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「リスクアペタイト・フレームワーク」が変える

リスク管理の世界
─ 経営戦略とリスク管理が融合するとき ─

有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター センター長   大山 剛

　１． リスクアペタイト・
   　 フレームワークとは

　「リスクアペタイト・フレームワーク」、また「RAF

（Risk Appetite Framework）」という言葉を聞い

たことがあるであろうか。一般的には、まだ殆ど聞か

れないこれらの言葉が、実は世界中の大手金融機関

のリスク管理の「形」を変えようとしている。この連

載では、RAFとはそもそも何なのか、なぜ金融機関の

間で注目されるようになったのか、RAFがもたらす

ガバナンスやリスク管理上のメリットとは何か、一方

でRAF運営上よくみられる問題点は何か等、RAFに

係る様々な疑問に答えて行きたい。第1回目に当る今

回は、まずは、RAFが一体何なのかを簡単に説明した

上で、こうした考え方が出てきた経緯や従来のリスク

管理と比べた特徴を示す。

　RAFとは、簡単にいえば、リスクアペタイト（以下

RA）を決定し、これを制御するための枠組みである。

それでは、「RA」とは一体何か。RAの一般的な定義は、

「ビジネス上の目的やステークホルダーへの義務を

所与とした上で、エクスポージャーの拡大やビジネ

ス行動を通じて、経営体として取ることが可能であ

り、またその意志もある、リスクの水準とタイプ」と

なる。簡単にいえば、これは、組織、つまり経営がビジ

ネス目的を達成するために、敢えて取るリスクを指し

ている。このRAの定義に基づきRAFを敷衍するなら

ば、RAFとは、①経営が、株主や当局等の主要ステー

クホルダーの期待を意識した上でRAを決定し、これ

が期待のレンジの範囲内に収まっていることを確認

する、と同時に、②こうした経営レベルのRAを、営業

の前線に立つ組織の末端まで伝える、枠組みだとい

える。

　２． RAFの重要性が強調される
       ようになった背景

　日本を含む主要国の大手金融機関のリスク管理は、

長い間、他の業界と比べても、最も進んでいると言わ

れてきた。その一つの背景には、預金保険という「保

険」を公的当局が与えている見返り、或いは重要な社

会インフラを担っている役割の重要性から、監督当局

が、金融機関に対し、常にリスク管理の高度化を求め

たきたことが挙げられる。同時に、監督当局は、保有し

ている経営バッファー（つまり自己資本額）の十分性を

第1回 リスクアペタイト・フレームワークとは何か
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確認するために、金融機関に対し、主要なリスクを計

