱いやすく、
データ内の傾向、パターン、外れ値、不測の関係などをこれま
でにないスピードで確認し、様々な知見を得られるようになり

最新のテクノロジーをいかに先行して活用するか、
ということ

シーなシステムをご提供しています。HPは、グローバルな市場

が市場系の課題となっています。
HPは、グローバルな金融機関

での経験を生かしたシステムコンサルティングの提供により、

での先端的なシステムをベースにした銀行・証券会社向けト

最適なシステムを構築いたします。また、ローレイテンシーシス

レーディングシステム、リスク管理システム、および取引所シス

テムは先端的なソリューションを組み合わせて検証する必要

テムを最新のテクノロジーを組み合わせた環境でご提供いた

があり、米国STACでのベンチマークをはじめ、個別のお客様

します。

の要求に応じた検証などもご提供いたします。

❖ 為替、
債券、
デリバティブなどのトレーディングシステム
❖ アルゴリズミックトレーディング
❖ リアルタイム対応リスク管理システム
❖ 取引所システム

グローバルな大手取引所の多くはHPのシステムにより日々
の処理が実行されています。そのノウハウを生かし、数10マイク
ロ秒でのレスポンスという超ローレイテンシーな取引所システ
ムをご提供いたします。

❖ ビッグデータ対応マーケットデータデータベース
特に最近ではHFT、アルゴリズミックトレーディングなどへ
の対応のためにマイクロ秒を争うシステム構築の必要性が高
まっています。 ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
技術を活用したグリッドコンピューティングやサーバー、ネット
ワーク、半導体ストレージなどを組み合わせたローレイテン

日本ヒューレット・パッカード株式会社
▼
▼

URL：http://www.hp.com/jp
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財団法人 日本・ベトナム文化交流協会
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.jvca.or.jp

103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館1階
事務局 MAIL：info@jvca.or.jp TEL：03 -3516 -7177

近年アジア地域の経済発展は目覚ましく、日本との経済交

財団HPの一例です。詳しくは上記URLでご覧下さい。

ベトナム人留学生による
お国紹介

流も日々活発になっていることは喜ばしい限りです。
特にベトナ
ムは、
1986年ドイモイ政策が始まって以降、目覚しい発展を遂

ベトナムの紹介

げています。社会主義国であるベトナムが、色々な情報を発信
・ベトナムのマクロ経済指標
・ベトナムの未来図
・ベトナム観察体験記
・５ケ年計画抜粋
・ベトナム検定のご案内
・ベトナム語教室のご案内
・ベトナムの気候

し各国との交流を深めています。
当財団は、
「日本とベトナムの架け橋」
となるべく、
文化、
教育、
経
済、
医療・人材育成支援を柱とした活動を推進しています。
戦略的パートナーとして相互発展を目指す日越両国を、文

経済交流

化・経済交流面から役割を再構築し両国のさらなる発展を目

・JVCA第8回セミナーのお知らせ
・JVCA第7回セミナーのお知らせ
・JVCA第6回セミナー終了
・JVCA第5回セミナー終了

指してまいります。
当協会の趣旨にご賛同される方々、また日越の文化交流と

ベトナム協力事業部

友好親善にご興味をお持ちの方々のご参加、ご協力をお待ち
しています。

ハノイ、ホーチミン、ダナンに協力事務所があり、ベトナムから
の情報発信に加え、皆様がベトナムを訪問する際の現地での
相談窓口としても、ご利用頂けます。

の商品の特徴を生かし且つ融合したシステム『GyFCompass』

日本ユニシスグループは、
長年にわたり金融機関のお客様の
さまざまな分野での情報化をお手伝いしてきました。
金融機関

を提供し、
常に最新の高度な分析（シミュレーション）
機能や計

業務、
金融商品、
金融工学、
制度・規制に対する専門的知識、
シ

画策定機能・モニタリング機能をスピーディに取り入れ、
多くの

ステム構築・運用のノウハウ、
最新のプラットフォームと開発手

金融機関の経営管理運営の更なる高度化をサポートします。

法でリスクと収益の統合管理を実現するソリューションをワンス
トップで提供します。
フロントオフィスからバックオフィスまで、
シ
ステム検討から導入、
運用、
保守、
更改まで、
万全のサポート体
制で金融機関の健全で効率的な経営を支援します。

