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要旨 

 

本文書はシナリオ分析とストレステストに関する保険数理上の観点を示すものである。企

業の財務状態に対するリスクの分析の一環として、こうした方法は有効なリスク管理とマ

クロ健全性の監視にとって不可欠なツールである。これらの方法は企業の財務的脆弱性に

対する、その企業の利害関係者の理解を高めることを可能とする。 

 

一つのシナリオは、もっともらしくかつ可能な限り不利と思われる一組あるいは一連の事

象によってもたらされる、整合的な長期間にわたる将来の世界像を記述する。ストレステ

ストは、企業の重大なリスク間の相互関係を反映し、通常はその企業に対して深刻な影響

をもたらす極端なシナリオに対する評価を提供する。 

 

同時にこれらは、企業に必要とされる適正な資本を決定するために確率で重み付けた将来

のシナリオを用いた経済資本モデルの活用を補うものである。内部モデルとは対照的に、

シナリオ分析とストレステストは特定のシナリオを引き起こす事象ないしは一連の事象の

財務的影響を十分詳細に評価し、これによってその原因を特定することが可能となり、企

業に対するその影響を理解できるようになる。従って、企業が不確かなテールリスクに対

して脆弱であるのか否か、およびそれが何故か、に対する理解を深めるためにシナリオ分

析とストレステストを利用できる。 

 

経済資本モデルそしてシナリオ分析とストレステスト――これら 2 つの手法の価値を企業

は認識する必要がある。その目的は、特に発生の可能性がきわめて不明確であるような特

定のシナリオによってもたらされる企業のリスクとチャンスをとらえ、これを評価するこ

とである。 

 

シナリオ分析とストレステストの結果は、特定のシナリオや何がそのシナリオを引き起こ

すのかに関する明示的な記述といった内容も含め、経営幹部や取締役会のメンバー、その

他の利害関係者に明確に伝えられ、理解されることができる。シナリオ分析とストレステ

ストはまた、ある事前に設定された水準の財務ストレスをもたらすようなシナリオ及びリ

スクの型を特定することにも活用することができる。シナリオ分析とストレステストは、

潜在的に不都合な真実に対して意思決定者の注意を喚起でき、単一の 良推定に基づいた

予想結果あるいは数値ではなく一定の範囲の予測に基づいて、企業が事業戦略を立てるこ

とを可能とする枠組みを提供できることから、これらの活用によって企業のリスクカルチ

ャーを高めることができる。 
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はじめに 

 

内部モデルの利用は、財務状態と資本ニーズを評価するために、世界中の金融機関の経営

者、規制当局、そして格付け機関にとってますますその重要性を増している。現在ではい

くつかの規制当局は規制上の必要資本要件1を決定するために、そして格付け機関は優れ

たリスク管理の証としてこうしたモデルを活用している。また、企業は自社の企業戦略を

策定し、さらにこれに磨きをかけるために自社の結果を利用している。 

 

国際アクチュアリー会は内部モデルの策定と利用に関するガイダンス2をすでに作成して

いる。内部モデルは、一般的には企業の財務状態を予測するために利用される――これに

は経済全般、企業が事業を行う環境、そして企業の事業運営状況に関する一組の予測に基

づき、将来の一定期間にわたって、その企業が自らの契約者に対し義務を履行する能力を

測定することが含まれる。経済的仮定はしばしば内部モデルに含まれる確率論的ジェネレ

ーターにより導き出される。一定の期間にわたる歴史的経験あるいは現在ないしは直近の

状況に基づいたパラメーターが利用される。こうしたジェネレーターの信頼性は、選ばれ

た基本的な確率分布、及びジェネレーターのパラメーターを決定するために利用されたデ

ータによって決まることになる。 

 

こうしたモデルに共通の欠陥としては、使用される確率分布において十分に「ヘビーな

（重い）」テールが欠けていること（広く活用される確率分布の多くに共通）、および代

表的な範囲の条件をとらえるには不十分な長さの期間から得られた分布のパラメーターの

キャリブレーションが欠けている事が挙げられる。対照的に、 近の経験を考慮すればよ

り明らかになるかもしれない 新のドライバーとトレンドを、モデル構築者がベースとな

る予測において検討しないようなときには、これとは異なった欠陥が発生する可能性があ

る。 

 

モデルが企業に対して「深刻な」ストレスをもたらし得る過酷な（確率分布の「テール」

における）状況を十分に考慮していない場合には、それによって得られる結果は発生し得

るリスクと不確実性を適切にとらえていないかもしれない。金融機関に対するストレスは、

さまざまなリスクファクター（そのいくつかは計測不能である）の複雑な一連の相互作用

の結果である可能性がある。こうした相互作用はしばしば固有のものであり予測困難であ

るが、一般的なストレス条件から生じることが想定される相互作用は、一定の範囲の起こ

りうる将来を反映できるよう、十分に内部モデルに組み込まれているかもしれない。 

 

利用される確率分布がヘビーテールを含むとしても、すべての起こり得るストレス環境あ

るいは不測の事象が、確率論的シミュレーションにおいて考慮されるわけではない。言う

                                                      
1 ソルベンシーII、トレーディングブックについてのバーゼル II、カナダ及び米国の RBC を参照のこと。 
2 IAA Note on the Use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers   
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までもなく、とりわけ 近発生した危機を踏まえれば、企業の財務状態、特にその支払能

力に関する環境にに対して起こり得るある範囲の仮定がもたらす影響を調査し、活用に向

けたリスク管理戦略を作成することは重要である。確率論的方法の限界は、こうした方法

は期待される費用、選好、あるいは価格に焦点を当てているために、複数のシナリオの加

重平均を反映しているゆえ、実際の（実際に発生する以前にはあり得ないと考えられたと

しても）シナリオのいくつかが潜在的に悲惨な結果を伴う過酷な状況を示すものであると

しても、こうした方法がこれらのシナリオがもたらす影響に重点を絞り込んでいないこと

にある。 

 

したがって、特定の種類のシナリオの影響について研究し、これに備えるために、内部モ

デルは、個別のシナリオがもたらす影響及びこれに応じて利用される現実的な緩和手法の

評価に適用される。決定論的シナリオの研究はまた、感応度テスト、経営戦略と業務計画

の策定、商品開発、そして財務計画などのその他の目的にも役立つかもしれない。加えて、

システム全体及び／またはある範囲のないしはある種類の個別企業に対してもたらされ得

るシステミックリスクの影響を測定するために、規制当局は、規制当局の権限下で営業す

るすべての企業がテストすることを義務づけられるものとして特定のシナリオを指定する

ことができる。 

 

本文書は、保険会社及びその他金融機関が感応度分析とストレステストにおいて利用でき

る有用な決定論的シナリオの策定に役立つ可能性のある考察について検討する。本文書は、

系統的かつ綿密な「what if（仮定）」分析を通して、感応度とストレスが金融サービスの

企業ないしは業界に対してもたらす影響を評価すること、そしてその理解を深めること

を主眼点としている。本文書は「内部モデル3」そして「全社的リスク管理（ERM）4」に

関する IAA の文書と併せて読むと も有用となり得るだろう。 

 

定義 

 

シナリオ、ストレステスト、そして感応度といった用語はしばしばほとんど同じ意味で利

用されている。本報告書においては、これらの用語を下記の要領で区別する： 

 

                                                      
3 IAA Note on the Use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers  
4 IAA Note on Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry 
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1. 「シナリオ」は、ある時点ないしはある期間にわたって発生し得る将来の環境である。

分析される期間にわたるシナリオの影響の予測は、特定の企業、業界全体、あるいは

国家経済のいずれかを対象とすることができる。検討するこうした状況の適当な評価

を確定するために、おそらくはいくつかのリスクファクターの識別とシミュレーショ

ンを通して、しばしば複数の期間にわたる一つあるいは複数の出来事ないしは状況の

変化を予測するだろう。あるシナリオにおけるこうした出来事ないしは状況の変化が

もたらす影響は、唯一つの変数あるいはリスクファクターの突然の変化に起因するシ

ステムに対する影響から生まれる可能性がある。シナリオは、長期にわたる多くの要

因の変化、そしてこうした要因の相互作用を含んでおり、複雑になることもあり、お

そらくは一連の次々と発生する（カスケード）出来事によって生じる可能性がある。

シナリオを生み出したリスク（出来事）を含めて、シナリオの背後にある物語（スト

ーリー）を提示することはシナリオ分析において役立つかもしれない。 

 

将来は不確実であるため、多くの考え得るシナリオが存在する。加えて、それぞれの

シナリオに起因して企業に対してもたらされる、さまざまな財務的影響が存在するか

もしれない。選択したシナリオ期間中の財務的影響の予測は、世界の現状がいかに展

開する可能性が も高いかに関して、モデル作成者の 善の予測を使ったものとは異

なるかもしれない。それでもやはり、代替シナリオの分析は、関与する利害関係者に

対して有用な情報を提示する可能性がある 

 

起こりうるシナリオの影響に関する研究は、事業計画及び期待損益の予測に役立つも

のであるが、めったにない及び／ないしは破局的な将来の事象、あるいはやや悪化の

シナリオについてでさえ、その影響の評価には有用ではない。重大なないしは不測の

悪影響を含むシナリオは「ストレス」シナリオと呼ばれる。 

 

2. 「感応度」は、将来の環境に関する一連の代替仮定がもたらす影響である。この代替

図１ 

重度のストレス 

重

大

性 

低ストレス 

単一リスク、 
単一期間 

複数のリスク、 
相互作用、 
複数の期間

複雑性 

ストレステスト 
リスク管理と

規制のための

ストレステス

ト／シナリオ 

シナリオ 
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シナリオは、短期間または長期間にわたって発生する単独または多数の代替リスクフ

ァクターによってもたらされる結果であり得る。感応度テストで利用されるシナリオ

は、通常は、こうしたリスクファクターにおける相対的に小幅な変化、あるいはその

発生の可能性を示すものである。 

 

感応度テストはシナリオの影響を示すものであるため、これは通常は多数の関連ファ

クターの影響を反映する。その他のファクターとの相互関係を反映せず一つのファク

ターのみが変化する感応度テストの結果については、慎重にレビューする必要がある

（ただし一度に一つのファクターのみを変えるモデルを実行することは、利用された

モデルの妥当性を実証するにあたっては有用であると証明されるかもしれない）。感

応度テストは、場合によってはモデルのパラメーター間の非線形性および相互関係を

含めて、根底にある確率分布に対してさらなる仮定を適用することによって、ボラテ

ィリティーやその他数量を計算するツールとしてしばしば利用される。 

 

3. 「ストレステスト」は、数カ月ないしは数年といった長期間にわたり得る、特定の一

連の重大な悪条件下での、ある企業または経済の財務状態の予測である。その条件は、

何か月あるいは何年にも及ぶかもしれない厳しい結果を伴う、複数の期間にわたるい

くつものリスクファクターがもたらす結果であるかもしれない。あるいは、リスクフ

ァクターはたった一つしか存在せず、しかも短期間で終わるものであるかもしれない5。

ストレステストの根拠をなすシナリオの見込みは、極端だが起こりうるものと言い表

されてきた。 

 

下記の図にある見通しは 善の予測を示している。したがって、ここからの逸脱は感応度

シナリオおよびストレスシナリオがもたらす影響である可能性がある。 

 

                                                      
5 ソルベンシーII では、ストレステストは単一の極端な事象がもたらす影響の分析と定義されており、他方で

シナリオ分析は事象の組み合わせに対する評価である。こうした定義は本文書において利用されている用語

の定義と一致している。 
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ストレステストは感応度テストの一般的な形式であり、内部管理上はもちろん規制当局に

とってもとりわけ有用なものである。本文書においては、いくつもの事象を引き起こす単

独の破壊的な出来事により誘発される一層複雑なシナリオの策定に私たちは焦点を当てる。

たとえば、下記の状況を考えてみてほしい： 

 

「2007 年に始まった金融危機」：この危機は米国の住宅市場の深刻な減退に始まり、その

後証券化された金融商品の市場の過熱と停止が発生し、これが今度は多くの国々における

一般的な信用危機、株式市場の厳しい落ち込み、そして厳しい景気減速をもたらすことに

なった。こうした複数の影響を組み込んだシナリオは、金融市場の異なる参加者間の緊密

で複雑な相互関係に起因し、数カ月間ないしは数年間にわたって展開する可能性がある。

この事例は、金融市場の一部（たとえばサブプライムの貸出機関など）が経験した財務的

ストレスが今度は全世界的な金融システムに影響し、投資銀行、ヘッジファンド、そして

保険会社を含めた、関連するそして表面的には関連していない金融機関の双方に、こうし

た市場参加者たちがたとえサブプライム関係の投資をしていないとしても、影響をもたら

すことを示唆している。このような困難は金融界をはるかに超え、経済全般に大規模な影

響をもたらし得る。 

 「強制的資産売却」：ある事象が市場参加者の一部に対して損失をもたらすときに

は、市場参加者はその資産の一部を売却するよう強制され、それが今度は当該資

産の市場価格を引き下げることになる。類似資産を保有する企業は 初に発生し

た損失には直接さらされていなかったとしても、その後やはり損失を被る可能性

図２ 

ストレスシナリオ

ストレスシナリオ

シナリオ

シナリオ

予測 
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がある。この有名な事例は 1970 年代のハント・ブラザーズによる市場における銀