量化し、これを自己資本額と対比させることも求めて

きた。所謂「バーゼル規制」と呼ばれるものがそれであ

る。特に2006年から実施に移されたバーゼルII規制

は、市場価格の変動をリスク要素として捉える市場リ

スクに加え、債務者の破綻等をリスク要素として捉え

る信用リスク、さらには損失を伴う事務事故や内外不

正等の要因をリスク要素として捉えるオペレーショナ

ル・リスクの計量化も求めるようになった。具体的に

は、例えば信用リスクでは、与信先やプロジェクト毎

に破綻確率や破綻した際の回収率等を予測すること

で、リスク量をその時々の状況を反映する形で正確に

計測することが必要となった。また従来計測不可能だ

と考えられてきたオペレーショナル・リスクも、事故

のタイプや発生する事業部門のタイプ毎に損失事象

データを収集・分類した上で、通常は損失額分布と頻

度分布に基づく計量モデルを推計し、これによってリ

スク量を計測する考え方が取り入れられた。

　このように大手金融機関についていえば、危険を示

す精緻なレーダーシステム（リスクの計量化）や、これ

に備える巨大な防波堤（リスク対比でみた所要自己資

本）が2006年頃にはほぼ完成していたわけである。そ

れにもかかわらず、その直後には、世界経済を震撼と

させた深刻な金融危機が、欧米を中心に発生すること

となる。それは一体何故なのか？

　一つの要因として指摘できる点は、従来のリスク管

理が対象とした「リスクのスコープ」の狭さである。実

際、これまで金融機関のリスク管理（とくに自己資本

の十分性の確認）に取り込まれてきたリスクをみる

と、その多くが、リスク量の計測が容易か、或いは計測

が困難でも、当局からリスクを把握する強い要請を受

けているものばかりだといえる。たとえば、現状では、

市場リスクや信用リスクが、金融機関が把握・制御す

る中心的なリスクとなっている。これらリスクは、計

量化の方法論がある程度確立していると同時に、リス

ク要素に係るデータも蓄積されており、リスク計量化

は比較的容易である。これに対しオペレーショナル・リ

スクの計量化は、方法論そのものが確立されているわ

けではなく、その意味で、皆が納得するような形での

計量化には大きな困難が伴う。それでも監督当局とし

ては、その重要性に鑑みれば、金融機関は何らかの形

でオペレーショナル・リスクも把握すべきだと考え、

金融機関もこれに対応して、オペレーショナル・リスク

を計量化するようになった。

　一方、先般のグローバル金融危機では、規制がこ

れまであまり重視してこなかったカウンターパー

ティー・リスク（信用リスクの一種で、市場取引におけ

る相手方が破綻した結果、市場取引が完結せず、これ

に伴い発生する損失に係るリスクを指す）や証券化商

品に係るリスク（証券化商品の価格が下落する、或い

はデフォルトするリスク）、さらには流動性リスク（資

金繰りが逼迫し経営不安をもたらすリスク、或いは

市場全体の流動性の低下に伴い取引価格が大幅に下

落するリスク）の顕現化が、巨額損失や破綻の源泉と

なった。つまり、どんなに精緻なレーダーを作っても、

レーダーが捕捉できる物体（リスクのタイプ）に限り

がある中では、ステルス物体の飛来によって、いとも簡

単に防御体制が崩れてしまうことになる。なお、金融

危機の反省を踏まえてつくられたバーゼルⅢやその

後の規制は、危機で顕現化したリスクをすべてカバー

しているが、こうした規制強化も結局、「過去の危機の

後追い」、「もぐら叩きの繰り返し」に過ぎないのでは

ないかとの批判も出ている。

　また上記の要因に加えて、実は「レーダーの精緻性」

にも問題があったといわれている。従来リスクの計量

化には、主にVaR（Value at Risk）という手法が用い

られてきた。これは、リスク要素の過去の変動の歴史

に基づき、今後一定の確率（例えば、100年に1回の確

率）で生じる損失額がどの程度に達するかを統計的に

算出したものである。もっとも、こうしたリスクの計測

手法は、比較的最近時の「過去データ」のみに着目した

「バックワード」な計測手法といわれている。つまり、

例えば過去10年間のデータをサンプルとして算出し

たリスクは、飽くまでもその期間の外部環境を前提と

したリスクを算出しているに過ぎず、外部環境自体が

大きく変化するような中でのリスク（通常「想定外の

「リスクアペタイト・フレームワーク」が変えるリスク管理の世界
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リスク」といわれているもの）を把握することが出来