■ 納得性の高い経営管理システム（GyFCompass）
金融機関では、異なる経営環境・経営資源の中で経営戦略
を策定し、
業務運営PDCAを実行しています。
この業務運営のコックピットとして、リスク管理・収益管理
は不可欠なものであり、それを支える経営管理系システムに
は、納得性の高いリスク／収益把握が求められます。
日本ユニシスグループでは、
このご要望に応えるため、
弊社
主 力パッケージ『ValueStage-NE』
『SkipperBanking』
、
の2つ

日本ユニシス株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.unisys.co.jp

135-8560

東京都江東区豊洲1-1-1
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ニューメリックス・ジャパン株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.numerix.com/ja-jp/home

100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階
MAIL：motomo@numerix.com

ニューメリックスは米国ニューヨークに本 社をおき、世界
20 ヶ所で事業を展開しております。高度なモンテカルロ・シミュ

（CAIL）
をリリースし、
CASとCAILによりプライシングエンジン
とインフラストラクチャーの融合を実現させました。

レーションにより、複雑なデリバティブ商品のプライシングエン
ジンとして高い評価を受け、現在500社以上のユーザーを持
ち、デリバティブ評 価の世界標準として認知されています。
ニューメリックスは定量的アプローチの分野において最先端
のモデルやメソッドを提供していくため、業界の著名人をメン
バーとして迎えたAdvisory Board Meetingを設けており、直
近では、
OIS, マルチカーブプライシング、CVA・FVA等につい
て議論が盛んに行われています。日本市場では、ハイブリッド
フレームワーク上でのアメリカンモンテカルロ・シミュレーショ
ン に よるPFEやCVAのExcelベ ース 計 算 ツ ール、Numerix
CrossAsset Advanced RiskがPFE/CVAの評価用ツールとし
て多くの実績をあげています。また、ユーザー様からの強い要
望により、Nuemrix CrossAsset を高速且つスケーラビリティ
に対 応させ た次 世代Software Development Kits（SDK）、
CrossAsset Server（CAS）とCrossAsset Integration Layer

■ Broadridge Financial Solutions
Broadridgeは銀行、証券会社を中心に多種多様な業界の要
望に対応した高品質のテクノロジー サービスを提供する業界
屈指のソリューション プロバイダー
●卓越したサービスの提供により、顧客維持率は99％に及ぶ
●金融機関ミドル・バックオフィス向けの商品及びサービスは、
グローバル市場を広範囲にカバーし、取引処理量は金額
ベースで日次4兆米ドルに及ぶ
●株主・発行体間のコミュニケーション分野においては、年次
処理量10億件を超えるマーケット リーダー

及び社外からのあらゆるデータの突合を実現
●ほふり決済：約定照合及び振替を行う為の、ほふりとの接続
機能を提供
●日銀決済：日本国債及び円決済の為の日銀ネット接続アダ
プターを提供
●カストディー サービス：海外支店をはじめとする非居住者
取引処理の効率性向上と高い費用対効果を実現
●コンファメーション マッチング：約定データ照合の完全自動
化を提供
●フィー・手数料管理：各種手数料及びフィーに係る収支の
一元管理を実現

■ 日本におけるBroadridge
ユーザーの様々なニーズに対応する為の商品開発に投資を

●SWIFT ソリューション：SWIFTネットワークとホスト間を
接続し、最先端のワークフロー・コントロールを実現

続け、
現在日本市場における利用可能なサービスは以下の通り：

●議決権行使の電子化：東京証券取引所、日本証券業協会及

●証券取引の決済処理：国内及びグローバル市場において、

びBroadridge 3社合弁により発足したICJが議決権行使の

マルチ アセットの決済処理システムを提供

電子化サービスを提供

●リコンシリエーション：商取引の決済サイクルにおいて、社内

株式会社 ブロードリッジ・ジャパン
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.broadridge.jp