の買い占めの試みである――このときには銀の価格が下落すると、ハント・ブラ

ザーズは保有する畜牛の売却を余儀なくされ、これにより畜牛の価格も下がるこ

とになった。 

 「一連の事象」：深刻なカタストロフは、企業を同時に発生する財政負担だけでな

く、数カ月ないしは数年にわたって展開し得る一連の影響にさらすことになる。

このような場合に初期事象のみを検討することは、企業が経験するかもしれない

財務的ストレスを大幅に過小評価することになり得る。しかしながら、すべての

あり得るシナリオを考え抜くこと、ましてやその結果的な影響を予測することは

不可能とは言わないまでも困難である。また、シナリオを利用することの目的は

将来の事象を予測すると言うよりは、ある種の状況下での事象または変化の種類

を企業が事前に計画することを可能にし、類似した（必ずしも全く同じではない

までも）カタストロフが発生した場合に備えることである点を思い起こしてほし

い。 

 「単独事象」：いくつかのカタストロフは一つの初期事象に限定されることがある。

バス事故あるいはひょうを伴う嵐が一層深刻な事象の到来をもたらすことはまず

あり得ないが、いずれの事象も不運な個別の保険会社そして影響を受ける個人に

とってはカタストロフになり得る。したがって、ストレステストはこのような

「より単純な」シナリオも同様に網羅することが適切であろう。 

 

設定されるシナリオは、しばしば仮想のないしは実際の事象によって引き起こされた中間

的あるいは 終的な状態であるが、金融政策の変更に関連する金利といったトレンドの継

続、あるいは状態の変化の結果であることもある。 

 

下記の図に示されるように、感応度テストとストレステストは明らかに関連している。こ

れらのテストは単純な感応度シナリオから複雑なストレスシナリオにまで及ぶ連続したつ

ながりの中に存在している。 
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 例 利用法 

単一因子感応度 金利が 1bp 変動。 
株式市場のわずかな

下落。 

分析的計算のための近道 

多因子感応度 金利が 1bp 変動し、株

式市場がわずかに下

落する 

分析的計算のための近道 

単一因子シナリオ 金利が中程度変動す

る。 
航空機事故が発生す

る 

その後の事象の続発をともな

わない単一事象。軽度の事象に

対処するリスクアペタイトと

戦略の設定を支える 

単一因子多期間シナリ

オ 

金利が中程度変動す

る 
長期間の計測期間にわたって

継続する単一事象。経済／ビジ

ネス環境における変化に対処

する戦略の設定を支える 

多因子単一期間シナリ

オ 

中規模の自然災害 複雑な事象。リスク管理、リス

クアペタイト、そして戦略設定

を支える 

多因子多期間シナリオ 経済環境の変化 複雑な事象。リスク管理、リス

クアペタイト、そして戦略設定

を支える 

多因子ストレスシナリ

オ 

テロリスト事件、大規

模な自然災害 
複雑な事象。大規模災害事象に

対処するリスク管理、リスクア

ペタイト、戦略 

多因子多期間ストレス

シナリオ 

深刻な世界的流行病、

大規模な財政破綻 
複雑な事象。大規模災害や経済

／ビジネス環境の変化に対処

するリスク管理、リスクアペタ

イト、戦略 

   
 

 

シナリオの利用 

 

シナリオは、企業の財務的脆弱性、そして保険会社などの個別金融機関及び法域内の業界

全体の双方の破綻に対するエクスポージャーを評価するために、さまざまな手法で利用さ

れ得る。また、企業と規制当局が利用可能なさまざまな軽減のための経営上のオプション

の有効性の評価にも役立つ。下記のセクションではこうした活用のいくつかについて説明

していく。 

 

ソルベンシーテストと財務状態報告 

 

企業がその契約者そして預託者に対してあらゆる債務を果たすに足りる資金を保有してい

るか、あるいは保有できるかどうかを判断するには、財務分析におけるその企業の財務体

複雑性と説明能力 図３ 
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質の評価が基本的な関心事項である。ソルベンシーテストは、シナリオが企業のソルベン

シーに対してもたらす財務的影響の重大性を検証する6。このテストはストレステストの

一つのタイプであり、ここでは企業が持ちこたえ、継続企業として生き残ることができる

財務上の負担の種類と程度が評価される。しばしばこのテストは、ある求められる水準の

安全性で、契約上の支払いが確実に履行されるように設定される規制上の必要資本要件を

企業が満たせるかどうかに照らして検討される。 

 

株主の物の見方は通常その財務的な目的に関連している――つまり、それは自らの投資に

対して望ましい程度の収益をあげ、過度ではないものの十分な株主資本を獲得することで

ある。この目的は、企業がそのビジネスモデルを反映して利益のあがる成長に向けていか

に有効に経営されているかを重視している。株主が考慮するリスクは規制資本によってお

そらくはカバーされているが、こうしたリスクは良好な成長と収益性に直接関連するリス

クも含むかもしれない。このようなリスクは新契約を獲得する能力、その商品を適切にに

価格設定し自らの保険契約を管理する能力を包含するが、こうしたリスクは異なる種類あ

るいは複雑さのシナリオないしは指標の評価を求めるかもしれない。加えて、経済全体に

対するリスクが存在するが、このようなリスクは納税者ないしは一般市民がさらされるリ

スクという形で現れる。 

 

単一の定量テストでは、企業の財務的成功に関わるリスクと不確実性を完全に見通すこと

はできない。経済確率論的ジェネレーターによって決定される内部モデルは多くの有用な

情報を提供できる。他方で、適切なソルベンシー評価は、シナリオに基づいた感応度分析

とストレステストを含むことになるだろう。多くの場合、分析モデル（たとえば利用され

る経済確率論的ジェネレーター）は、まれにないしはおそらくは仮説上のみで観測されて

いるまず発生し得ない事象そしてカタストロフがもたらす影響を適切に反映するに足りる

ほどの信頼性をもって測定されていない。 

 

特定のシナリオの発生可能性と財務的影響は、極めて不確実になり得る。こうした場合に

は、その低い確率を正確に推定することはほとんど不可能である。実際のところ、伝統的

な経済資本モデルの適用をとおしてその影響を推定することは不可能であり、これを特定

することでさえ容易にはできない。それゆえ通常は、経済的な必要資本要件を確実な方法

でこうした事象に割り当てることはできない。しかしながら、このようなシナリオは企業

あるいは業界全体にとって 大の財務負担をもたらすかもしれない。意思決定者そして規

制当局によるシナリオ分析とストレステストの利用は、こうしたリスクを軽減するために

増資をするのかあるいはその他の手法を利用するのか、彼らがその選択肢に優先順位を

付けるにあたって 善の手法であることが示されるかもしれない。 

 

                                                      
6 ソルベンシーテストについては IAA が公表した A Global Framework for Insurer Solvency Assessment（保険会社

のソルベンシー評価の国際的枠組み）において詳細に考察されている。 
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リスク管理 

 

リスク管理の目的は、企業あるいは（規制当局の立場からは）業界がさらされる可能性の

あるリスクの種類と範囲を特定し、定量化し、そしてこれを透明性をもって適切な利害関

係者に伝えることであり、さらに必要な場合には、企業のリスクアペタイトとこうしたリ

スクに対するエクスポージャーを同調させる方法を提案することである。 

 

このような目的を達成するには、リスクマネージャーは下記が実行できる： 

 確率論的又は決定論的に定められた、さまざまな将来の状況に対する企業のリス

ク・エクスポージャーを明らかにする広範なシナリオを策定する； 

 こうしたシナリオが企業の財務状態に対してもたらす影響を評価する； 

 経営幹部及び取締役会とともにこうした評価の結果について話し合い、その結果が

企業のリスクアペタイトと一致する程度を評価する； 

 財務上の困難をもたらす可能性のあるかもしれないシナリオの影響を管理しあるい

は軽減するために企業が適用することができる、現実的な経営陣による措置ない

しはその能力を、これにかかる費用も含めて、経営幹部と取締役会に対して特定

し、これを提案する。 

 

実行し得る軽減ないしは是正措置について検討するとき、リスクマネージャーは特定され

た基本シナリオに、ストレスシナリオに対しては十分に効果があるかもしれないしないか

もしれない、こうした経営陣による措置と軽減方法の効果が反映されるよう修正を加える

ことで、提案された措置の有効性をテストすることができことができる。 

 

例を挙げれば、利益配当型生命保険商品のポートフォリオを支える資産の大部分が普通株

で構成されていると想像してみてほしい。株式価値の急落を含むシナリオがテストされる

場合には、（テストによる結果を）軽減する措置としては契約者配当金（ボーナス）を削

減することになるだろう。しかしながら、こうした措置の有効性と現実的な成功の見込み

をテストするときには、業界全体が類似措置を取るのか（つまりその競争上の位置付けを

維持する）あるいはその企業のみがこの投資手法を適用するのかによって有効性は異なる

かもしれない。企業ないしは業界の財政がこうした種類のストレスの多い、あるいはシ

ステミックなシナリオの影響を受けやすい場合には、この点はとりわけ重要である。ど

のくらい本気で経営陣がそういったアクションを起こすのか、アクションを起こすタイミ

ングはいつか、さらには例えば死亡率に関する逆選択効果といったアクションから導かれ

る効果がどれくらいあるか、というような点に関する仮定も重要になり得る。シナリオは、

企業の経営陣による措置に関する現実的な仮定の定量化に役立つかもしれないシナリオの

策定に関連した情報を含むものである。企業の歴史や哲学、実際のそして希望する競争上

の位置付け、そして契約者の合理的期待などの要因は提案された措置の実行のタイミング

に大きな影響をもたらす可能性がある。リスクマネージャーは通常、こうした要因を検討
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し、そして検討されたシナリオの影響に関する仮説の根拠を文書化する。 

 

金融機関はリスクと不確実性をいくつかの方法で管理できるが、リスクを取る前に講じる

方法もあれば、リスクが取られた後に適用される方法もある。利用される方法は関連する

リスク、そしてその時点でリスクを負っているのかあるいは状況が変化したときにこれを

負うのか、その環境によって決定されるかもしれない。こうした方法は契約条件を通して、

ないしは経営陣の裁量によって実行可能である。その方法としては下記が挙げられる。 

 

 初の段階でのリスクの回避 

 リスクのすべてを移転あるいはヘッジする方法によるリスクの回避 

 リスクの一部を残す形での移転やヘッジ、そして分散を通したリスクの軽減ない

しは低減 

 契約者配当金（ボーナス）の調整や商品リスクのレバレッジ解消など、将来経営陣

が裁量により取る措置 

 現在のプロセスの強化などの業務上の対策 

 増資ないしは株主配当金の削減。 

 

計測不能リスクの分析 

 

リスクと不確実性の有意義な区別は、1921 年に、経済学者フランク H.ナイトにより「Risk, 

uncertainty and profit（リスク、不確実性、そして利益）」7において与えられた。それは下

記の通りである： 

...不確実性は、リスクというよく知られる概念とはある意味で根本的に異なるものとして

とらえる必要がある。これまで、不確実性はリスクから適切に分離されてこなかった。

日々の会話や経済討論において漫然と利用されている「リスク」という用語は実際には 2

つの事柄を意味しており、この 2 つの事柄は経済組織の現象との偶然的関係において、機

能レベルで全く異なっている。…本質的事実は、「リスク」が測定可能な数量を意味する

場合もあれば、明らかにこうした性質のものではない場合もあるということだ――そして

この 2 つのうちいずれが実際に発現しそして存在しているかによって、現象の意味には大

きく決定的な相違がある…測定可能な不確実性、つまり正しく言い換えられた「リスク」

は、私たちはこのようにこの語を使用するつもりであるのだが、測定不可能な不確実性と

は全く異なるもののように見える。と言うのも、これは実質的にはまったく不確実ではな

いからである。私たちは…したがって測定不能な種類のケースに限定して「不確実性」と

いう用語を使用する。 

 

シナリオを使用した分析は、不確実性を扱うのに適している。特に、あるシナリオのもた

らす影響の特定ないしは定量化が困難であるときにそうである。対照的に、経済資本モデ

                                                      
7 Knight, F.H., Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co. 
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ルは、関連する過去のデータと基礎となるシナリオの数学的モデルが利用可能である場合

に適している。 

 

保険会社が直面する特定のリスクの影響は、その発生の可能性がきわめて不確実であるか

その根拠となる科学的洞察が存在しない場合には、適切に定量化することができないかも

しれない。それにもかかわらず、そうした事象がもたらす結果は企業の財務状態に対して

大きな影響を与える可能性がある。 

 

