
JournaloftheOperationsResearch  
Society of Japan 
Vol．45，No．4，December2002  

バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較分析  
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和文概要  本論文では，実務的なインプリケーションを引き出すことを念頭において，VaRと期待ショー  

トフォールの持つ性質を比較した筆者の3つのペーパーの内容を整理して紹介する．ここでは，リスク指標が  

満たしていることが望ましいとされている性質として，（1）テイル・リスクの排除，（2）期待効用最大化原理  

との整合性，（3）劣加法性（凸性），（4）推計値の安定性，の4つを挙げ，VaRと期待ショートフォールがこれ  

らの性質を満たしているかどうかによって比較分析を行うこととする．その結果，（1）→（3）では期待ショート  

フォールの方がよい性質を持つ一方，（4）ではVaRの方がよい性質を持つ場合があることを示す．   

1． はじめに   

ファイナンスおよび経済学の理論では，不確実性下の意思決定を分析する際，投資家はリ  

スク回避的な効用関数を持ち，この効用の期待値を最大化するように行動すると仮定するの  

が一般的である（「期待効用最大化原理」）．しかし，個々の投資家の効用関数を特定するこ  

とは困難であるため，期待効用最大化原理を実務に応用するのは難しい．   

これに対し，Markowitz［15】は，不確実性下の意思決定をリターン（収益の期待値）とリ  

スク（収益の分散あるいは標準偏差）のトレード・オフによって捉えるという「平均・分散  

アプローチ」の考え方を提唱した．このアプローチは，（1）個々の投資家の効用関数を特定  

する必要がないこと，（2）収益が正規分布に従う場合，期待効用最大化原理と整合的な意思  

決定が行えること，（3）分散という比較的計算の容易な指標に基づいていること，などから  

実務・理論面とも飛躍的な発展を遂げた．また，これを機にポートフォリオの収益の不確実  

性に関する情報を収益の分布からリスク指標として抽出し，このリスク（リスク指標）とリ  

ターン（期待収益）とのトレード・オフによってポートフォリオ選択を行うという考え方も  

広がった．   

その後，分散あるいは標準偏差が，理論上あるいは実務上で持つ問題点が指摘され，分  

散に代わるリスク指標として様々なものが提唱されてきた．こうしたリスク指標としては，  

バリュー・アット・リスク（以下，Ⅴ瓦R），期待ショートフォールなどが挙げられる1．   

これらのリスク指標の中で，特に1990年代以降，金融機関のリスク管理で最も標準的に  

利用されているのがVaRである．VaRが金融機関に普及した最大の理由としては，ポート  

フォリオのリスクをカバーするための「所要自己資本」の算出根拠を与えるという他のリス  

ク指標にはない特徴を持っている点が挙げられる．つまり，「信頼水準100（1－α）％のVaR  

を予め与えられた自己資本の範囲内に収める」ことをメルクマールとすることは，「損失額  

1このほか，期待効用最大化原理との整合性の見地から研究が進められたリスク指標として，Sa鮎ty負rstrule  

（【17】），絶対偏差（【13】），下半標準偏差，下方部分モーメント（【11】）などが挙げられる．  
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が自己資本を上回り自社が倒産する確率を100α％以内に抑える」ことに等しいため，VaR  

は金融機関が抱えるリスク量の限度を与えると考えていることになる2．   

しかし，このように実務で最も標準的なリスク指標となっているVaRに対し，学界から  

はArtzner，Delbaen，Eber，andHeath（以下，ADEH）【4，5】を始めとしてその妥当性を問  
う声が挙がってきている．彼らは，VARにはリスク指標としての理論上の問題点（信頼区  