102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア10F
営業・マーケティング 高橋秀幸
MAIL：hideyuki.takahashi@broadridge.com TEL：03-5212-6311（代表）
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マークイットグループ日本株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.markit.com/

105-6226

東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー26階

■ Markit EDM‐エンタープライズ・データ管理

高度化・複雑化・高速化‐バーゼル規制、ソルベンシー規
制、CVA等、トレーディング、リスク管理に関する業務・規制

Markit EDMは金融ソリューションに特化したエンタープラ

要件は常に進化し続けています。そのためシステム開発プロ

イズデータ管理の次世代ソリューションです。Markit EDMプ

ジェクトはこれまで以上のリスクにさらされています。マーク

ラットフォームは、市場、取引、銘柄、カウンターパーティデータ

イットの実績と経験がお客様のプロジェクトリスク削減をサ

等、金融機関内で幅広く利用されるデータのセンター・ハブと

ポートします。

して、分析、
マッチング、監査証跡、ワークフロー、例外処理等の
機能を提供します。70社を超える導入実績と、フロントシステ

■ Markit Analytics‐エンタープライズリスク管理

ム、データフィード等との既に開発済みの160以上のメジャーシ

Markit Analyticsは当初、スーパーコンピュータのパフォー

ステム用のアダプターが、お客様の導入期間を短縮するととも

マンスを標準的なサーバ上で実現する事を目的に設立されま

に導入リスクを削減します。

した。この超高速のベクトル計算エンジン上で動作するプライ

■ マークイット

シング、金融リスク管理ソリューションはグローバル又各国の
トップティアの金融機関で導入いただいています。カウンター

マークイットは2500人以上の従業員を持ち、
金融情報サービ

パーティリスク計量において、お客様が内部モデルの採用の

スを提供する世界有数のグローバル企業です。
市場の透明性向

承認を当局から認可を受けた世界で最初のベンダーソリュー

上、
オペレーションリスクの軽減、
業務の効率向上を主要目的と

ションです。

し、
全ての資産クラスを対象とする公正かつ正確な金融データ
及び時価評価、
トレード・プロセッシングを提供しております。

MATLABは上記の課題を解決するために必要とされる

MATLABは世界に100万人以上のユーザを誇る科学技術
計算向けプログラム環境です。NASAを始めとする航空宇宙

機能を提供します。例えば、

業界、
自動車業界を始め、
科学技術計算を必要とするあらゆる

・幅広い産業界で実績のある、
豊富かつオープンな関数ライ
ブラリ

産業界で活躍しています。

・複雑なデータを可視化する強力なグラフィックス関数
・簡単かつ高速に行列演算を実現する強力な計算エンジン

金融業界においても、米国の上位10行中9行の銀行、上位15
社の運用機関、上位15中12のヘッジ ファンド、全FRBを含む

また、
データへのアクセス、
分析、
モデル開発、
実装といった

政府系金融での採用など、高い実績を誇ります。アルゴトレー
ド、リスク計量化、プライシング、ポートフォリオ分析、保険数理、

タスクを同じ環境下で実現し、
ワー

計量経済など、幅広い業務での分析、モデル開発、実装に利用

クフロー全体を効率化します。
結果

されています。

としてC/C++やVBAに比べ極め
て短時間で定量的アプリケーショ
ンの開発が可能となります。

様々な部門の金融エンジニアから共通して、以下のような課
題を耳にいたします。

導入のご相談、製品デモ、無料

・複雑化する金融モデルをより短期間で開発
・ホワイトボックス性の確保

評価版のご利用など、お気軽にお

・大規模化するデータを処理する計算パフォーマンス

問合せ下さい。

MathWorks Japan
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.mathworks.co.jp