非常に高い不確実な可能性を伴うリスクの一例に、風評リスクがある。このリスクは企業

の戦略とビジネスモデル、経営幹部の行動、そしてオペレーショナルリスク・エクスポー

ジャーなどの多くの要因によって決定される。このような評判が失墜する確率の正確な推

定値を算出することはほとんど不可能であるが、こうした評判の失墜が発生したときの財

務面における影響を数値的に表すことはできる。このような損害は、契約者の行動の変化

（解約率）、逆選択（相対的に高いリスクをもつ者のみが企業との取引を継続する）、

新契約高、従業員の離職ないしは生産性の低下、そして行政措置を含むかもしれない。

この種のリスクがもたらす影響を評価するには、あるシナリオを策定し、そのリスクが顕

在化したときの状況、および、その状況がその企業の業務のさまざまな財務的要素に対し

て与える影響を記述することが考えられる。結果として生じる企業の評判に対するこうし

た財務上の影響は、しばしば特定の危険性の高いエクスポージャーによって直接もたらさ

れるが、ある経営幹部によるまずい発想の無造作なコメントといった企業ないしは業界の

通常の業務の結果として発生することもある。 

 

金融機関のオペレーショナルリスクは計測不能であると多くが考えているが、これは現在

利用されている数学の適用方法の妥当性が疑わしいためである。加えて、利 用 さ れ て

い る オペレーショナルリスクの定義は、ある損害をあるオペレーショナルリスク事象に

帰属させるに足りるほど明確でもなければ、将来のオペレーショナルリスク・エクスポー

ジャーに関するものとして適切ではないかもしれない。結果として、オペレーショナルリ

スクに対する必要資本要件は、金融市場リスクと保険リスクに対する必要資本要件と同じ

品質ないしは同じ健全な基盤をもつものとは見なされていない。 

 

したがって、シナリオを活用することが、ある特定の企業で該当するオペレーショナルリ

スク事象の影響を理解して計画を策定する上で、より効果的な方法になり得る。そして、

さらにリスクマネージャー、経営幹部、そして取締役会に対して何が発生する可能性があ

るのか、そしてそれがどのような影響をもたらし得るのかの意識を与えることになる。計

測不能リスクを把握するにあたっては、このようなシナリオの利用は経済資本モデルを補

完するのに不可欠なものである。 

 

経営幹部と取締役会による参加 
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企業のあらゆる分野に対するこのプロセスの重要性を強調するだけでなく、企業のリスク

に対する洞察を提供するためにも、経営幹部と取締役会メンバーがこのプロセスに参加す

ることは重要である。 

 

充分な数学的知識を持たない経営幹部と取締役会メンバーは、しばしば数字の表よりもグ

ラフをより容易に理解してこれに対応するように、信頼区間ないしは計算式を用いて表さ

れている報告書よりも、シナリオなどの明確に表された事例や図・グラフを用いて説明さ

れたリスクの方を正しく認識するかもしれない。当然のことながら、こうした情報の利用

者はシナリオが発生する可能性についてのある種の推定も求めるが、このような推定は通

常は正確である必要はない。したがって、シナリオはリスクマネージャーの作業の結果を

理解しなければならない対象者に対してコミュニケーションを実施するときにリスクマネ

ージャーが利用できる重要なツールになる。 

 

それゆえに、コミュニケーションツールとして利用されるシナリオは、専門家以外の人々

がシナリオのドライバーと企業に対してこれがもたらす影響に基づいて適切な決定を下せ

るように、直感的に明確で理解可能なものでなければならない。それぞれのシナリオは、

専門的な知識を持たない読み手にも理解できるような物語を使って説明することが重要で

ある。物語はシナリオの選択に関する根拠を提供し、シナリオを引き起こすかもしれない

もの、そして必要に応じて結果として生じる損失を削減するために取れる措置を説明する

ストーリーを提供する。 

 

規制当局とシナリオ 

 

シナリオテストは規制当局のニーズを満たすべくいくつかのやり方で利用可能である。特

定のリスク事象については、こうした事象に対する個別企業のエクスポージャーを定量化

するために、ある範囲のシナリオ結果を分析できる。そして、企業はこの範囲に対して必

要とされる対処、とりわけ も厳しいシナリオに対する対処をいかに事前に計画している

かについて、規制当局に対して一つずつ説明できる。 

 

システミックリスクを評価するにあたっては、規制当局はモデル化されるリスクの種類を

定義できる。規制当局はすべての企業に対して同じシナリオ（リスクの規模及びタイミン

グ、そして相互関係について）をテストし、セクター全体の実態が伝わるようにまとめら

れる標準形式でテスト結果を報告することを義務づけるかもしれない。こうしたシナリオ

はさまざまな企業が提示する結果を直接比較可能とするに足りるほど、絞り込んで定義す

る必要があるだろう。このようなシナリオが十分に明確でない場合には、各企業は一貫性

のない解釈をしてしまうかもしれず、すると結果の総計がシステミックリスクの評価には

あまり有用ではなくなる可能性がある。したがって、多くの保険会社には関連ないであろ
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う過度に詳細なシナリオと、評価が恣意的になる可能性のある一般的シナリオの間のバラ

ンスを取ることが必要である。業界の主要企業向けにこれを実行することで、当該状況下

にある個別企業の対応力（あるいは弱点）だけでなく、法域内の業界全体としての結果の

総計とシステミックリスクがもたらす影響をよりよく評価することが可能である。加えて、

規制上予想される（危機の軽減ないしは悪化における）代替措置の期待される有効性、あ

るいはシナリオに対する反応をその実行前に検討することができる。 

 

グローバル経済と世界的に事業展開する金融企業の相互関連性が、国内のみで営業する企

業に対してもたらす影響の範囲で、国内規制当局の法域内の企業に対しても国際情勢を考

慮することが適切であるかもしれない。したがって、規制当局は国際情勢の予想される影

響を組み込んだシナリオ分析とストレステストについて検討することが考えられる。相互

関係の複雑さとこうした諸外国情勢がもたらす影響の判断の困難ゆえに、システミックリ

スクの研究は、業界全体とグローバル経済に関連する主要リスクを把握する限定的ないく

つかのパラメーターのみを考慮する傾向がある。その検討内容としては、大恐慌あるいは

近年発生した金融危機に類似したグローバルな金融危機の発生確率だけでなく、深刻なパ

ンデミック、大規模な自然災害（たとえば米国東海岸ないしは東京に影響する大きな津

波）、あるいは人為的大災害（たとえば核兵器を利用したテロリストの攻撃）の可能性を

含むかもしれない。こうした研究は、その国家の自己の利益を守るためにそれぞれの規制

制度がいかに対応するかについても検討するだろう。10 年前にはオーストラリアの規制当

局（APRA）が株価急落をもたらすような住宅価格の下落に対する国内の銀行とモーゲー

ジ保険会社の、国内におけるエクスポージャーに焦点を当ててこうしたストレステストを

実施した。このストレステストの結果に基づき、オーストラリアの規制当局は規制上の予

防手段を導入でき、それにより 2008 年から 2009 年にかけて多くの法域が直面した問題を

回避することができた。 

 

監督下にある企業のリスク管理とリスク文化の質を評価するには、規制当局は企業に対し

て、十分に現実的でありながら極めて会社固有の要素を反映したシナリオを別途策定し直

すように求めるか、あるいはその企業固有のリスク・エクスポージャーが確実に適切に評

価されているかどうか、実施済みのテストを検証するよう求めることもある。通常は、会

社固有のシナリオの 策 定 と 維 持 管 理 は 、 テ ス ト 結 果 の 高 い 信頼度を確保す

るための経営幹部や取締役会からのインプットに沿った形で、企業内の異なる機能間の共

同の取り組みとして管理される。上手く作成されていないシナリオは企業内における不適

切なコミュニケーションの表れであるかもしれず、また企業のリスク・エクスポージャー

分析の実行に対する関心ないしはそのノウハウの不在を示唆するものかもしれない。 

 

内部モデルの評価 

 

内部モデルは場合によっては確率論ベースで代替的結果の確率を組み込んでいる。確率と
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シナリオの両者についての独立評価はこうしたモデルの妥当性の実証に役立ち得る。ある

シナリオは確率論的に導出されたモデルの妥当性の実証に利用することが可能である。た

とえば、極端なシナリオに関連した予想費用を、内部モデルがそのような損失に対して妥

当な確率を割り当てているかを評価するために、利用することができる。シナリオ分析と

内部モデルの間の仮定の一貫性もまた、テストが可能である。 

 

特定のシナリオの発生見込みが独立して推定され、内部モデルによって算出されたこのシ

ナリオの確率が著しくこれと異なる場合には、極端な事象に関連して内部モデルが重大な

エラーを含んでいるか、あるいは不適切な仮定を包含している可能性を評価することがで

きる。たとえば、特定のシナリオについての期待損失が確率 1.0%で 低でも 2 億米ドル

であるが、対応する内部モデルによって生じる当該損失の確率がわずか 0.01%である場合

には、内部モデルはかかる結果を適切に考慮していないかもしれない。 

 

特定の内部モデルの現実性チェックを実施する目的で、こうしたシナリオを使用すること

は、シナリオの発生確率を確実に推定できない場合でも有用である。上記の例では、内部

モデルでは 低 2 億米ドルの損失は 1000 年間に一度しか起こらないが、その損失が合理

的に起こり得るシナリオの結果であると考えられる場合には、極端な確率シナリオの推定

損失は現実的ではないかもしれない。 

 

このような妥当性のチェックは、内部モデルに対して与えられる信頼性に寄与する。なぜ

なら、こうしたモデルにおいて使用される方法と数学的アプロ－チは、極端な状況におい

ては機能しなくなるからである。このようなモデルはしばしば（黙示的にないしは明示的

に）通常の状況に合わせて調整される（たとえば、リスクの共分散パラメーターがカタス

トロフのない過去の期間に基づいたり、あるいは保険グループ内での制限のない資本移動

という仮定に基づいたりするかもしれない）。用いた調整ないしは専門的仮定の詳細は、

モデルの使用者に対しては十分に明確ではないかもしれないため、シナリオはこうしたモ

デルの限界を特定・伝達するのに役立ち得る。 

 

企業のリスクアペタイトの明確化 

 

企業のリスクアペタイトは、多くの企業の戦略そして適切なガバナンスとリスク管理の枠

組みを実施する根拠となっている。企業の経営幹部と取締役会は、発生し得る損失に伴わ

れた潜在利益についての相対的選好を明らかにし、これを定期的に確認しようとする。リ

スクアペタイトはカタストロフリスクあるいは年次損益のみに基づく必要はない――むし

ろ、格付けの引下げやカタストロフリスクを含めた付加的要素も考慮し得る。 

 

経営陣はこうした種々のリスクを比較考量する。安定した収入を強く望むのか、あるいは

カタストロフリスクの極小化をより重視するのか？唯一の 善の選択は存在しない――む
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しろ、ビジネスの種類、ビジネスモデル、企業の現在の財務状態とリスク許容度、そして

その競合環境などの要因によって異なってくる。経営陣には期待値として予想される事態

だけでなく、どのような展開があり得るのか、その範囲についての情報も必要である。 

 

格付けの引下げリスクを評価するには、たとえば、10 年ごとに一度発生する見込みの状況

（あるいはこうした状況を引き起こす事象）が適切である。カタストロフリスクへの洞察

を得るには、50 年から 100 年またはそれ以上の年数に一度発生すると予想される犠牲の大

きなシナリオが、そしてこれよりさらに極端な事象もまた適切かもしれない。このような

シナリオは定量的にだけでなく定性的に異なっている。稀かつ極端なシナリオは、平常時

よりも極端な状況下でより大きくなる相互依存関係（次々に発生する事象や統計的共分

散）によってもたらされることが多く、通常のビジネスプラン上で想定されているよりも

広範囲な損失や異なるリスクをもたらす。たとえば、10年に一度発生する地震は限定的な

建物損壊をもたらすかもしれないが、これよりも激しい地震は、津波そして化学工場や原

子力発電所の破滅的な損傷による深刻な損害をもたらしかねない。 

 

リスクの種類ないしはシナリオの寄与原因もまた検討に役立つ。異なる原因が同額の直接

的財務損失をもたらすとしても、こうした原因は企業に対して独自の方法で影響を与える

ことになる。たとえば、再保険会社に 10 億スイスフランの損失をもたらした自然災害は、

誤った投資によって発生した同額の損失とは異なる影響をもたらす。前者は通常のビジネ

ス上の出来事と見なされるかもしれないが、後者は無能なガバナンスが引き起こしたもの

かもしれず、つまりは評判の失墜をもたらすことになる。 

 

下記の図は評判という観点から「許容可能」と見なされる損失の種類を示している。 

 

図４ 

許容可能な損失：たとえばビジネスの一

環としての保険リスクを理由とする 

許容不可能な損失：たとえば

まずい投資を理由とする 

リスク管理の範囲外の

まず発生しえないもの

の壊滅的な事象：たと

えば大きな隕石の影響 

利益ないしは損失をもたらす許容可能な事象 

利益 

利益ないしは損失をもたらす許容不可能な事象 

損失 



22 

 

シナリオの適用は確実に企業のリスクアペタイトの明確化に役立つ可能性がある。効果的

なプレゼンテーションは多数のシナリオを網羅しており、ある事象ないしは状況の期待発

生頻度だけでなく、予想されるリスクの強度、そのリスクからもたらされる異なる大きさ

や種類の巨大損失についての評価にも焦点をあてた議論を、情報共有された取締役会で議

論することを可能にするように設計されている。損益のトレードオフの分析そして企業の

リスク許容度とともに、このようなプレゼンテーションは、企業内で横断的に適用される、

より明確に定義されたリスクアペタイトの策定を促進することになる。 

 

シナリオの策定 

 

シナリオのタイプ 

 

異なる用途そして適用方法に用いられるシナリオのタイプには、さまざまな種類がある。

以下では次のシナリオについて考察する： 

• リバースシナリオ 

• ヒストリカルシナリオ 

• 仮想的シナリオ 

• 会社固有のシナリオ 

• 単事象シナリオ 

• 複数事象シナリオ 

• グローバルシナリオ. 