間外のリスクを捉えられず，損益額分布の形状によっては劣加法性を満たさないなど）やざあ  

り，VaRをリスク管理に用いるのは不適切な場合があるとの指摘を行っている．   

ADEH［4，5］は，VaRが抱えるこれらの問題点を内包しないリスク指標として，期待ショー  

トフォールを提唱した3．期待ショートフォールとは，損失額がVaR以上となることを条件  

とした損失額の条件付期待値である．期待ショートフォールは信頼区間外の損失も織り込ん  

でおり，理論的に必ず劣加法性を満たす．そのため，期待ショートフォールは，VaRを代替  

ないし補完する可能性があるリスク指標として学界・実務界の関心を呼び，積極的な議論が  

行なわれている．   

山井・吉羽［19，20，21】では，こうしたVaRと期待ショートフォールに関する議論の整  

理を通じて，これらのリスク指標の比較分析を行った．本論文では，【19，20，21】の内容を  

さらに整理し，実務的なインプリケーションを引き出すことを念頭において，VaRと期待  

ショートフォールとの比較分析に関するサーベイを行う．   

本論文では，【19，20，叫に従って，リスク指標が満たしていることが望ましいとされて  

いる性質のうち，（1）テイル・リスクの排除，（2）期待効用最大化原理との整合性，（3）劣加  

法性（凸性），（4）推計値の安定性，の4つを挙げ，VaRと期待ショートフォールがこれら  

の性質を満たしているかどうかによって比較分析を行うこととする．   

2．ViRと期待ショートフォールの定義   

まず，分析の対象となるリスク指標であるVaRと期待ショートフォールの定義と簡単な  

解説を行う．   

ここでは，投資家は期初（f＝0）にポートフォリオ構成を決定し，期末（f＝r）まで  

ポートフォリオ構成を変えないものとする．つまり，静的な1期間モデルを前提として説明  

を行う．期末までポートフォリオを保有した結果，期末のポートフォリオ価値が決まり，そ  

の結果この投資に伴う損益額（＝期末の価値一期初の価値）が決定する．この損益額は，期  
初では未定であるが，期末に判明する事象によって値が確定することから，ポートフォリオ  

の損益額は（期初では）確率変数と考えることができる．ここでは，損益額を表す確率変数  

をズとする．   

信頼水準100（1－α）％のVaRは以下のように定義される4・  

定義1（VaR）侮J＝ま損益額分布の下側分位点として，以下のように定義される・  

Ⅴα月Q（ズ）＝－inf（ごIP【ズ≦∬］＞α）・  
（1）  

ここで，損失額は通常は負債（利益額は正値）であることから，損失が発生する際のVaR  

を正値にするために分位点に－1を乗じている．   

2ただし，このようにVaRを自己資本算出の根拠とすることが経済学的にみて本当に安当かどうかは談論  
の余地がある．詳細はFtootandStein［12】を参照．   

3ADEH［4，5］では胤ConditionalExpectationと呼ばれている・   
4このVARの定義はADEH［5］に従った．   
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信頼水準100（1一α）％のVaRは，「ポートフォリオから100（1－α）％の確率で投資期間中  