ない。実際、今回のグローバル危機において、海外主要

金融機関で生じた一部市場取引の損失は、危機以前に

は一万年に一度しか発生しないであろうと考えられて

いた損失額を遥かに上回ったとの話もある。

　３. RAF構築の要請

　上記のような金融危機からのレッスンを踏まえて、

監督当局は金融機関に対し、RAFの構築や強化を求め

るようになった。なぜならば、RAFは、上記に示した問

題に対応できる二つの大きな特徴を有しているからで

ある。

　その一つは、網羅するリスクのスコープの広さであ

る。RAFでは、計量化が困難なリスクも含む全ての主要

なリスクが対象となる。例えば、これまでのリスク管理

の世界では、重要なリスクだと認識されていても、計量

化が困難でリスク管理の世界に馴染まないとの理由か

ら、取り上げられてこなかったものも多い。例えば金融

の世界では、企業の事業戦略の失敗の可能性に焦点を

当てた「戦略リスク」、長年培われてきたレピュテーショ

ンが突如崩れることで生じる「レピュテーション・リス

ク」、さらには、企業行動が様々なステークホルダーが

期待するものから著しく逸脱することで発生する「コン

ダクト・リスク」等がそれに当る。RAFの中では、これら

リスクも、最も重要なリスクとして、市場リスクや信用

リスクと同様に取り扱われることとなる。そういう意

味で、RAFで重要となるのは、予め決められたリスク・

カテゴリーのリスク量の把握に止まらず、自らの組織

の特徴を踏まえた上で重視すべきリスク・カテゴリー

の特定化の“プロセス”だといえる。この点は以下で示

す第二の特徴とも深く関わってくる。

  RAFの第二の特徴は、重要なリスク・カテゴリーやリ

スク量の把握が、「フォワード・ルッキング」である、す

なわち、過去データに基づき統計的な視点から将来の

リスクを予測するのではなく、足許の状況を分析した

上で一定の論理に基づくシナリオとして、近い将来に

起こり得そうなリスクを予測することだといえる。そ

の場合に重要となる考え方は、自らの組織がテイクす

るリスクの根源を、その名のとおり、「アペタイト」或い

はリスクテイクを行う「動機」と捉えることである。企

業はなぜリスクを取るのか？今更ながらの問いである

が、当然ながら株主を始めとした様々なステークホル

ダーの期待に答え、彼らが評価するバリューを生み出

すために、リスクをテイクするのだといえる。このよう

に考えれば、それぞれの企業が直面するリスクとは、要

は企業がいかなるバリューをどのように生み出そうと

しているのか、つまりは「経営戦略」そのものに深く根

差すものだといえる。RAFとは、経営が目指すバリュー

を築くために敢えてテイクするリスクを、まさに目的の

視点から捉え、これに考えられる近い将来の外部環境

の変化を掛け合わせることで、フォワードルッキングな

リスク量の把握を可能とする枠組みだといえる。

  図表1    RAFにおけるリスクの捉え方の特徴

リスク認識・計量化

計量手法 計量手法

リスク認識・計量化

容易

バックワード
ルッキング

フォワード
ルッキング

困難

従来リスク管理で強調されてきた分野
（手法）VaR
（リスク・タイプ）市場、信用リスク等

従来リスク管理で部分的に取り込まれ
てきた分野

（手法）VaR、定性的手法
（リスク・タイプ）オペレーショナル、
コンプライアンス、流動性リスク等

RAFで強調される分野
（手法）ストレステスト、シナリオ分析
（リスク・タイプ）全リスクながら、特に戦
略、レピュテーション、コンダクトリスク等
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　４． RAFがもたらす
　　 ガバナンス・リスク管理革命