 

 

リバースシナリオ 

 

リバースシナリオは特定の財務的損失額を発生させることが予想されるシナリオ（あるい

は、シナリオを生ぜしめる一つないしは複数の事象）を特定することを目的としている。

たとえば、このシナリオは今後 20 年間のうちにある生命保険会社を支払不能とし得る経

験死亡率のレベルを決定するのに利用できる。リバースシナリオの作成には、企業が直面

する潜在的なリスク、そしてこうしたリスクの影響がもたらす結果についての十分な理解

が必要である。このようなシナリオの策定における大きな課題は、こうしたシナリオをも

たらすモデルパラメーター間の相関関係を決定することである。かかるシナリオを特定す

る一つの方法は、経済資本モデルによって実行された各シミュレーションにおいて支払不

能をもたらした特定の状況をとらえることである。このような「失敗」となるシミュレー

ションにおけるあらゆる共通点が、リバースシナリオにとっての焦点となる領域であるか

もしれない。リバースシナリオの特定は、内部モデルの結果の妥当性チェックを実行する

ためだけでなく、さまざまなリスク限度を見積もりこれを設定するための強力なツールに

なり得る。 
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ヒストリカルシナリオ 

 

ヒストリカルシナリオは観測期間中の経験に基づいており、おそらくは特定の歴史的事象

によって引き起こされている。たとえば、2007 年から 2009 年の金融危機、1918/1919 年の

スペイン風邪のパンデミック、あるいは 1923 年の関東大震災に基づいてシナリオが策定

されるかもしれない。歴史的事象に基づいたシナリオの主な利点は、その状況が実際に発

生しているために理解されやすいということである。 

 

もう一つの利点は、シナリオの短期、中期、及び長期的影響に関する情報が利用可能であ

るかもしれないことである。とりわけ、金利、株式市場などのリスクファクターに対する

影響を観測できるかもしれないし、その事象にいたるまでの歴史的事象やインフレを研究

できるかもしれない。 

 

歴史的環境は現在ないしは将来の状況とは必然的に異なるため、シナリオの策定には調整

が必要になってくる。たとえばスペイン風邪の場合には、調整内容としては人口密度の増

加、地球規模での移動の増加、そして医療の状況や治療法の改善などを含むかもしれない。 

 

シナリオの大部分においては、歴史的な金融価値は現在の価値とより一致させるためにイ

ンフレに合わせて調整される。金融市場の性質と規制上の枠組みは絶えず変化しており、

過去にはほとんど影響をもたらさなかった事象が将来には多かれ少なかれ影響をもたらす

かもしれないため、ヒストリカルシナリオが金融市場に関連する場合には注意が必要であ

る。 

 

ヒストリカルシナリオへの調整を必要とするかもしれない要因の例としては、下記が挙げ

られる： 

• 人口構成と人口移動における変化 

• 医療分野での進歩 

• コンピューターやインターネットなどの新たなテクノロジー 

• グローバル化されより密接に連携した金融市場 

• 新たな保有資産種類 

• 共通のインセンティブ制度に対応した経営陣の行動 

• 使用された異なる評価基準。歴史的データと現在の価値とを直接比較することを不可

能にする 

• メディアが政策に対してもたらす影響 

• 規制上の及び市場の枠組みの変化 

 

こうした調整は、現実的には現在の状況と歴史的シナリオの状況間のあらゆる相違点を考

慮することはできない。とは言え、歴史的状況の利用（情報とリソースに関する制限を前
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提とする）はそこからさまざまな環境に対する感応度を研究する、有用な枠組みを提供で

きる。 

 

仮想的シナリオ 

 

歴史的シナリオの使用とは対照的に、仮想的シナリオは、観測されたことがなく、それが

ゆえに関心のある特定の状況により容易にあわせることができる、仮想の条件を記述する。

これらの仮想の条件は発生するかもしれないが、観測されたことがない――その理由は、

たとえば単なる幸運であったり、あるいは特定のリスクが過去に存在したことがなかった

からである。 

仮想的シナリオは歴史的シナリオよりもより多くの仮定を必要とする。このような理由か

ら、仮想的シナリオはより説明が求められ、企業の社内でも、そして第三者に対しても説

明し議論することが難しい。 

 

総合的シナリオの例としては、ナノテクノロジーないしはガン研究における飛躍的進歩な

どの新たなテクノロジーに起因して発生し得る損失をとらえた事象、いまだ観測されたこ

とのない金融市場における事象、あるいは主要金融センターにおけるダーティボムの爆発

などが挙げられる。 

 

会社固有のシナリオ 

 

リスクに対する企業のエクスポージャーによって、特定の条件及び事象が、当該企業が属

する業界の他の企業とは極めて異なる財務的影響を、かかる企業に対してもたらす可能性

がある。会社固有のシナリオは、企業のリスク・エクスポージャーの特定の組み合わせあ

るいは企業内の特定のポートフォリオに合わせて事象を特定する。 

 

例えば、企業が独自の商品を持っている、顧客ないしは販売会社との関係に影響する高い

ブランド価値を有している、あるいはその提供物が特定の商品ないしは市場セグメントに

著しく集中している場合には、特定のリスクに対するエクスポージャーは、類似する企業

のエクスポージャーとは大きく異なるかもしれない。 

 

単事象シナリオ 

 

多くのシナリオは単事象の影響によって説明可能である。たとえば、ひょうの嵐はおそら

くは農産物の価格の変動といった、続いて発生する事象をもたらすことはないだろう。こ

うしたシナリオは大部分の保険会社にとっては軽度のテストに相当するが、影響される分

野に特化する特定の保険会社にとっては破壊的なものになり得る。このようなシナリオは、

引き金となる事象の明確化によって通常は正確に記述される。事象発生に伴う経営措置は、
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少なくとも短期的には、特別関連してはおらず、シナリオに変更をもたらしそうにないた

め、かかるシナリオの評価は比較的容易である。 

 

多事象シナリオ 

 

将来のシナリオには、複数の要因が寄与している。特定の現在ないしは将来の事象は、と

りわけ業界全体ないしは業界の大規模なセグメントに影響する重大な事象の場合には、お

そらくは数カ月あるいは数年にわたって次々と連鎖発生を引き起こすことだろう。その例

としては、グローバルな金融危機、大規模自然災害、あるいは重大なテロリスト事件など

が挙げられる。こうした事象については、企業に対する財務的影響の評価は、経営陣、規

制当局、そして市場がシナリオが展開される期間に取ると考えられる措置を考慮に入れる

必要がある。 

 

グローバルシナリオ 

 

いくつかのシナリオはグローバルレベルでの保険会社そしてその他の金融機関に対する影

響を対象としている。その歴史的な例としては、1929 年に始まった大恐慌の時代、

1918/1919 年のインフルエンザのパンデミック、そして 2007 年に始まった金融危機などが

ある。このようなシナリオは数年にわたって展開し、しばしば大きな環境変化を引き起こ

す傾向がある。グローバルシナリオは、異なる地域で事業展開する金融機関間のグローバ

ルな相互依存関係、異なる地域市場の脆弱性、そして、銀行、保険会社、年金基金、その

他市場参加者および規制当局のそれらとのつながりを評価するのに有効である。 

 

システミックリスクの重視、それぞれの経済セクター間のつながりを考慮すると、今後の

規制においてグローバルシナリオの役割は高まることになるだろう。下記の図は、さまざ

まな市場と地域において 2000 年代の金融危機から発生し得る影響を詳説するグローバル

シナリオの例を示している。 
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シナリオ／テストのガバナンス 

 

財務報告を価値あるものとするプロセスには適切なコントロールと監査が必要であるのと

同じように、シナリオ分析とストレステストのプロセスにもこれが必要である。モデリン

グ・コントロールは、データ入力の品質管理、シナリオの根拠となる方法と仮定の独立し

た審査、そしてシナリオが企業に対してもたらす影響の予測を包含し得る。これに

は、監督委員会あるいはピアレビュー・プロセスが含まれ得る。 

 

企業のその他のリスク管理統治プロセスと整合性を保つ形で適切な監督を実行するには、

充分に経験を積んだリソースが計り知れないほど貴重である。企業内で適切に注意が払わ

れることを確実にするには、経営幹部は提供者兼結果の利用者であると見なされる必要が

あるかもしれない。そうは言っても、こうしたプロセスに充てられるリソースは無制限で

はあり得ない――通常は、策定されたシナリオが、規制当局が要求するあらゆるリスクを

含め、企業がさらされる主要リスク分野のみに限定されるようにプロセスは決定される。

シナリオの数と種類に関しては、管理可能であり、一連の重要な全社的リスクに注意を払

い、それから必要に応じて再検討され更新されるというのが優れた方法である。 

 

シナリオ分析とストレステストは、しばしば、企業の企業リスク管理と資本計画戦略の策

定に対して適切な情報を提供し、またそこから適切な情報を得るように組み立てられる。

分析の結果として取られた措置に関するフィードバックループの報告は、分析が行動の

図５ 
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バブルの崩壊 

中国が保有する米ドルと

ユーロの売却を始める 

アジアが深刻

な不況に陥る 

 中国製品の輸
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政権を乗っ取る 

世界恐慌 GDP の低下 深刻な世界恐慌、緊

張が高まり、保護主

義が広がる 
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基準となっており、単に「目にしてよかった」というような経営情報の山を追加してい

るものではないことを確認するのに役立つ。 

 

加えて、分析とテストの概要および結果は企業の取締役会に対してしばしば提示される。

あらゆる報告と同様に、結果についてのコミュニケーションは聞き手にふさわしいもので

ある必要があるだろう。企業の規制当局とのコミュニケーションは該当する法域の慣例に

のっとり適切なやり方で実行され得る。 

 

行動要因 

 

シナリオ分析の目的は将来の事象を予測することではなく、むしろ企業と経営陣を促して

破壊的事象の発生に備えられるようにすることである。それゆえに、「空が落ちてくる」

というような見方で扱われたり無視されたりすることなく経営陣に対峙できるように、そ

してあまりに軽度に描き過ぎて潜在的なリスクに対して経営幹部を鈍感にさせることのな

いように、バイアスのないやり方でモデルを策定することが重要である。 

 

したがって、リスクマネージャーたちは、起こり得るものとして、そして適用される「作

り事」の範囲については明確に、自らのシナリオを提示しなければならない。また、予測

される状況や事象の範囲について率直な議論をする必要がある。その目的は、経営幹部と

取締役会を積極的な参加者とし、戦略的かつ戦術的決定を下すときに彼らが企業に対する

リスクを考慮するようにすることである。信頼性を築く一つの方法は、 低でも一つの第

二の目を得ることで、優れたシナリオテストとストレステストの実施環境に対する保

証を高めることである。これは内部レビュー、外部ピアレビュー、あるいは監査

といった形を取るかもしれない。ピアレビューは通常はテストされるシナリオの根拠とな

る方法と仮定に焦点を当てる。仮定はそのために組織された社内委員会による審査を受け

ることもある。こうした審査により適切な方法、そして目的適合性性がありモデル内で矛

盾のない仮定が利用されているかどうかに注視することができる。 後に、監査は、モデ

ルに入力する情報に焦点を当てて、品質管理プロセスを組み込むことも可能である。 

 

時間枠 

 

シナリオが仮説的な条件を含んでいようと、あるいは歴史的前例に直接基づいていようと、

シナリオは予言を示すよう意図されているわけでなく、むしろ企業の財務体質に対する妥

当なテストの根拠、そして経営上の決定及び規制措置の根拠となることが意図されている。

シナリオの策定において、リスクマネージャーは厄介であると判明するかもしれない状況

ないしは事象を説明することが求められる。それには、長期間の過去実績の認識、全体的

環境及び企業固有の環境における現在のトレンドと動きの理解、そしてそれだけでなく将

来事象がいかに展開する可能性があるかに関する鋭い感覚と、将来の可能性についての偏
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見のない心が必要である。 

 

過去についての視点は十分に長い時間枠を網羅しなければならない。リスク管理における

重大な誤りは、あったとしてもほんのわずかしか不都合な実績を持たない短期間に基づい

たモデルや仮定を利用することから発生している。たとえば、20 世紀後半と 21 世紀初期

に利用された多くの経済モデルは、1930 年代の大恐慌に近い事態が発生する可能性を認識

していなかった。こうしたモデルのいくつかがより長期間にわたるデータに合わせて調整

されていれば、21 世紀初期の金融危機以前、そしてその 中に、リスクマネージャーと金

融業者に対してより優れたガイダンスをもたらしたであろう。 

 

市場は非常に長いサイクルで活動する傾向がある。歴史はその通りに繰り返すことはない

が、金融サイクルの下落傾向が現在ないしは近い将来の環境における継続をいかに証明す

る可能性があるかを、リスクマネージャーは推測したいと考えるであろう。 

 