（f＝0からf＝アまでの間）に発生し得る最大損失額」として解釈することができる．これ  

はまた，「最悪時の100α％の事象を除いた場合の最大損失額」として捉えることもできる．   

一方，信頼水準100（1－α）％の期待ショートフォールは以下のように定義される．   

定義2（期待ショートフォール）期待ショートフォールは損失額が侮月以上になる条件下  

での損失額の期待値であり，以下のように定義される．  

β＆（ズ）＝利一利一ズ≧Ⅴαj㌔（ズ）】．  
（2）  

信頼水準100（1－α）％の期待ショートフォールは，「ポートフォリオから発生する損失額が  

VaR以上となる場合，平均してどの程度の損失を被るか」を表していると解釈できる．   

リスク管理で多用される正規分布の仮定の下では，期待ショートフォールは損益額の標  

準偏差の定数倍となる．これは，正規分布の下での期待ショートフォールを計算すること  

で以下のように示すことができる．ここで，正規分布の下ではVaRが標準偏差の定数倍  

（Ⅴα亀（ズ）＝ヴ。Jズ，ただし恥は標準正規分布の上側100α％分位点）となることを利用し  

ている．  

β＆（ズ）＝βト利一ズ≧Ⅴα月。（ズ）】   

一  

亡瑚’ね瑞 df＝蒜e （3）   
αJズノ豆蒜  

＿追  
e2   

蒜扇Jズー  

したがって，損益額分布が正規分布である場合はVaRも標準偏差の定数倍であるため，期  

待ショートフォールとVaRは同等なリスク指標となり，これらは同じ性質を持つ．そこで，  

期待ショートフォールとVaRの比較を行う前提として，損益額分布が正規分布に従わず，い  

わゆるシミュレーション法によってリスク量を算出する必要がある場合を念頭において議論  

を進めることとする．   

3．VaRと期待ショートフォールの比較分析   

本節では，前節で定義したVaRと期待ショートフォールが，（1）テイル・リスクを排除で  

きるか，（2）期待効用最大化原理と整合的か，（3）劣加法性（凸性）を満たすか，（4）推計値  

は安定的か，について比較分析する．   

ここでは，それぞれの性質の定義と説明を行い，VaRと期待ショートフォールがこれら  

の性質を満たすかどうかを例を交えながら解説する．  

3．1．テイル・リスクの排除  

3．1．1． テイル・リスクとは   

定義から明らかなように，VaRは分布の分位点のみを測るため，VaRを超える大幅な損  

失を考慮に入れていない．したがって，VaRは分布の裾に関する重要な情報を見落とす可  

能性がある・BISグローバル金融システム委員会【7】は，このようにリスク指標が分布の裾  

を考慮できないリスクを「テイル・リスク」と呼び，リスク指標が持つ一般的な問題点とし  

て取り上げた・さらに，山井・吉羽【21】は，「リスク指標が，損益額分布の裾（テイル）部   
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表1：VaRでのテイル・リスク事例  

ポートフォリオA  

損益額  確率  

80   98．0％  

ー20  0．9％  

ー30  0．2％  

ー100  0．9％   

分の損失に関する情報を完全には把握できていないことに伴い，リスクの大小関係を見誤  

る憐れがある」ことをテイル・リスクとして定義し，分布の据に関する情報，テイル・リス  

ク，およびリスク指標の関係を検討した．【21】では，確率優越の概念を用いてテイル・リス  

クを数学的に定義し，VaRと期待ショートフォールがテイル・リスクを排除できるための  

十分条件を調べた．この結果，以下の結論を得ている．   

●VARにテイル・リスクが存在しないための条件は，損益額が楕円分布に従うこと，ま  

たは投資対象となるポートフォリオが1次確率優越で比較可能であること，である．   

●期待ショートフォールにテイル・リスクが存在しないための条件は，投資対象となる  

ポートフォリオが2次確率優越で比較可能であること，である．   

これらの条件を比較すると，期待ショートフォールに関する十分条件は，VARに関する  

十分条件より緩く，期待ショートフォールはVaRよりも幅広い条件下でテイル・リスクを  
排除するリスク指標であることがわかる．ただし，投資対象となるポートフォリオが2次確  

率優越で比較不可能な場合は，期待ショートフォールにもテイル・リスクが存在する．   

以下では，VARおよび期待ショートフォールがテイル・リスクを排除できない簡単な例  

を示す．  

3．1．2．VaRでテイル・リスクが発生する例   
VaRがテイル・リスクを排除できない典型的な例として，損益額分布が表1で表される  

ポートフォリオAを考える．   

ポートフォリオAは，ほとんどのケース（98％）で収益（80）が挙がるが，非常に低い確  

率で大幅な損失（100）が発生する損益額分布を持っている．前節で述べたとおり，ポート  

フォリオAの99％信頼水準のV瓦Rを算出する際，大幅な損失額（100）は無視され，2番目  
に大きい損失に相当する値30がV瓦Rとなる．ここで，最大の損失100が1，000に増加した  

としても，VaRは不変である．したがって，VaRはごく小さい確率で発生する損失を十分  

に織り込めないことがわかる．   

こうしたVaRの問題点は，VaRの定義上当たり前のことに思えるかもしれないが，投資  

家による合理的な意思決定がテイル・リスクにより歪む可能性を持つという点で重要な意味  

を持っている．この点は，次節で詳しく述べる．  

3．1．3．期待ショートフォールでテイル・リスクが発生する例   

期待ショートフォールは，定義上VaR以上の損失額を期待値として織り込んでいるため，  

VaRに比べてテイル・リスクが発生する可能性は小さい．例えば，AcerbiandT誠Che［2］の  

定義に従って表1のポートフォリオAの99％信頼水準の期待ショートフォールを算出すると  

100となる．仮に状態1の損失額が1，000に増加した場合は，期待ショートフォールは1，000   
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表2：期待ショートフォールでもテイル・リスクを排除できない例  

