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要

資産運用支援のためのリスクバジェッティング。システムを開発した。年金スポンサーによる年金資産運
用では、まずアセットアロケーションを決定し、それに基づく各資産配分資金を運用機関へ運用委託するこ
とが多い。これら運用機関への資金配分ポートフォリオ（マネージャストラクチャ）構築に関して、近年、
リスクバジェッティングと呼ばれる、リスク配分最適化に基づく手法が提案されている。そこで本研究では、
アクティブリスクとトータルリスクに対するリスク配分最適化を軸として、資産運用管理のPlan−Do・Seeサ
イクルに則った機能と処理フローを設計しシステムヘ適用した。これにより、運用計画者が、自分のリスク
許容度の範囲内で最適な配分状態を短時間で決定することが可能となる。
2．リスクバジエッチイング適用の概要

1．はじめに

今回我々が開発したシステムにおけるリスクバジ
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− 6 −
© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

3．リスクバジェッティング・シえテム ー

制約の下での有効フロンティアを形成している。ユ
ーザーは、所望の列または行を選択して，次の画面

本システムの開発では、マネージャストラクチャ
構築のPlan−Do−Seeサイクルに沿った処理フローと

に移．り、さらに詳しく分析できる。図4にその分析

なるよう機能設計を行った（図2）。サイクルの各ス

画面を示す。ユーザーが指定した列／行に対し、有

テップは、データ収集．と制約条件の設定（Plan）∵→

効フロ

最適ポートフォリオの作成（Do）→レポーティング

ロンティア上の所望のポートフォリオに対し配分率
やリスク寄与度などの分析情報を提示する（図4中
③（彰）。

図2 マネージャストラクチャ構築のPlan−Do−Seeサイクル

特に本システムの特長として、

図4 ポートフォリオ分析／選択機能

提示機能を挙げる。リスクバジェッティング手法で

4．適用評価

は、ユーザーが許容リスクを意識しながらポートフ
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ォリオを構築していく。然るに、運用計画者の中に

価を行った。まず、本システムを使用せずに作成し

は、まず自分自身の許容リスク自体を把握したいと

たアセットアロケーションとマネージャストラクチ

いう場合も多い。ユーザー支援の観点からこのよう

ャ（以下、基本案と称す）を用意し、次に本システ

な運用計画者にも容易にポートフォリオ構築が可能

ムにより複数代替案を作成し比較検討を行った。

なように、全体リスク／アクティブリスク配分とリ

その結果、基本案に近い代替案が短時間で作成可

ターンの関係を視覚化し、所望の角度から分析でき

能なこと、代替案の定性的な考察が比較的容易に行

るようにした。

え、候補ポートフォリオの選択の自由度が高まるこ
と、候補ポートフォリオの初期構築だけでなく既存
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ポートフォリオの最適性分析にも有用なことなどが
分かった。
5．まとめ
リスクバジェッティングを適用した資産運用管理
システムを開発した。本システムは資産アロケーシ
ョンと運用マネージャ選択を効率的に支援する。ま

ず、マネージャストラクチャ構築のPlanJDo−Seeサ

図3 リスク配分マップ提示機能

イクルに沿った処理フローとなるよう機能設計を行
由3にリスク配分マップを示す。ユーザーは、全

い、リスク配分とリタ「ンの関係を視覚化・分析す

体リスク及びアクティブリスクの範囲とそれぞれに

る機能を付加した。

対する計算ステップ数を設定する。これに基づいて

試験的な適用一評価作業を行った結果、複数の最

列方向に全体リスク、行方向にアクティブリスクを

適ストラクチャ候補の作成とその詳細分析を行え、

設定したマトリックスが作成される。マトリックス

最適意思決定支援に有用であるとの評価を得た。

の各要素には、交差する列／行に対応する全体リス
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