今後発生する種類のリスクあるいは有害な事件の発生の見込みに対して、重大な影響をす

でにもたらしている、ないしは影響をもたらす可能性のある現在の動きについて十分理解

していることも重要である。その例としては、テクノロジーがもたらす影響の高まり、そ

して特に金融市場の運営に対する、社会の中で伝送される情報のスピードが挙げられる。

とりわけ、重大な事象に対する結果として起こる反応は、これまでに存在したことにない

波紋を生み出し得る。このような影響は確実に一部のシナリオに影響をもたらすことにな

るだろう。こうしたトレンド、そして実際に場合によっては、このような不連続性は新規

なものであるため、その影響をシナリオに組み込むには偏見のない心といくらかの想像力

が必要である。 

 

学際的手法 

 

多くのシナリオは広範な情報で構成されている。シナリオを作成するには、学際的チーム

を利用すると有利である。こうした手法の利用によって、シナリオはより多くの種類の影

響を考慮するようになり、より一貫し、現実的で、信ぴょう性のあるものとなる可能性が

高くなると思われる。たとえば、パンデミックのシナリオの策定においては、疫学者、人

口学者、金融市場専門家、そしてアクチュアリーのすべてが役立つ情報を提供するであろ

う。複数の学問分野そして企業の複数の部門からの経験とテクニックの取り込みは、リス

クの相関ないしは非線形性の影響に対して一層の注意を払いながら、より厳密なシナリオ

分析を提供するものと予想できる。また、企業へのさらなるリスク管理の組み込みそして

サイロ思考の減少を伴いながら、こうしたやり方は、リスク管理に対するより一貫性のあ

る手法がその後採用されるチャンスを高めることになるだろう。 

 

シナリオを作成するときに、経営幹部ないしは取締役会のメンバーに助言を求めるのもし
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ばしば良いアイディアである。と言うのも、シナリオの財務上の影響に彼らが持っている

懸念は、シナリオの強化に関しても有用であることが示されるかもしれないからである。

こうした類の相談は、重大なストレステストの実施に対する彼らの受容性を高めること

にもなるかもしれない。 

 

リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA） 

 

企業がその規制当局とのコミュニケ―ションのために策定した ORSA は、企業によるリス

クの定量化、そしてリスクシナリオに対する自社の予想される対応を包含している。

ORSA は今後多くの法域において義務づけられることになるだろう。規制当局が利用され

るストレステストの厳密さを比較することができると知っていることで、企業はこの実

施をより真摯に受け止めるよう促されることになるかもしれない。さらに、一層深く考え

られ統制のとれた社内のリスク文化を後押しすることにもなるかもしれない。加えて、下

記に説明されているシナリオの作成と評価に関するさらなる教育もまた、社内のリスク文

化を強化する役割を果たすことになるだろう。 

 

シナリオの作成 

 

シナリオは、保険会社ないしは銀行に対する財務的影響をシナリオが描く状況の仮定の

下で算定することができるように作成される。こうした作成は、通常はその状況に至らし

める一つないしは複数の引き金となる事象を含めて、その状況を記述する物語（ストーリ

ー）を包含する。その影響の定量化には、通常は、内部モデルの利用そして当該状況に関

わる関連リスクファクター（たとえば金利、死亡率、そして契約者の行動）の特定と定量

化が必要である。 

 

物語 

 

「Coherent Stress Testing （一貫性のあるストレステスト）」においてリカルド・レボネト8

は次のように述べている 

 

「意思決定への影響と行動の促進に関して言えば、『ストーリー』の持つ力を過小評価し

てはならない。『現実味を持った起こりうるモデル』がまさにそれである――目に見え理

解しやすい、さまざまな入力を多かれ少なかれ極端な結果に結び付けるものこそが『スト

ーリー』なのである。」 

 

説得力があり信頼できる物語ないしはストーリーの作成は、経営幹部、取締役会、そして

                                                      
8 Riccardo Rebonato  Coherent Stress Testing: A Bayesian Approach to the Analysis of Financial Stress（2010, JOHN 
WILEY & SONS ） 
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その他利害関係者の賛同を得るために極めて重大である。 

シナリオ作成の 初のステップは、正確で理解しやすい物語の形で、シナリオが対象とす

る期間中に予想される状況を説明することである。これは、適切な場合には、その物語に

寄与する一連の主要要因、例えば長期トレンドにおける転換点でのリスク、あるいはシナ

リオに重大な財務的影響をもたらす二次的な結果を含めてのある種の突発的な大惨事を含

み、またシナリオに重大な財務的影響をもたらす、発生し得る将来の変化（たとえば死亡

率、資産のデフォルト、ないしは金利に関するもの）を含む。たとえば企業の財務状態が

取引先企業によって影響されたり、あるいは懸案事項が業界が内包するシステミックな業

界全体のリスクの範囲であったりする場合には、その他市場参加者に関する影響は記載す

ることが適当かもしれない。シナリオが描く物語は通常は短く読みやすく、普通は 1 ペー

ジから 2 ページ程度の長さである。 

 

下記は、1 つの仮説として金融恐慌が連鎖的に発生していく可能性を示した物語である。 

1. 時間が経過するにつれて、一連の不良資産が一時的な流動性の低下の結果ではなく、

恒常的な減損問題として現われてくることが明らかになってきている。これが金融

機関と政府が認識すべき損失につながっていく。 

2. これによって政府の救済措置は予想よりも高くつくことになり、納税者にかかる負

担が著しく増加することになる。 

3. これが一時的な危機であることに賭け、自らの非流動資産（たとえば私募社債ある

いは仕組み商品）を保有し続けた企業は、多くの損失を被り、倒産するかあるい

は救済を必要とすることになるかもしれない。 

4. 米国政府は、世界の主要通貨としての米ドルの地位を維持しようとすることをあき

らめ、自国の債務を削減するために紙幣の印刷を開始する。 

5. その結果、中国政府そして米国債務のその他保有国は米国債の売却を始め、これに

よって米ドルの暴落が加速する。 

6. 外貨準備の価値が下落することがわかった諸外国と、米国との間に貿易戦争が勃発

し、これまで以上に厄介な保護主義政策が実施されるようになる。 

7. 国際的な緊張の高まりと国境を超える貿易の減少が、多くの企業の債務不履行を招

き、市場全体でスプレッドが大きく広がり、デフォルト率が高まることになる。 

8. 世界的に GDP が下落し、石油及び商品の消費が減少し、大幅な価格の下落が発生す

る。 

9. いくつかの主権国家はその債務を焦げ付かせ、国際的な貸出機関（たとえば国際通

貨基金（IMF））は、高い債務と米ドル建てでの外貨準備を抱える主要新興国を救

済できないか、または、救済するつもりがない。多くの中東諸国では、所得が大

幅に減少し、若者と成人の高い失業率との相乗効果で社会的な動揺が高まる。 

10. いくつかの EU 加盟国はもはや固定為替レートに対応することができず、欧州通貨

連合が崩壊する。 

11. 数年後、石油消費の停滞にもかかわらず、石油とガスの価格が徐々に上昇する。
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その原因は多くの産油国における社会的混乱だけでなく、 大規模の石油埋蔵量

の全面的な枯渇である。連鎖反応が広がり、食糧生産、運輸、そして暖房費は一

層高価格になり、高インフレの時代が結果として到来する。 

 

もう一つのシナリオは、歴史的低金利を伴った、20 年にわたる世界的な日本型長期成長停

滞時代として簡単に説明できるかもしれない。この長期シナリオでは、多くの会社が債務

不履行となり、支払不能に陥る。政府と金融当局は、マネタリーベースの増加や公共投資

を通じて何とか成長を促そうとするが、結果として発生する低金利環境によって多くの生

命保険会社が契約者への付利利率の保証を維持することを不可能にする。彼らにはそれを

補うだけの他のマージンがないためである。その結果として、生命保険会社は歴史的に長

期債に多く投資しているため、長期資本の供給が減少することになる。 

 

初期事象 

 

いくつかのシナリオに描かれる状況は、二次的影響を次々と発生させるような強力な初期

事象の少なくとも部分的な結果として現れる。考慮の対象となり得る事象は無数にあるた

め、こうした事象そして影響の種類ないしは範囲を説明するような一連のカテゴリーのス

トックは存在しない。しかしながら、こうした事象がもたらす影響の範囲を反映して、か

かる事象は下記の 3 つのカテゴリーのうちの一つに分類されると考えると有用かもしれな

い： 

 

1. 世界的事象：世界的な破壊的事象は、あらゆる保険会社及び金融機関とは言わない

までも、その大部分に影響すると考えられる。例を挙げれば、経済的な性質を有

するこうした事象としては、1929 年の大恐慌あるいは 2007 年に始まった金融危機

などがあり、公衆衛生に関するものとしてはパンデミックなどがある。世界的な

破壊的事象は時が経過するにつれて発生する一連の異なる事象を網羅するものと

しばしばみなされる。したがって、世界的事象のシナリオは、企業を複数の相互

に関連するストレスのかかった状況にさらすことになる。 

2. 地域的事象：いくつかの事象は、特定の地域ないしは法域で事業展開する企業に影

響し得る。こうした事象は、地震、ハリケーン、あるいは津波などの特定の種類

の自然災害の形を取ったり、特定の公衆衛生、法的、ないしは規制上のリスクへ

のエクスポージャーといった形を取ったりすることがある。地域的な破壊的事象の

例としては、スウェーデンでの銀行恐慌、2003 年の欧州生命保険会社危機、1990

年のジャンクボンド危機、そしてハリケーンカトリーナなどが挙げられる。 

3. 会社固有の事象：企業はその負債、資産、そして戦略に応じて特異なリスクにさら

されることがある。適切な会社固有のシナリオを作成するためには、企業のリス

ク・エクスポージャーの分析が必要となる。このような分析を有効に実施するため

には、企業の仮定と、エクスポージャーに関する詳細な知識が必要である。 



32 

 

 

シナリオ分析とストレステストは多くの時間とリソースを必要とすることがある。それに

関わる複雑さ（誤った正確性を伴うかもしれない）ゆえに、可変部分と微調整の数を管理

可能な数に抑えることが望ましい。加えて、使用される一連のシナリオは、経験の主な要

素だけでなく、関連する条件のもとでのそれらのの相互関係についての推定を反映するべ

きであり、さらに、全体として、企業が直面するかもしれない深刻な潜在的リスクをとら

えているべきである。その目的は、現実にはいずれにせよ不可能な、将来の状況を非常に

詳細に予測することではなく、むしろ企業に対する潜在的リスクをある程度まで網羅する、

ごく少数の包括的シナリオ群を手に入れることである。 

 

たとえばある場合には、世界的な金融危機の影響を評価するにあたっては、日本型シナリ

オ（低金利、成長の不在、そしてデフレがその特徴である）と高インフレ・シナリオを考

察すれば十分かもしれない。当然のことながら、潜在的金融危機シナリオの多くはこれら

2 つの定型化されたものとは異なるであろうが、それらの影響の範囲は、この 2 つの極端

なシナリオから把握することができるかもしれない。下記のケーススタディ 1 では、この

手法にさらに検討を加えていく。 

 

時間的発展 

 

企業に対する財務的影響を評価するにあたっては、事象が発生する順序が非常に重要にな

り得る。したがって定性的説明は、影響の順序だけでなく時系列も包含する必要がある。

シナリオは数ヶ月、数年をかけて進展していくものであるので、これは、シナリオの評価

に特に関連している。経営陣による措置／対処（たとえば資産または債務におけるリスク

軽減）が組み入れられる場合には、特にそうである。 

 

下図は、2007 年の金融恐慌をもとに作成した、金融市場危機における時間的発展の一例で

ある。 

 

 

 

 

住宅価格の下落 

サブプライム 
業界の破綻 

信用収縮 世界同時不況 

信用保険会社

の債務不履行 
企業の 

債務不履行 ソブリン債の 
債務不履行 

金融市場が新たな

均衡状況に至る 

ファニーメイ 
フレディ―マック 

リーマン 
AIG 

会計基準

の変更 GM 
クライスラー アイスランド 

ドバイ 
アイルランド、ギリシャ 

評価損 評価損 

ソブリン債救済 

図６ 
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リスクの依存関係 

 

シナリオに影響をもたらすリスクファクターの多くは、因果関係（依存関係）あるいは統

計的関係（通常は相関によって表される）を示す。こうした関係は、ストレス下に存在す

る可能性があるため、ストレスシナリオを作成するときにはこのような関係を取り込むこ

とが重要である。多くの状況において、ストレス下での依存関係は、対応する普通の状況

での依存関係とは異なっていることが、経験から明らかにされている。 

 

あるシナリオでは、初期事象が一つないしはごく少数のリスクファクターに影響をもたら

すことがある。やがて時間が経過するにつれて、より多くのリスクファクターが初期事象

の影響を受けることもある。 

 