ポートフォリオA ポートフォリオB  

損益額   確率 損益額   確率  

2．95 50．000％   0．95 50．000％  

－2．05 49．000％ －0．05 49．000％  

一47．05 1．000％ －7．05  0．457％  

－77．05  0．543％  

表3：ポートフォリオA・BのVaRと期待ショートフォール  
ポートフォリオA ポートフォリオB  

VaR  47．05  7．05  

期待ショートフォール  47．05  45．05  

に増加し，損失額分布の裾の変化を織り込んでいることがわかる．   

しかし，期待ショートフォールでも完全にテイル・リスクを排除できる訳ではない．投資  

対象となるポートフォリオが2次確率優越で比較不可能な場合は，期待ショートフォールに  

もテイル・リスクが存在する．   

これを簡単な例でみてみよう．表2は，ある2つのポートフォリオAとBの損益額分布  

を示したものである．それぞれの2つのポートフォリオの損益の発生は独立であるとする．  

ポートフォリオA，Bともほとんどの場合は損失が発生しないが，小さな確率で損失が発生  

する．特に，ポートフォリオBはごく僅かな確率で大幅な損失が発生するポートフォリオ  

となっており，こうした「破滅的」な損失を回避するのが望ましいと考えるならば，ポート  

フォリオBの方がリスクが大きいといえる．   

ポートフォリオA，Bの99％信頼水準のⅤ五Rと期待ショートフォールを計算すると，表  

3のようにVaR，期待ショートフォールの双方でポートフォリオAのリスクの方が高いと  

判断されてしまう．これは，VaRと期待ショートフォールが損失額分布の裾の情報を必ずし  

も十分に捉えていないことを示している．  

3．1．4．代替策：れ次下方部分モーメント   

期待ショートフォールのテイル・リスクを問題とするのであれば，さらに据の情報を十分  

に捉えるリスク指標が必要となる．こうしたリスク指標の1つとして乃次下方部分モーメン  

ト（れ≧2）を用いることができる．これは定義3で与えられる．   

定義3（れ次下方部分モーメント）乃次下方部分モーメントは一定の閥値∬を超える損失額  

の相次モーメントであり，以下のように定式化できる．  

エア叫l，∬（ズ）＝呵（（∬－ズ）＋）n】＝  （∬一視）ndダ（祝）・  
（4）   

れ次下方部分モーメント（乃≧2）は，損失額のれ乗をとることで，低い確率で生じる大  

きな損失に対して期待ショートフォールよりも大きなウェイトを与えるリスク指標となって  

いる．   
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表4：ポートフォリオA・Bの期待ショートフォールと2次下方部分モーメント  