107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ7F
営業部 MAIL：sales@mathworks.co.jp TEL：03 - 6367- 6700
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ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.moodysanalytics.com

105-6220 東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20階
MAIL：clientservices.japan@moodys.com

■ 統合的リスク管理ソリューションを多岐にわたり提供

を活かしたデータ・インテグレーション、
高度な信用ポートフォリ

ムーディーズ・アナリティックスは、金融機関のお客様が日々

オ・リスク分析と経済資本計算、
各種シミュレーションやFTP分

の業務で必要とされるサービスを経営企画・管理、財務、経

析等を可能とするALM・流動性リスク管理、
任意のシナリオ策定

理、リスク管理、フロント～ミドル～バックオフィス業務、等の

に基づくストレステストの支援、
バーゼルやソルベンシー等の規制

多岐にわたる分野で提供しています。

に基づくレポーティング・監査機能等のソリューションをご用意し

従前より、格付機関（ムーディーズ・インベスターズ・サービ

ております。
弊社が提供するERSソリューションは金融機関のお客

ス）の信用格付やリサーチを提供するサービスに加え、各国及

様の業務インフラ・金融モデリング・ガバナンスの強化を通じて

び特定地域のマクロ経済データ、複数シナリオを前提とした

経営の高度化をサポートし、
お客様がかかる経営基盤を通じたよ

経済・市場予測、豊富なデータベースに基づく個社別のPD/

り戦略的なビジネス展開への一助となることを企図しております。

1

LGD等の信用リスクデータ、
洗練されたメソドロジーに裏付け
られたコリレーション分析、広範な仕組商品の分析ツール等
を提供し、ご好評を得て参りましたが、特に最近ではエンター
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RiskOrigins

PortfolioFrontier

RiskAuthority
RiskIntegrity

RiskConfidence

ＥＲＭプラットフォーム －DataMart (RiskFoundation)

プライズ・リスク・ソリューション（ERS）の一環として、最先
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端のソフトウェア・パッケージをトータルに提供しています。

■

次世代金融機関における経営の高度化に資する
パッケージ・ソリューション
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RiskCalc

CreditEdge

Commercial
Mortgage Metrics

LossCalc

Reseachｻｰﾋﾞｽ

ERSの分野では特にパッケージ・ソリューションの柔軟な特性

弊社（ロンバード・リスク社）は、クロスプロダクトに対応し

OTCデリバ、Repos、そして、証券Borrowing、Lending等の

た 統合担保管理システム及び監督官庁向け報告書作成（ドッ

一元管理が出来る担保管理システムで、マージンコール、リコ

ド‐フランクTitle VIIを含む）システム、を金融サービス業界

ンサイル、ISDAディスピュートの管理、CCP、電子メール等に

に提供しています。

も対応し信用リスクを減らす為にお役にたてます。

1989年にロンドンで創立されて、海外オフィスは米国では、
ニューヨークとニュージャージーに、アジア太平洋地域には、
香港、上海、シンガポール、東京とムンバイに又ケープタウン
とルクセンブルグにオフィスが有ります。

■ REPORTER‐global regulatory reporting
金融機関の本社及び支店、現法での規制・管理当局向け報
告書作成システムであり、すべてのバーゼルIIIの資本量と流動

弊社のソリューション群は豊富な実務経験を有した者により

性計算を含む詳細な管理及び計算機能を提供しています。も

開発されており、クライアントは銀行、─世界の「トップ50の」金

ちろん複数のソースシステムよりの情報を取り入れ報告書を作

融機関の30以上が顧客─でありその上に、英国で営業している

成するために豊かなETL機能によってそれは実現されます。

銀行のほぼ半分が顧客です。又その他、世界のアッセト・マネー
マネージメント会社、ヘッジファンドと多岐に渡っております。

ロンバート・リスクのREPORTERはイギリスのマーケット・
リーダーであり、市場のほぼ40%のシェアーをしめ、そのうえア
ジアとヨーロッパの多くの国で、かなり高い市場占有率があり