わかりやすい例として、死亡率と金融市場の間の依存関係について考えてみてほしい。通

常は死亡率と金融市場は相関していない――大幅な市場下落ですら通常は死亡率に重大な

影響をもたらすことはない。しかしながら反対に、死亡率が大幅に上昇する場合（もしか

するとパンデミックによって）には、金融市場は悪影響を受けるかもしれない。このよう

な状況は経済活動の低下を原因として、あるいは国債などの安全な証券に対する需要の高

まりをもたらすパニックを原因として、発生し得る。 

 

ストレス状況は比較的にまれな事象であるため、利用可能な過去実績データはストレス下

での依存関係を予測するのに適切でない場合が多い。それゆえに、これまで観測されたほ

とんどの依存関係は、ストレスシナリオの検討にあたっては、適切でないかもしれない。 

 

 数学的には、この論点に取り組む一つの方法は、依存関係が、上部テールないしは

下部テールの依存関係を有するコピュラなど、特定の形状のコピュラにより与え

られるものと仮定することである。このようなコピュラの例には、クレイトン・

コピュラそしてガンベル・コピュラがある。 

 もう一つの手法は、2 つのリスクファクター双方に影響する共通の基本要素を見出

すことにより、これら 2 つのリスクファクターの間の依存関係を決定する方法であ

る。結局、 終的な基本要素は独立しており、そこから続くすべての依存関係は

その基本要素による共通の影響の結果である。 

 ストレス下での依存関係が観測されていない通常のケースでは、初期事象を前提と

して予期された結果を概説する十分に詳細な物語による専門家の判断に基づき、

こうした依存関係をモデル化することが必要である。 

 現実的には、相互依存性は、リスクファクター間の関係が拡大することにより進化

する。それらには、依存関係が突然変化したときの突然の位相シフト、遅動型依

存関係、必然的な結びつき、そしてその他の関数的および確率的な依存関係が含

まれることがある。単純相関あるいはコピュラは、遅動型依存関係や裏にある必
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然的なな結びつきをとらえていないかもしれないため、依存関係を定義するには

必ずしも適切なツールではない。 

 

下記の図は、いくつかのリスクファクターの時系列にわたる依存関係について、定型化し

て記載した描写である。図は下記に説明されている。 

 

即時的依存関係 

 

2 つないしはそれより多くのリスクファクターが必然的に直接結びついている場合には、

１つのリスクファクターの 変 化 が そ の 他 の リスクファクターに即時の変化をもたらす。

その例は株価指数そして指数を構成する株価である。 

 

 
 

 

遅動型依存関係 

 

あるリスクファクターが、一定期間後に、その他のリスクファクターの変化の影響を受け

る。たとえば、金融機関の債務不履行と役員賠償責任保険金の請求がその一例である。 

 

 
 

 

図８ 

図７ 
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フィードバック 

 

リスクファクターにおける変化が第 2 のリスクファクターの変化をもたらし、これが回り

まわって企業が保有する金融商品の市場価格の変動をもたらす。 

 

 
 

 

位相シフト 

 

変化が特定の閾値を超えている場合にのみ、リスクファクターが他のリスクファクターの

変化の影響を受ける。こうしたリスクファクターの組み合わせの例としては、死亡率の上

昇と株式市場の変化が挙げられる。通常の状況では、金融市場は死亡率の小幅な変化には

影響を受けない。しかしながら、死亡率の突然の大幅上昇は、金融市場にマイナスの影響

をもたらす可能性がある。 

 

 
 

 

シナリオの策定においては、経年的な依存関係を説明するためにさまざまなリスクファク

ターを組み合わせられる。下記の図は死者そして財産の損失をもたらす仮想の地震の例を

示している。この事象においては、政府が多額の米国債を売却しなければならないという

事態を想定すると、震災後の再建が米ドルの下落を引き起こすことになる。 

図９ 

図 10 
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シナリオの評価 

 

シナリオの評価は、適用可能な評価基準に依存する、企業のバランスシートおよび業績に

対する影響の定量化を含む。多くの場合には、経済的評価、法定評価、そして一般目的の

財務報告など、さまざまな評価の枠組みに基づいた企業の財務状態に対する洞察を得るに

あたって、こうした評価は有用である。企業が財務的ストレスを受けている場合には、経

済的損失だけでなく、規制当局や外部格付け機関が検討する内容に対する影響を評価する

ことも重要になり得る。 

 

シナリオを作成してその結果を評価するときには、それにより生じる世界及び競合相手、

取引先、そして規制当局といった関連当事者の状態について考察することが重要である。

ある特定のシナリオでは、企業が接触をもつ第三者も、その企業に初期損失をもたらすの

と同じ環境によって影響を受けるかもしれず、そこから二次的影響が当該企業に「フィー

ドバック」され、企業に対して付加的損失をもたらすかもしれない。このようなことは、

例えば企業が、ほぼ同時期に財政難にある複数の企業の株式を保有している場合に

生じ得る。こうした企業の株価はその後下落することが想定され、当該企業の資産価値の

減少という事態が発生し得るためである。取引先には、リスクを移転している再保険会社、

公示担保物件などのエクスポージャーを持つ銀行などが含まれるかもしれない。こうし

図 11 

役員賠償責任 

米国金利 

事業中断 

個人傷害 

身体障害 

死亡率 

資産損失 
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たリスク・エクスポージャーのいくつかは、シナリオを説明する定量化されたリスクファ

クター（たとえばスプレッドあるいは株価）によってすでにとらえられている可能性があ

る。その他の重大なエクスポージャーに対するシナリオの影響は、個別に定量化しなけれ

ばならない。 

 

二次的影響 

 

シナリオにおける初期のイベントや一連の状況の影響は、同時ないしはその後になって

出現する、二次的影響または二次的影響の一連の流れをもたらすことがある。こうした二

次的影響もリスクの波及と見なされ得る。 

 

たとえば、ある有害事象に由来する損失や企業環境の変化により企業が格下げとなると、

格付けリンク債務の返済ないしはコラテラルコールを引き起こすかもしれず、あるいは企

業が特定市場から退去することを強制することがある。こうした事態は、次には流動性の

緊張を招き、損失の増加、さらなる格下げ、そして結果としての逆選択を伴う契約者の解

約が発生するかもしれない。こうした事態が発生した場合には、損失の結果として資産

の売却を強いられることになり、それが、とりわけその資産の取引が少ないときには、そ

の資産の市場価値の下落をもたらす可能性がある。そうなると、企業はさらにその資産の

売却を進めざるを得なくなり、それゆえに自らをさらなる緊張下に置くことになる。 

 

二次的影響は損失額のみによって決まるわけではなく、結果として生じた損失の特性

（あるいは本質）にも左右される。前述したように、多額の保険損失（保険会社の受け

入れたリスクの一部であり、そのビジネスモデルおよび自社の関係者の期待と一致したも

の）の二次的影響は、悪徳トレーダーゆえのまずい投資を理由とする、同程度の損失とは

異なったやり方で対処され得る。前者は保険業の運営における許容損失であり、企業が妥

当な保険金請求を速やかに支払うことができればむしろその評判を高めることになり得る。

しかし後者は、無能な経営陣とお粗末なコーポレートガバナンスの兆候とみなされ、評判

の失墜を招くかもしれない。 

 

特定のシナリオにおいて発生し得る二次的影響は、下記の事態から引き起こされる影響を

含むことがある： 

 

• 格下げリスク 

• 格付け変動の誘因 

• 担保の要求 

• 企業の流動性 

• グループの規制外法人あるいは非保険法人（銀行など） 

• 財政難時の会社間での資本移動 
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• 資産売却 

• 企業の評判の低下 

• 契約者の失効解約の増加と、結果としての逆選択 

• 新規契約数の減少 

• 配当金の減少 

• 規制に基づく制限 

• 資本コストの増加 

 

シナリオの長期的な展開 

 

シナリオが数年の期間にわたる場合、評価にはその全期間にわたるシナリオの影響の定量

化を含める必要がある。シナリオの期間が 1 年以上の場合には、経営陣による措置の重要

性が高まることになり、その影響を現実的に考慮しなければならない。 

 

個別の段階においてシナリオを策定するには、それぞれの段階に対してシナリオの影響を

評価する。大半の場合には、シナリオの異なる段階での財務的影響（たとえば保険損失及

び資産ないしは負債の再評価を原因とするもの）は、年度ベースで年ごとに評価するため

に毎年損失として加算していくことができる。 

 

リスクの軽減 

 

リスクの軽減方法は 2 つの形を取り得る：(1) 保有資産ないしは結ばれた契約に固有の方

法（たとえばリスクの全部ないしは一部を取引相手あるいは契約者に対して移転する特性

を使う）により、状況の変化によるマイナスの影響を減らす形式、そして(2) 経営陣の裁

量（措置）を伴う形式。 

 

シナリオの評価では、現実的なリスク軽減プログラム（たとえばヘッジ、外部との再保険

取引、グループ内再々保険取引、配当金レベルの変更）を考慮しなければならない。リス

ク軽減がシナリオの財務への影響に大きく作用する場合には、とりわけストレスシナリオ

については、リスク軽減が有効となる見込みであることを確認するよう留意が必要である。

たとえば、グローバルシナリオの場合には、リスクが移転された再保険会社も、そのシナ

リオの環境の原因となった状況による影響を受けるかもしれず、それにより再保険会社が

タイムリーに損失を払い戻す能力が損なわれる可能性がある。 

 

いくつかの保険会社グループでは、同グループ内の法人組織間での保証、その他の資本と

リスクの移転手段が利用されている。その利用法とグループの総必要資本との関係は、個

別企業向けに適用される評価基準および資本基準によって決まることになるだろう。たと

えば 2 社の法人間の保証について考えてみてほしい――親会社は欧州連合に所在し、子会
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社は米国に所在する。米国子会社のリスク対応資本（Risk Based Capital: RBC）比率が所定

の数値を下回る場合には、資本は EU の親会社から移転されることになると取り決めに規

定されているとする。このような場合には、保証の効果は、現在及び将来の欧州での評価

基準とソルベンシー資本要件、同時にこれに相当する米国の基準によって決まることにな

る。 

 

 

経営陣による措置 

 

早期警戒ないしは予防手段として、同時進行で、あるいはシナリオの展開に対する対応に

おいて、特定のシナリオによるリスクを、少なくとも一定程度は軽減するために取れる、

いくつかの経営陣による措置が通常は存在する。保険損失の支払の迅速さなど、こうした

決定のいくつかは、シナリオが展開するにつれて経営陣によって下され得る。このような

決定を財務予測に組み込むことで、企業がいかに対応できそうかをシミュレーションでき

る。またシナリオには、予想される二次的影響も包含できる。二次的影響は、当初のショ

ックと同じように重要になり得る。 

 

とりわけシナリオが長期間にわたって展開する場合には、現実には状況が今後どのように

展開するかに関する透明性がしばしば欠如するということを念頭に置かねばならない。す

ると、このような不確実性が 適でない経営陣による措置につながることがある。 

 

多段階で構成されるシナリオについては、シナリオを個別の期間に分割する必要があり、

各期間の状況に対応して経営陣による措置をシミュレーションする。予想される経営陣に

よる措置は、シナリオの該当する個別段階に割り当てることができる。各段階の開始時

点では、シナリオの策定者は、シナリオに関して当該段階時点までの知識しか持たないで

あろう。従ってシナリオの評価は、当該時点までの実際のあるいは想定される経営陣によ

る措置を反映しながら、順を追って進むだろう。一切措置を取らない代替的な感応度テス

トの結果との比較は、その措置の期待される効果を示すことができる。 

 

テストの実施をさらに現実的なものにするために、各状況における現実的な選択肢とリ

スク選好を反映してシナリオの各段階の状況において検討され得る措置に関して、経営

幹部がインタビューを受けることも考えられよう。このようにして、経営幹部に対する情

報の流れは一層現実的なものとなり、経営幹部の行動を有効にシミュレーションすること

が可能になる。もう一つの手法は、ストレスのかかった状況時に経営幹部に対する報告義

務を負う人々に比べて、あまりプレッシャーにさらされないであろう、外部の第三者を利

用して、経営陣による措置のシミュレーションを実施するものである。 
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経営陣による措置に対して何らかの制約があり得ることも考慮すべきである。たとえば、

保険会社グループや複合企業内での資本移動は実行し易い場合もあるが、資本移動に対す

る潜在的な規制上の制約についても考慮する必要がある。保険会社が重大な損失を被った

場合には、いくつかの地域子会社の規制当局はグループからの資本注入を求め、その法域

外への資本移動を制限するだろう。こうした状況では、保険会社は直ちに、そして壊滅的

なものとなり得る、流動性ショックを経験することになるかもしれない。シナリオ分析の

一部として、保険会社グループはその主要子会社が事業を展開する地域における法的及び

規制上の環境を評価し、さらに財務的ストレスのかかる時期において、過去に規制当局が

示した柔軟性を反映する。このような場合には、グループの構造そしてグループの法人間

での潜在的な資本とリスクの移動は、評価プロセスの一部となる。理想的には、困難な状

況で期待される経営上の措置が実行されるであろうという信頼できる証拠も、予測の信頼

性を高めるにあたって有用となるだろうが、現在の経営陣は、このような評価の根拠とし

ては限られた経験しかないかもしれない。 

 