ポートフォリオA ポートフォリオB  

2次下方部分モーメント  21．75  31．56  

期待ショートフォール  47．05  45．05  

表4は，表2のポートフォリオAとBについて，期待ショートフォールと2次下方部分  

モーメント（開催∬＝－1）を計算したものである．期待ショートフォールでは，ポート  

フォリオAのリスクが高いと判断されているのに対し，2次下方部分モーメントでは破滅的  

な損失の発生する可能性が比較的高いポートフォリオBのリスクが大きいと判断されるこ  

とがわかる．   

一般的に，下方部分モーメントでモーメントの次数を高くすることにより，低い確率で発  

生する大幅な損失のウェイトが大きくなり，テイル・リスクの発生がより抑えられる．  

3．2．期待効用最大化原理との整合性  

3．2．1．期待効用最大化原理との整合性とは何か  

1節でも述べたとおり，ファイナンスおよび経済学の理論では，不確実性下の意思決定を  

分析する際，合理的な意思決定方法として「期待効用最大化原理」を前提とするのが一般的  

である．期待効用最大化原理では，投資家はリスク回避的な効用関数を持ち，この効用の期  

待値を最大化するように行動すると仮定する．   

本節では，リスク指標が期待効用最大化原理と整合的な意思決定を導き出すかどうかを検  

討した山井・吉羽【21】の結果を簡単に紹介し，具体的にリスク指標が期待効用最大化原理  

と整合的でない 場合にどういった問題が生じ得るかを例によって示すこととする．  

〔21］では，テイル・リスクについて検討したときと同様に，確率優越の概念を用いて，リ  

スク指標と期待効用最大化原理との整合性を検討している．確率優越の概念を用いると，リ  

スク回遊性など効用関数の一般的な性質を利用し，効用関数を特定せずに異なる投資機会に  

対し選好の順序付けを行える・このことから，Fishburn［11］などの既存研究でも， リスク  

指標と期待効用最大化原理との整合性を検討する際に，確率優越の概念が用いられてきてい  

る．【21】では，VaRと期待ショートフォールが期待効用最大化原理と整合的となるための十  

分条件として，以下の条件を示している．   

●Ⅴ瓦Rが期待効用最大化原理と整合的となる条件は，損益額が楕円分布に従うこと，ま  

たは投資対象となるポートフォリオが1次確率優越で比較可能であること，である．   

●期待ショートフォールが期待効用最大化原理と整合的となる条件は，投資対象となる  

ポートフォリオが2次確率優越で比較可能であること，である．   

したがって，期待ショートフォールはVaRよりも幅広い条件で期待効用最大化原理と整  

合的であることがわかる．  

3．2．2．VaRの期待効用最大化原理との不整合性   

山井・吉羽【19】は，VaRが一般的に期待効用最大化原理と整合的でなく，テイル・リス  

クを排除できないために，VaRに依存したリスク管理は合理的な意思決定を歪めてしまう  

ことを示した．ここでは，VaRが期待効用最大化原理と整合的でないために発生する問題  

の具体例として【19】で取り上げた例を示す．   
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表5：VaRがテイル・リスクを持つ例：与信先の集中  