  このように、RAFは、グローバル金融危機で明らかに

なった金融機関のリスク管理の弱点を補強する手段と

して、大きな脚光を浴びるようになった。もっとも、上記

は飽くまでも、金融危機が示した課題への有効な対処

策という視点からRAFの特徴をみたものであり、これ

ら自体が必ずしもRAFの本質を全て捉えているわけで

はない。RAFの本来の特徴は、実は、企業のリスク・ガバ

ナンスのあり方や、リスクの捉え方に関し、革命的な変

化をもたらす可能性を有している。それは特に、以下の

２点について言えることである。

①RAFは、経営者が経営判断するプロセスを、内部や外

部の第三者の目からみて、「丸裸」にするものである

　既述のとおり、企業が直面するリスクは、経営戦略そ

のものに内在するものであり、経営戦略の策定は、同戦

略に潜むリスクの議論とセットのものでなければなら

ない。RAFとは、経営層が、戦略の中にどのようなリス

クを認め、それが受け入れ可能か否かを判断し、さらに

受け入れた後でも、許容の上限を越えないように絶え

ず監視するための「透明な」枠組みである。ここで敢えて

「透明な」を強調したのは、RAFはこうしたプロセスを

標準化することで、これまで「経営者の頭の中で」自然

になされてきた思考プロセスを「見える化」したためで

ある。

　実はこの点が、多くの金融機関において、RAFを導入

する上での大きな障害ともなっている。すなわち、多く

の経営者は、自らが下す経営判断の思考プロセスを、外

部からみられたくないのである。もっとも、ガバナンス

の高度化が叫ばれている現在、重要な経営判断のプロ

セスを、一部の経営層のみで共有する時代は過ぎ去ろ

うとしている。経営の重要な判断プロセスを常に、株主

等の重要なステークホルダーの目に晒し、さらには誰

が特定のリスクテイクを主導し、これに誰が賛成、或い

は反対したのかを明確化することは、経営者個々人の

責任も明確になるという意味で、究極のガバナンス強

化策となる。これは、特に日本の企業の意思決定プロセ

スに対し懐疑的な外国人投資家に対しては、非常に魅

力的な枠組みと映るはずだ。

「リスクアペタイト・フレームワーク」が変えるリスク管理の世界

  図表2    RAFが求める透明な戦略決定のプロセス

取締役会

リスク管理 企画 /財務

ボトムアップ

リスク抑制 リスク促進

ステークホルダー
（当局・メインバンク等）

ステークホルダー
（株主等）

従業員

BL1 BL2 BL3

リスクアペタイト

トップダウン

協働

経営会議

経営戦略
事業計画

リスク
文化



2014/07 季刊  ●   企業リスク 72

②RAFはリスクを“トレードオフ関係”の中に位置

付けることで、曖昧な評価を許さないものである

　従来の（特に金融機関における）リスク管理では、

リスクとは抑制するものであり、少なくとも監督当

局に、一定の範囲内にリスクを抑制したことを示し

（或いは、特に計量化が難しいリスクの場合であれ

ば、例えばゼロ許容度を宣言し）、当局がこれに納得

することが、リスク管理の重要な要素として認識さ

れてきた。こうした世界の中では、自然、企業（金融

機関）は、リスクのスコープを狭く捉える、或いは、リ

スク量を控え目に計算するインセンティブが働いて

しまう。

　これに対し、RAFは、主に監督当局というステー

クホルダーが期待するRAの抑制のみではなく、株主

等別のステークホルダーが期待するRAの「促進」ま

でも評価の視野に入れることで、より「相対的な」基

準の中でのRAの評価を可能とする。これにより、企

業（金融機関）は、ステークホルダーに対し、単に「リ

スクテイクは最小限に抑えています」と回答するだ

けでは済まなくなる。株主を満足させると同時に、

監督当局や格付機関（或いは一般企業で場合であれ

ば、メインバンク）までも満足させるために、どのよ

うにRAをバランスさせているかを説明しなければ

ならないからだ。そして、当然その際には、両者の説

明の間に一貫性が求められる。このようにRAFは、

リスクをとる姿勢を、トレードオフの世界の中で表

現することで、テイクしているリスクの本質を可視

化するのである。

  図表3    トレードオフ関係の中で捉えるリスク

格付機関

債券保有者

社会一般

顧　客

抑制する力

リスクアピタイト

経営者/
シニア・マネージャ

追求する力
リスク・プロファイル

最小化 最適化

リスクキャパシティ

監督当局／
メインバンク

株　主



2014/07 季刊  ●   企業リスク 73

　５． RAFの課題と実務

　既述のとおり、RAFは、企業のリスク管理分野や

ガバナンスのあり方に、まさに革命をもたらすよう

な潜在力をもっているのであるが、実際の普及の程

度は、監督当局が強く奨励している金融機関におい

ても、まだそれほど進んでいないのが実態だ。その

主な理由としては、①概念が複雑で（特に主役であ

るべき経営者にとって）分かりにくい、②既存の意思

決定のシステムが透明化されることに対する抵抗が

強い、③一般に経営企画や財務部門とリスク管理部

門の文化は大きく異なっており、RAF運営に不可欠

な両者の協働を実現することが難しい、④非財務リ

スクの取り込みやこれらリスクの大きさ・変化の把

握、さらにはこれらリスクの制御等、RAFを運営す

るに当たっての技術的側面で依然大きな課題が残っ

ている、等が挙げられる。

　次回以降では、こうした課題の克服を含めて、各企

業が具体的にどのようなプロセスを経ながら、RAF

を構築・運営すべきかを分かりやすく説明していく。

予めRAFの構築・運営に際し必要となる作業プロセ

スの概要を示すと、次のようになる。

①（経営者が意識するRAの源泉となるべき）主要ス

テークホルダー（株主、監督当局/格付機関/メイ

ンバンク、顧客、社会一般等）の自社に対する期待

の確認

②RAFで対象とすべきリスク・スコープの決定・見

直し

③①や②を踏まえた（戦略レベルの）RAF指標の選

定・見直し

④①を踏まえた（戦略レベルの）RAF指標毎のRA水

準（或いはレンジ）の決定・見直し

⑤②で抽出されたリスクの現状プロファイルの測

定・確認

⑥⑤で測定されたリスクが④で決定されたRAと整

合的か否かの確認、整合的でない場合はビジネス

計画の修正

⑦戦略レベルのRA指標の戦術レベル、業務レベル

のRA指標への落としこみ

⑧リスク・プロファイルのモニタリング、及び実際の

リスク水準がRAの上限に近づく或いは超過した

場合の是正措置の実行

⑨RAをベースとした評価体系の構築・見直しと、同

体系を用いた評価

　このうち次号では、RAFの作業プロセスの初期段

階で判断が求められる、ステークホルダーの期待の

把握と、RAFで対象とすべきリスク・スコープの考

え方を議論する。                                    Ò

「リスクアペタイト・フレームワーク」が変えるリスク管理の世界