経営陣による措置は、「確率論的」シナリオ手法を利用することでより高い精度をもって

予測できる。確率論的シナリオは、初期の状態や牽引する事象およびそれに続いて起きる

影響などを一通りだけ認識するのではなく、複数の発生し得る将来の段階を持つ各段階か

ら構成される。これらはすべて初期の状態から生じる一連の異なるシナリオと見なすこと

ができる。しかしながら、この手法は非常に時間がかかり複雑になり得るため、検討され

た中で最も関連性が高く重要なシナリオのみに適用すべきである。その利点は、計画プロ

セスを通じて、ほとんど情報がないか、あるいはおそらくは矛盾する情報のみを手に、急

速に変化する環境においていかに意思決定を下すかについて、経営陣とその他参加者が経

験を積めることである。 

図 12 
市場流動性 
市場価格への影響 

コラテラルコールの

増加、格付けリンク

債務の返済など 

企業が保有する資産

に関する不利な取引 

企業の位置づけに

対する影響 
地元監督当局が資産

を凍結し、資本移動

が制約され、グルー

プは別々の法人に事

実上分解する 

競合相手による 
積極的な顧客引き

抜き 

格下げ 損失 
資産 
売却 

格下げの 
続発 

企業に不

利な取引 
ｺﾗﾃﾗﾙ

ｺｰﾙ 
契約の

損失 
信頼の 
損失 破たん 
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経営幹部と共にシナリオを評価することは、企業内にリスク管理を組み込むのにも役

立ち、経営幹部が発生し得る破壊的事象に備えるのに役立ち得る。通常は比較的単

純なモデルを利用したビジネスプランニングに焦点を当ててはいるものの、こうした手法

はすでにいくつかの企業によって利用されている。このような手法は金融サービス業以外

の業界ではより普及している――たとえば、パイロットや原子力発電所のオペレーターの

訓練などにおいて利用されている。 

 

 
このバリエーションとして、シナリオ分析の財務的影響の精緻な評価とインタラクティブ

な経営幹部用シミュレーションプログラムとを融合したものがある。この融合には、リス

クマネージャーとアクチュアリーによる十分な準備が必要であり、彼らのモデリング能力

により、与えられた経営幹部による措置の影響を非常に短時間で定量化できる。 

 

分析 

 

定量的結果を得るより重要なこととして、シナリオフレームワークの目的は、企業がその

リスクを効果的に管理し、不測の状況によりうまく対処することができるよう十分な洞察

を得ることである。したがって、とりわけストレステストについては、こうした分析に由

来する数値を重視しすぎないことが重要である。と言うのは、まれな事象の起こり易さ、

ボラティリティ、そしてそれがもたらす損益の分布に関する情報は、未知であるか、ある

いは過去の実績値を伴わない専門家による判断のみに基づいているからである。 

図 13 

当初情報に基づ

く経営陣による

措置 1 
 

企業の第 2 段階

までの実績を含

めて、第 1 段階

終了時までの情

報に基づく経営

陣による措置 2 

企業の第 3 段階

までの実績を含

めて、第 2 段階

終了時までの情

報に基づく経営

陣による措置 3 

シナリオ 

シナリオの段階 

経営陣に選択された措置 
順序通りに定義され、各段階

の開始時点で決定される情報

に基づいたもの 

経営陣に選択された措置が実

施された場合の損益 

経営陣による措置が実施され

ない場合の損益 

経営陣による 適な措置が実

施された場合の損益 

第１段階  第２段階  第３段階 
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シナリオ分析とストレステストにおいて検討され定量化されるファクターは、企業の種類

や遭遇する可能性のあるリスクに応じて異なってくるだろうが、これには多くの共通性が

ある。いずれの事象においても、定量的分析は戦略及び危機管理計画を策定するに足りる

ほど詳細である必要がある。こうしたプランは下記を包含し得る： 

 

• リスク回避：たとえば企業のビジネスモデルないしはビジネス構成の変更を通じて 

• リスクの軽減：たとえば再保険を通じて 

• 緊急時資金：たとえば担保、条件付資本転換債券（コンティンジェント・キャピタ

ル） 

• 資本増強：たとえば公募増資、配当金削減 

• 資産構成比率の変更. 

 

いずれのシナリオ分析あるいはストレステストでも、遭遇した状況に対応するシナリオの

影響を低減する経営陣による措置は、特定され、その有効性とコストについて分析される

だろう。種類及び重大性の異なる複数のシナリオも検討され、それだけでなく各シナリオ

に向けた経営陣による措置も複数検討され得る。これにより、経営幹部と取締役会は 善

の行動指針を決定することができる。 

 

このような分析の重要な目的は、変化するパラメーターがもたらす影響についてより良く

理解し、主要な仮定と感応度を特定することである。これによってリスクマネージャーは、

異なる損失レベルないしは信頼レベルについて、リスクと発生し得る将来への洞察を得ら

れ、主要パラメーターと感応度の評価の強化も促せる。 

 

下記は、基準として予想されるケースと、代替としての感応度シナリオないしはストレス

シナリオとの双方について、評価（そして文書化）する必要がある、いくつかの要因のリ

ストである。 

 

• 検討すべき二次的影響 

• 下記に対する影響 

- 資産（資産種類ごと） 

- 負債（事業ラインごと） 

- 経済価値ベースのバランスシート／損失 

- 損益 

- 風評／ブランド価値 

 下記の影響 

- 利率変動。時にイールドカーブのパラレルシフトによって作成されることもあ

るが、保険会社は異なるデュレーションでの金利の変動に敏感であるため、よ

り複雑な動き（たとえば突然の上昇、下落、またはカーブのツイスト）がより
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関係しているかもしれない。 

- 資産価値の変動。株式、不動産、ヘッジファンド、未公開株式ごとに考えた方

が望ましい 

- 外国為替レートの変動 

- スプレッドの変動（格付けクラスごと） 

- 取引先のデフォルトと格下げ 

- 死亡率と疾病率の変動 

- 契約者のオプションと保証、およびその結果として実現する可能性のある逆選

択 

- 資本の移動可能性に関する制約 

• 企業が、決めたことのないパラメーターに対して作成した仮定 

• 所定の仮定に対するあり得る変更 

• グループ内再々保険を実施する前後でのグループのさまざまな法人に対する損失の

分布 

• 検討されたリスクの軽減戦略とそれに対し検討された経営陣による措置の記述とそ

の効果 

- 再保険、共同保険、ヘッジ、そして証券化を含むグループ外措置 

- 保証と再々保険を含むグループ内措置 

• シナリオに組み込まれている要因とリスクの間の相互関係の記述 

• 経済価値評価の枠組みからの何らかの逸脱、重大なリスクの単純化あるいはその考

慮の欠如に関する記述とその影響 

 

シナリオが数年にわたる場合には、下記のような特定の情報を決定する必要がある： 

• シナリオの異なる段階で発生した損失 

• 毎年の経済価値ベースのバランスシート／損失 

• 毎年のソルベンシー比率と流動性比率 

• 経営陣による措置が取られた場合のこうした措置. 

 

評価されたシナリオの文書化、実行されたシナリオ分析の結果として取られる措置、そし

て定量的結果もまた重要となる。 

 

 

 

ケーススタディ 1：発生し得る経済シナリオがもたらす影響 
 

適な資産配分とリスク軽減戦略を決定するために、ある保険会社が今後 5 年間にわたる

自社の財務状態を分析する。現在は基本的な経済予測に基づいて資産の 適化を行ってい

る。しかしながら、このシナリオ通りに進まないかもしれないため、日本型シナリオと高

インフレ・シナリオについても検討する。 
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上記の図では、保険会社は予測シナリオでは順調に経過しているものの、日本型シナリオ

とインフレ・シナリオの下では、 終的には支払不能に陥る可能性が示唆されている（赤

の棒グラフが規制上の支払不能を警告するもので、黒の棒グラフが債務超過を示してい

る）。次に、保険会社は国債のみに投資することで日本型シナリオに対処して自社の資産

の 適化を図ろうと考える。このような戦略を実施した場合、保険会社は日本型シナリオ

の下では順調であり、予測シナリオの下ではやや悪くなるだけだが、高インフレ・シナリ

オの下ではうまくいかない。 

 

 
 

図 14 

図 15 

予測に対して 適化された戦略におけ

るさまざまなシナリオの下でのソルベ

ンシー比率 

 
例：株式と社債の組み合わせへの投資 

シナリオ 1（日本） 

シナリオ 2（予測） 

シナリオ 3（インフレ） 

シナリオ 1 に対して 適化された戦略

に基づいた、さまざまなシナリオの下

でのソルベンシー比率：保険会社はシ

ナリオ 1 の下では機能するが、シナリ

オ 3 の下では支払不能である 

例：国債のみへの投資による、日本型

シナリオに対する 適化 

シナリオ 1（日本） 

シナリオ 2（予測） 

シナリオ 3（インフレ） 
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次に、各シナリオの下でのダウンサイドリスクを限定することにより、保険会社は 3 つす

べてのシナリオにおいて自社の財務状況を 適化する。そのために保険会社は、インフレ

に対するマクロヘッジを導入することによる、資産に関する部分的なリスク分離の影響を

分析している。 

 

 

 
 

 

このような戦略のもと、保険会社は日本型シナリオの下ではうまくいくが、予測シナリオ

の下ではやや悪化し、高インフレ・シナリオの下では前と同様に悪い。しかしながら、財

務状況はすべてのシナリオの下で許容範囲である。予測シナリオの下では期待収益が先行

するが、高インフレ・シナリオあるいは日本型シナリオのいずれの下でも支払不能に直面

することはないだろう。 

 

後に、保険会社は、グループ内外の再保険も考慮し自社の戦略に微調整を加える。こう

した追加的な測定方法を導入することで、短期的に財務的負担をもたらす特殊な状況に対

するソルベンシー比率は改善される。 

 

 

図 16 

グローバルに 適化された戦略に基づ

いた、さまざまなシナリオの下でのソ

ルベンシー比率 

例：一部資産のリスク分離 ＋  
インフレに対するマクロヘッジ 

シナリオ 1（日本） 

シナリオ 2（予測） 

シナリオ 3（インフレ） 
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ケーススタディ 2：パンデミック 

 

このパンデミックシナリオのケーススタディは、シナリオ分析に関連するいくつかの概念、

とりわけ含まれる仮定の範囲や専門家による助言の必要性について例示している。このケ

ーススタディは、この種のイベントに対する推奨されるシナリオを意図するものではない。 

 

パンデミックが企業のバランスシートにもたらす影響を評価するには、下記のような側面

について明確であることが必要である： 

1. それはインフルエンザの世界的大流行なのか、それとも異なるタイプの流行病な

のか？ 

2. パンデミックの損害規模はどの程度と考えられるか？ 

3. どの程度の期間にわたってこのパンデミックが発生することになるのか？ 

4. 死亡率、疾病率などの保険リスクファクターに対して、どのような影響があるの

か？ 

5. 金融市場に対してはどのような影響があるのか？ 

6. 公衆衛生当局や中央銀行による介入などの対策はどの程度の効果をもたらすか？ 

上記の、そして潜在的な他の要因について取り決められさえすれば、企業の財務状況に対

する影響が決定される： 

1. 生命保険及び健康保険に対してはどのような影響があるのか？ 

2. 医療費用、事業中断、役員賠償責任など、その他保険種目に対してはどのような

影響があるのか？ 

3. 資産にはどのような影響があるのか？ 

 

図 17 

ダイナミック戦略の下でのソルベンシ

ー比率：状況に応じた対策がダイナミ

ックに実行される 

 
例：部分的なリスク分離、再保険やグ

ループ内保証などの対策の導入 

シナリオ 1（日本） 

シナリオ 2（予測） 

シナリオ 3（インフレ） 

対策 1 対策 2

対策 3 対策 3+4
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パンデミックを定義する多くのパラメーターは、極めて推測的である。このことは、規制

当局やその他の機関が策定した、下記の表に示されている、あり得べきインフルエンザの

世界的大流行のシナリオに例示されている。彼らは、インフルエンザの世界的大流行の規

模だけでなく、金融市場に対してこれがもたらす影響に関しても異なる仮定を立てている。 

 

パンデミックがもたらす影響に関するストレステストを実施する企業は、自社独自のシナ

リオ仮定を策定しなければならない。 

 

 

 

 

  

SST 

 

シンガポール 

 

マクキビン＋シドレンカ 

 

SOA 

 

CBO 

EU（CBO 仮定

に基づく)

  短期シナ

リオ 3a

短期シナ

リオ 3b 

Mild 

 

 

 

Medium

 

Severe

 

Ultra

Mild／

Mode-

rate

 

Severe

 

Mild 

 

Severe 

 

Severe 

Severe

Nega-

tive
死亡者総数

(千人) 40,000 20,000

 
40,000,000 1,440 14,400 72,000 144,000 6,688 60,800 2,000 60,000 60,000 60,000

感染率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 30% 25% 30% 30% 30%

死亡率 1.67% 0.83% 1.67% 0.06% 0.60% 3.00% 6.00% 0.33% 2.53% 0.10% 2.50% 2.50% 2.50%

超過死亡率 0.5 % 0.25% 0.5 % 0.02% 0.18% 0.90% 1.80% 0.08% 0.76% 0.03% 0.75% 0.75% 0.75%