組入れ債券数 クーポン デフォルト率 回収率  

集中化ポートA  1   4．75％  4．00％  10％  

集中化ポートB  l  O．75％  0．50％ 10％  

分散化ポート  100   5．50％  5．00％ 10％  

安全資産  1   0．25％  0．00％   

ある投資家が与信ポートフォリオへの投資配分を選択するとする．投資家は，集中化が進  

んだポートフォリオと分散化が進んだポートフォリオとの間で，リスク指標を一定に抑えつ  

つ期待効用を最大化するようポートフォリオ選択を行う．具体的には，投資総額100を表5  

で示される4種類の証券に投資するものとする．投資家の効用関数は対数型祝（Ⅳ）＝1nⅣ  

と仮定し，信頼水準95％のVaRや期待ショートフォールを一定という制約を置いて，期待  

効用を最大化するように4種類の証券の配分（ポートフォリオ） 

のデフォルトは互いに独立とする．   

表6は，（1）リスク指標による制約がない場合，（2）VaRによる制約がある場合，（3）期待  

ショートフォールによる制約がある場合，の3つについて期待効用を最大化する最適ポート  

フォリオを求めた結果である．リスク指標による制約がない場合とある場合とでポートフォ  

リオ構成がどう変化するかを比較する．VaRによる制約をおいた場合をみると，制約がない  

場合に比べて集中化ポートAへの投資が増加（7．4％→20．1％）していることがわかる．一  

方，期待ショートフォールによる制約をおいた場合では，集中化ポートAとBへの投資が  

減少（7．4％→4．9％）している．   

損益額の累積確率分布の裾を示した図1は，VaRによる制約をおくと，VaRを超える大  

規模な損失が発生する可能性が増加するのに対して，期待ショートフォールによる制約をお  

くと，大規模な損失発生が抑えられることがわかる．   

この例は，期待効用を最大化する合理的な投資家にVaRによる制約を課すと，投資家に  

歪んだインセンティブが与えられ，大規模な損失が発生する可能性が増大するようなポート  

フォリオが組成されることを示している．   

このようなVaRによる歪んだインセンティブは，VaRの期待効用最大化原理との不整合  

とテイル・リスクの問題から発生している．VaRの期待効用最大化原理との不整合は，VaR  

で捉えられたポートフォリオの「リスク」と，期待効用最大化原理で捉えられた「リスク」  

との間の不整合に繋がる．したがって，VaRで表現される「リスク」と期待効用最大化原  

理で捉えられる「リスク」とは，矛盾してしまう可能性がある．さらに，VaRは一般的に  

据に関する情報を十分に織り込んでいないために，分布の裾に関するミスリーディングな情  

報を投資家に与えてしまう．このため，VARが減少しても，据において大幅な損失が発生  

する可能性が増加する場合が存在する．こうしたVaRの2つの問題点が重なることにより，  

VARは合理的な意思決定を歪めてしまうのである．   

このようにVaRの導入によって大幅な損失が生じる可能性が増大するのは，小さな確率  

で大幅な損失が生じるような資産が投資機会として存在する場合に起りやすい（【19】を参  

照）．こうした特徴を持つポートフォリオとしては，大口与信への集中が進んだ与信ポート  

フォリオのほか，ファー・アウト・オブ・ザ・マネーのオプション5を含むポートフォリオや，  

5現時点でオプションの権利を行使しても買い手に利益が発生しないオプションをアウト・オブ・ザ・マネー・   
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表6：与信先の集中：最適ポートフォリオ   

制約なし VaRによる制約 期待ショートフォール  

による制約  

ポート構成 集中化ポートA  7．4％  20．1％  2．9％  

集中化ポートB  O．0％  0．0％  2．0％  

分散化ポート  92．6％  79．9％  95．1％  

安全資産  0．0％  0．0％  0．0％  

リスク指標 VAR  3．35  3．00  2．75  

期待ショートフォール  5．26  14．35  3．50  

5
 
 

亘
垂
空
茶
 
 

－18  －14  ・12  －10  －8  －8  －4  

損益q  

図1：与信先の集中：損益額分布   
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デフォルト事象の相関の高い与信ポートフォリオが挙げられる．また，BasakandShapiro  

【6】は，投資家が株式と債券を連続時点で動的に取引を行う場合にも，こうした問題が一般  
的に発生することを示している6．  

3．3．劣加法性（凸性）  

3．3．1．定義   

リスク指標の劣加法性は以下により定義される．   

定義4（劣加法性）リスク指標β（ズ）が劣加法性を満たすとは，どのような損益額変数ズ，  

yに対しても，  

（5）  p（ズ＋y）≦β（ズ）＋β（y），   

が成立することである．   

劣加法性は，全体のポジションのリスク量が個別ポジションのリスク量の和を下回ること  

を表している．直観的には，「リスク指標はポートフォリオ分散効果によるリスク削減効果  

を織り込むべきである」という要請を定式化したものと考えられる．   

一方，リスク指標の凸性は以下のように定義される．   

定義5（凸性）リスク指標β（ズ）が凸性を満たすとは，どのような損益額変数ズ，yに対し  

ても，任意の0≦入≦1の定数入に関して，  

（6）  
β（入ズ＋（1一入）y）≦入β（ズ）＋（1一入）β（y），   

が成立することである．  

リスク指標の凸性で重要な点は，凸性が満たされる場合，そのリスク指標を用いたポート  

フォリオの最適化が比較的容易になることである．具体的には，目的関数および制約式が凸  

性を持つ凸計画問題では，局所最適解が大域的最適解となるため，凸性を満たすリスク指標  

によるポートフォリオ最適化は局所最適解を求めることで足りる．   

ここで，劣加法性と凸性には密接な関係があることがわかっている7．すなわち，（7）式で  

表わされる正の1次同次性が成立していれば，劣加法性と凸性は同値となることがわかって  

いる（証明は例えば【21】を参照）．  

（7）  
β（入ズ）＝入β（ズ）hr入＞0・   

オプションという．特に，こうしたアウト・オブ・ザ・マネーのオプションの中で現在の原資産価格と権利行  
使価格が非常に離れているオプションは，将来時点で買い手に利益が発生する可能性は低く，ファー・アウト・  
オブ・ザー・マネー・オプションと呼ばれる．ファー・アウト・オブ・ザ・マネーのオプションでは，買い手  
に利益が発生する確率が低いためオプション価格（プレミアム）も低い．トレーダーは，こうしたファー・ア  
ウト・オブ・ザ・マネー・オプションを大量に売ることにより，大抵の場合は受入プレミアム分の利益が挙が  
るが，小さい確率で大きな損失を被るポジションを組成できる．   