■ COLLINEⓇ－ISDA準拠による担保管理システム
豊富な実務経験を持った者により設計され、エンド・ユーザ
の端末は最新技術の、ウェブ・ベースです。クロスプロダクト

ます。
因みにREPORTERは、ストレステストとシナリオ分析のた
めのLISAにも対応しております。

Lombard Risk International
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.lombardrisk.com

105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階
MAIL：Marketing@LombardRisk.com TEL：03 -5532-7454
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ワールドゴールドカウンシル
▼ ▼
▼ ▼

URL：http://www.gold.org

107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館19階
MAIL：takahiro.morita@gold.org

ワールド ゴールド カウンシルは金市場の育成を目的とする
組織です。投資、宝飾、テクノロジー、政府関連分野において、
金に対する持続的な需要を喚起するためのリーダーシップ活
動を行っています。また、需給動向や資産クラスとしての金に
ついて、定期・不定期のリサーチ・レポートを刊行しており、
主な定期刊行物として、季刊「ゴールド・デマンド・トレンド」
（「Gold Demand Trends」）および季刊「ゴールド・インベス
トメント・ダイジェスト」
（「Gold Investment Digest」）などが
あります。その他、金や金投資に関連する様々なテーマについ
てタイムリーな研究調査レポートを発行しています。これらは
当社ウェブサイトwww.gold.orgより無料でダウンロードしてご
覧になれます。
ワールド ゴールド カウンシルは世界の主要金鉱山会社をメ
ンバーに持ち、英国本部のほかにインド、極東、トルコ、欧州、
米国などに拠点を持っています。

♦

GMS2012 主催者ご挨拶

協創の場に集う
リッキーマーケットソリューション

富田

秀夫

金融市場・リスク管理分野に焦点を合わせたコンファレン

ギとなる。ナレッジ創造のための有機的なよりどころである

スの企画・運営を始めたのは2008年2月のことで、
ベア・スター

「場」で、双方向かつ能動的なアイデアを出し合うことで価値

ンズ救済で表面化する本格的な金融危機の前夜だった。あれ

協創が実現し、保井俊之慶大教授が呼ぶところの「協創力」

から4年半が経過したが、小康状態を挟みながらも、現在の

を高めることが期待できる。

ユーロ危機に至るまで、金融市場の緊張状態は継続している。

振り返ると、協創の場作りに奔走してきた4年半だったかも

しかし、手を拱いていた訳ではなく、金融危機の教訓に学ん

しれない。マイケル・クスマノ氏は『君臨する企業の「6つの

だ新たな国際規制の枠組みは合意がなされ、今後も見直しは

法則」』の中で、優れた製品ではなく、優れたプラットフォーム

必要だが、実施の段階を迎えている。危機に対応する人々の英

を持つ重要性を指摘している。プラットフォームは、業界内の

知が試されるといっても過言ではなかろう。

複数企業が協調的に活動し、全体の収益構造を維持・発展

未曾有、想定外と形容される事態に対応するためには、一人

させるエコシステムの中心となるからだ。GMSも、金融におけ

の人間の知恵では限界がある。活発な議論によって、文殊の知

る価値創造のためのプラットフォーム化を志向している。

恵が生まれる可能性が高まりそうだ。企業経営においてもリー

今年のGMSは、
過去最多の37の企業・団体が参加し、
最新

ダー像が変化し、カリスマ的なリーダーではなく、チームワーク

の金融ＩＴソリューション展示と63の講演・パネルディスカッショ

重視の協調型リーダーが求められているとの指摘もある。

ンが繰り広げられるイベントになった。
多くの参加者を得て、
金

企業内では、多様性を持つチームの中から、新たな価値を見

融市場活性化に貢献する協創の場となる事を切望している。

いだすリーダーが出現すれば、イノベーションが可能になるが、

GMS終了後、弊社も体制を一新し、次のステージを目指す

様々な業態で支えられる金融市場では、ステークホルダーを集

ことになりました。これまでの皆様のご支援に対し厚くお礼

めた「場」
（野中郁次郎氏らの著作に詳しい）の設定自体がカ

申し上げます。今後ともRMSをよろしくお願い致します。（了）
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Market Solutions Review