GDP              

株式              

FX              

不動産              

スプレッド              

金利              

 

 

企業は、シナリオ評価の根拠となる仮定を理解し、その他の結果を検討する必要がある。

しかしながら、あまりに多くの楽観的仮定をたてると安全に対する誤った意識がもたらさ

れる可能性があるのと同じように、否定的仮定を合わせることで、一層極端な結果を生み

出すのは容易であるということも認識しておかねばならない。影響の良し悪しに関わらず、

その推測の程度は理解され、伝えられねばならない。シナリオの利用は確率分布の必要性

から逃れられるかもしれないが、尤度の感覚は、こうしたシナリオの損害規模に対する緊

急度についての感覚を伝えるためにやはり必要である。 

 

インフルエンザの世界的大流行は、企業が高いリスクにさらされ得る唯一の種類のパンデ

ミックではない。類似の発生の可能性のある脅威が存在するかどうか、インフルエンザの

世界的大流行が、発生の可能性のあるパンデミックの分類のわかりやすい典型なのか、あ

るいはより地域的な事象なのか――企業は検討する必要があるだろう。たとえば、抗生物

質に対する突然の耐性は、インフルエンザの世界的大流行とは全く異なる形で広がるかも

しれない。インフルエンザの世界的大流行は、高い感染率（しばしば人口の 20‐30%程度

図 18 
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と推定される）と相対的には低い増分死亡率で特徴付けられる。たとえば、今後罹患率は

低いものの死亡率の高いパンデミックが発生することはないだろうか？こうした流行病が

発生すれば、保険種目別にそして金融市場に対して異なる影響がもたらされるかもしれな

い。罹患率は低いものの、感染者の死亡率が 80%ないしは 90%というパンデミックの発生

時には、死亡率が 1%から 3%の範囲であるインフルエンザの世界的大流行時よりも、パニ

ックはより深刻になる可能性がある。このようなパンデミックの発生の尤度を検討するに

あたっては、死亡率が高い流行病が広範に広がることが生じるためには、流行病が感染後

発症前の段階で不可欠な感染力を備える必要があり、また感染性を持つようにならねばな

らないことを、企業は認識する必要があるだろう。 

 

下記は、3 つの例としてのパンデミックシナリオの物語である。1 つ目は標準的なインフ

ルエンザ・シナリオであり、ここでは公衆衛生当局と中央銀行による有効な対策がイン

フルエンザが金融市場に対してもたらす影響を限定している。2 番目のシナリオは、欧州

を中心としたより深刻なインフルエンザの大流行についてであり、ここではあまり有効な

対策が取られていない。3 番目のシナリオは、罹患率は低いものの死亡率が高い事象を説

明している。 

 

軽度のインフルエンザのパンデミック 

 

世界的なインフルエンザの流行が、アジアに始まりその後欧州と米国に広がる。アジアが

も影響を受け、これに欧州と米国が続くが、これは人口密度そして公衆衛生当局と封じ

込め対策の相対的な有効性に主に影響される。世界的なインフルエンザの影響の規模が明

らかになるにつれ、市場はよりリスク回避的になり、投資家は欧州及び米国債へと投資先

を移動する。一方でスプレッドは拡大し株式市場は下落する。18 カ月後には、パンデミッ

クは自然な経過をたどり、市場は徐々に落ち着きを取り戻し、500 万人が死亡する。 

 

保健医療品のサプライチェーンは緊迫するものの、崩壊することはない。相対的にゆっく

りとしたパンデミックの始まりであるため、政府は比較的タイムリーに緊急措置を取れる。

しかしながら、主にアジアそして欧州において諸々の公共サービスは悪化する。これによ

って（訳注：例えば）火災の発生頻度および損害規模が大きくなったり、特に介護を頼り

にする高齢者の間での死亡率が高くなったりする。 

 

投資家が資金を欧州と米国に移すため、アジア市場が も下落し、アジア通貨の為替レー

トはユーロおよび米ドルに対して著しく下落する。旅行およびレジャー関連企業がもっと

も深刻な打撃を受け、一方で海運や空輸は続けられるが、検疫措置のためにターンアラウ

ンドが長くなり利益率は低くなる。保険会社の株価は、パンデミックによる保険金請求へ

のエクスポージャーに関する不確実性を理由に、大幅に下落する。 
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中央銀行は、パンデミックの影響を軽減するために対策を取り、市場を鎮静化し、国民の

信頼を高めようと試みる。その大多数は、金利を 低でも 100 ベーシスポイント引き下げ、

金融システムに流動性を注入する。こうした措置は、危機が経済成長にもたらす大きな打

撃を完全に相殺することはできず、経済活動は短期的に収縮する。その影響は国により異

なる。しかしながら、危機が終焉を迎えるにつれ、その後もしばらくの間継続する金融緩

和による後押しを受け、経済活動とリスクアペタイトは回復するだろう。 

 

重度のインフルエンザのパンデミック 

 

インフルエンザのパンデミックの発生初期には、追加的な死亡率は中程度である。公衆衛

生当局はインフルエンザワクチンを配給し、これがほどほどに奏功して、罹患率は 25%で

あるが感染者の死亡率は 0.5%に抑えられる。その後ウイルスがより病原性の高い型に変

異し、死亡率は 25%と非常に高くなるが、これに対するワクチンは完全に有効にはなりそ

うになく、罹患率はやはり 25%である。これによってパニックが広がり、金融市場は崩壊

寸前となる。第 1 段階での死亡者総数はおよそ 90 万人、そして第 2 段階では 4,400 万人と

なる。 

 

このパンデミックが も顕著となるのは欧州である――その開かれた社会と高い人口密度

によって対抗措置の効果が弱められるからである。米国はその国境を封鎖することができ、

第 2 波については他国ほどは影響を受けずに済む。第 1 波の後、EU は時期尚早にもパン

デミックの終息を宣言し、第 2 波が到来するときにもなかなか措置を整えようとしない。

アジアでは措置はより有効であり、発生は封じ込められる。1 年後、パンデミックは 終

的に自然終息し、金融市場は徐々に回復する。しかしながら、第 1 段階の間に利用された

ワクチンが 1%の人々に合併症をもたらし、こうした人々は長期的に身体障害を抱え、長

期にわたる治療を要することになる。EU と米国のおよそ 6 億人のうち、600 万人が身体障

害症状を抱えることになり、製薬会社に対して集団訴訟を起こす。 

 

インフルエンザ以外のパンデミック 

 

複数の構成要素の損傷作用の大部分を兼ね備えた全く新しいウイルス――空気感染する出

血性痘瘡――を南アジアの独裁国家が生み出した。このウイルスは感染性が高く、兵器と

して利用される予定だった。安全対策に瑕疵があったためにウイルスが漏出し、広がり始

める。情報および有効な対策措置の欠如により、ウイルスは急速にまん延し、それについ

て近隣諸国は知らされることもない。数週間後、近隣諸国で 初の感染者が出現し、それ

から世界中で、空港を有する大都市において続々と発症する。 

 

このパンデミックの特質は、感染率は相対的に低い（1%）一方で、いったん感染すると

死亡率が非常に高い（80%）ことである。こうした性質ゆえに広くまん延し、極度のパニ
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ックを引き起こす。金融市場はほぼ閉鎖状態となり、アジアの経済活動に深刻な影響がも

たらされる。 

 

投資家と企業は、自社のスタッフを避難させ、アジアから脱出させる。これによって感染

がさらに広がることになる。西側諸国ではオーストラリアとカナダが も影響を受け、こ

れに米国と欧州が続くが、これはアジアの駐在員の数にある程度関係している。 

 

パニックが広がるにつれ、海外旅行と貿易は完全に停止する。ウイルスのまん延が終焉を

迎えた時には、全世界での死亡者数は 6,400 万人に達する。生き残った感染者のうち 20%

が、腎機能障害による後遺症に直面し、多額の障害保険金請求が発生することになる。 

 

 

ケーススタディ 3：ソブリン債の債務不履行 

 

ソブリン債の債務不履行は、技術的な観点と政治的理由の双方から策定が困難なシナリオ

である。こうした事象に関する考察ですら、市場と国民の信頼を損なうことによってその

発生可能性を高めるおそれがあると信じる者もあるため、軽度のシナリオだけを検討する

ことで、その潜在的な影響を重要視しない傾向がある。例として、このケーススタディで

はユーロ圏で発生するソブリン債の債務不履行を取り上げる。 

 

こうしたシナリオを策定するときには、債務不履行のもたらす影響を詳細に特定する必要

がある。ソブリン債の債務不履行という事象への潜在的なエクスポージャーへの洞察を得

るには、このようなシナリオについて、経緯と時間軸が重要である。たとえば、ギリシャ

の債務不履行のみにより生じるリスクは、ドイツがユーロ圏を離脱した場合とは大いに異

なるだろう。 

 

1 つの事例として、ドイツ、オランダ、そしてフランスがユーロ圏を離脱するという例を

考えてみてほしい。このシナリオでは、その展開がギリシャ、スペイン、ポルトガル、そ

してイタリアで次々に発生するソブリン債の債務不履行を引き起こし、 終的にはユーロ

は崩壊することになるだろう。 
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このような事象がユーロ圏に限って発生すると考えるのは現実的ではない。こうした事象

は世界的な影響をもたらすだろう。悲観的なシナリオでは、この事象は米国の債務を膨張

させることになるかもしれない。それから EU と米国からの貿易の破綻が、アジアの輸出

に支えられた経済圏のハードランディングを引き起こし、ついには深刻な世界不況が発生

する。 

 

 
 

図 19 
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関連通貨のリスクフリーレート、スプレッド、そして外国為替レートに関する前提条件が

策定されるだろう。そして、保険及びその他金融サービスセクターのエクスポージャーと

影響も評価されることになるだろう。 

 

保険会社については、その事業に対する影響と法的措置が分析されるだろう。ここでの疑

問点は下記も含まれるかもしれない： 

• 通貨がもはや存在しなくなった場合には、ユーロ建ての契約はどうなるのか？ 

• 債務不履行発生時から、債務不履行が発生した法域の市場の機能回復時迄の間は、

どのような状況になるのか？ 

• 不履行通貨が使われている場所にある担保はどうなるのか？ 

• 不履行通貨が使われている法域にある法人に対するグループ内取引／保証にはどの

ような影響がもたらされるのか？ 

• 通貨が変わったときには、契約者との契約はどうなるのか？ 

 

このようなシナリオ分析の価値は、発生し得る財務的損失への洞察を得るだけでなく、対

抗措置をより上手く策定し実行することができる点である。こうした事象について熟考す

ることで、経営陣は下記の事項などに関して情報に基づいた決定を下せる。例を挙げる

と： 

 

• 投資 

• ソブリン債の債務不履行発生の場合にあり得る、業務上の問題：たとえば IT と財務

報告 

• 流動性の 大化：たとえば担保とグループ内取引の 適化によるもの。そして 

• 契約の確実性の改善 

 

 

結論と今後の展望 

 

シナリオ分析とストレステストは、企業と国家のリスクに対するエクスポージャーを評価

する、新しいパワフルなツールである。これらは経済資本モデルあるいはソルベンシーモ

デルを単に補完するものではなく、企業と規制当局の双方を驚かせる可能性が も高い、

不確実で計測不能な事象の分析に非常に適している。 

 

シナリオ策定のプロセスとその財務的影響は、企業のリスクに対して洞察を提供でき、適

切なリスク制限を可能にし、したがって企業全体にリスク管理を深く組み込む助けとな

る。 

 

2008 年に始まった金融危機は、利用者たちに、ビジネス上の決定を下すにあたって利用す

る自らのモデルの限界に対して盲目になり得ることを気付かせた。少数の金融機関と金融
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市場の大部分だけでなく、規制上の枠組みそのものが不測の驚きをいかに経験するかに影

響する、システミックリスクに対する理解を深めることが必要であることを、この危機が

浮き彫りにした。規制当局は、シナリオ分析とストレステストを使って、リスクベースの

規制資本要件を補完できるだけでなく、他の規制当局と自らの一致点を強化するためにも

利用できる。 

 

たとえば、スイス・ソルベンシー・テスト（Swiss Solvency Test：SST）は、スイスのすべ

ての保険会社と再保険会社に対して 2006 年からシナリオを利用しており、EIOPA では、

大手保険会社の回復力を評価するためにストレステストを採用しており、連邦準備制度理

事会は銀行の財務状態を評価するためにシナリオを利用している。オーストラリアは、住

宅バブルに対する自国のエクスポージャーを評価するため 2004 年と 2005 年にストレステ

ストを利用したことで、他の法域が後に体験した困難な事態を回避できた。 

 

シナリオ分析とストレステストは、企業と規制当局の双方にとって強力なツールになり得

る。その利用の広がりは、検討対象となる条件や事象の選択から、可能性のあるシナリオ

の作成、その影響の評価、緊急時対応策とリスク軽減戦略の策定まで、企業のリスク管理

プロセスにおける多機能・多レベルでの関与を高めることになり得る。プランニングと同

様に、健全なガバナンスの習慣に支えられたこうした分析の策定と実行に利用されるプロ

セスは、企業に対して、その通常のビジネス上の意思決定を強化するための一層深い理解

をもたらすことができる。 
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