女王のダイアモンド・ジュビリー

Market Solutions Review

ハイドパークのふくろう

ロンドン在住 松谷 浦
日本でも盛んに報道され、4日間にわたった様々な催し物の

1997年のダイアナ妃の事故死 直後、女王陛下の人気が一

いくつかを皆さんもテレビでご覧になったかと思いますが、エ

時急降下しましたが、その後世相を常に理解することに努力し

リザベス女王の王位60周年記念は、エジンバラ公の急病を除

て、自ら先に立って英国皇室全体の改革を静かに成し遂げて

き、先月初めに無事お祝いされました。ロンドンにおける記念

来たのもエリザベス女王です。通常のリーダーとは違い、自分

行事の準備は、その数週間前から街中を通じて目にしていま

の意見を公開することのみならず、気持ちの表現すら抑えなが

したが、交通の混乱と悪い天気の予報、更に4日間の連休を無

ら、国（そして連邦の国々）の安定性を60年も維持して来たの

視するわけにもいかず、我が家は一同郊外に退去し、テレビの

です。政治や経済には上がり下がりがあり、リーダーの信念と

前の特等席から各行事を応援していました。

手法に伴って社会が変わります。そういったリーダーを自由に

歴史の厚さを痛感させる各行事の崇高さはもとより、古さと

選べるのも民 主 主義の有難

新しさを織り交ぜた演出の工夫から、群衆のコントロールを含

さですが、エリザベス女王が

む催し物の徹底した準備、そして女王陛下自身の王位60周年

保って来たのは、人間一人一

をこなしてきた温かな厳かさまで、色々と改めて感心する点は

人の 権 利 ではないでしょう

沢山ありました。しかし、私の心に一番残ったのは、人種・年

か。10年先のプラチナム・ジュ

代等のデモグラフィーだけでなく、宗教や政治的信念と言った

ビリーには、今回よりも積極

枠を越えた国民の自発的支援と参加です。トラファルガー広

的に参加したいと思います。

場からバッキンガム宮殿に向けたThe Mallを埋めた群衆を見
て、つくづくこれが正に民主主義の素晴らしさであると感動し
ました。

編集後記

記事・広告の掲載をご希望される皆様へ

日曜日の朝、サイクリングの帰りに東京競馬場に寄った。何カ月ぶ

●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。

りだろうか、久し振りである。付近の街並みは少しも変わっていな
かった。禁煙になったスタンドに座り、
函館、
福島、
阪神等各地のレー
スを見ながら、
ディープインパクトは今年どんな産駒を送り出すのだろ
うかと考えていたら、
あっと言う間に予定の30分が過ぎてしまった。
日本三大急流の一つ最上川の水で磨かれ、山形県が産んだ酒米
「出羽燦々」を使った銘酒「出羽桜」
（でわざくら）が美味しい。何も知
らずに買った人がその美味しさに驚き、はまるお酒だ。フルーティで、
味も香りも格別。一言で言えば「美しいお酒」である。これからの季
節、
「冷や」がお薦め。
裕次郎

次回の発行
●インターネット版と雑誌版を9中旬頃にアップ・発行する予定です。

ご期待下さい。
Market Solutions Review
Vol.5 No.4（通巻29） 2012年7月12日発行
編集人
発

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

長谷川 旭隆 aki.hasegawa01@gmail.com
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固くお断りします。
事前にご相談ください。

事業には信用が第一である。世間の信用を得るには､ 世間を信用することだ。個人も同じである｡
自分が相手を疑いながら､ 自分を信用せよとは虫のいい話だ｡
渋沢 栄一
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