6BasakandShapiro［6］のモデルでは，資産価格が対数正規分布機何ブラウン運動）に従うことが仮定  
されているが，投資家が動的に取引を行うことで非線形のポートフォリオを構成し，正規分布に従わない損益  
額分布を生成できることから，テイル・リスクが発生する．簡単な解説は【19】を参照・   

7劣加法性と期待効用最大化原理との整合性は，いずれも関数の凸性に関わっているという点で密接な関係  
があるように思われる．しかし，劣加法性と期待効用最大化原理との整合性は必ずしも同値の性質ではない．  
これらの同値性の反例としては，損益額がパレート分布に従い裾指数が1以上である場合が挙げられる（【10】  
のExample7を参照）．   
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表7：VaRが劣加法性を満たさない例  

状態 確率  ポートフォリオ  

A  B A＋B  

1 98．0％   80   80 160  

2   0．9％ －20 －100 －120  

3   0．2％ －30 －30 －60  

4   0．9％ －100 －20 －120   

したがって，劣加法性と正の1次同次性を満たすリスク指標は凸性も満たし，ポートフォリ  

オの最適化が容易となるという利点があることがわかる．VaRや期待ショートフォールは  

定義から明らかなようにこの正の1次同次性を満たしているため，この2つのリスク指標に  

関しては，劣加法性と凸性を同じものとして扱ってよいことになる．  

3．3．2．ViRが劣加法性を満たす十分条件（楕円型分布族）   

VaRが劣加法性を満たす条件を説明する．まず，損益額が正規分布に従う場合はV瓦Rは  

劣加法性を満たす．これは，正規分布の下でⅤ瓦Rが損益額の標準偏差の定数倍であること  

と，標準偏差が一般的に劣加法性を満たすことから自明である．Embrechts，McNeil，and  

Straumann［10］は，これを一般化して，損益額が楕円型分布族の分布（以下，楕円分布）に  

従っている場合，VaRが劣加法性を満たすことを示した8．楕円分布は，正規分布のほか，七  

分布，パレート分布等を含む．したがって，損益額が楕円分布に従っている場合にはVaR  

は劣加法性を満たす．  

3．3．3．VARが劣加法性を満たさない例   

しかし，損益額が楕円分布に従わない場合は，VaRの劣加法性は一般的に保証されない．  

ここでは，V瓦Rが劣加法性を満たさない比較的簡単な例を示す．前節の表1で示したポート  

フォリオAに対応して表7のようにポートフォリオBを加えて考える．   

ポートフォリオAの99％信頼水準のVaRは30である．一方，ポートフォリオBでは，損  

益の小さい方から考えると確率0．9％で－100（状態2），次に確率0．2％で－30（状態3）で  

あるため，99％信頼水準のVaRは30である．ここで，ポートフォリオAとBを統合した  

ポートフォリオA＋Bを考える．統合ポートフォリオA＋Bでは，確率1．8％で－120（状態  

2及び4）であるため，99％信頼水準のⅤ瓦Rは120である．結局，  

120＝V五月（A＋β）＞Ⅴα月（A）＋Ⅴα月（β）＝30＋30＝60，  
（8）  

となり，劣加法性は満たされない9．   

この例は，人為的にみえるかもしれないが，大口与信やファー・アウト・オブ・ザ・マ  

ネーのオプションを含むポートフォリオなど，実務上よくみられるようなポートフォリオで  

8楕円型分布族の（1変畳）分布とは確率密度関数ノ（ご）が，ある関数削・）によって  

仲）＝三¢（  

と表わされる分布である．   

9この例を見るとわかるように，2つの分布の裾（Aの状態4，Bの状態2）が重く，分布の依存関係が複雑  
（一方の据が状態4，もう一方の裾が状態2）な場合には，劣加法性を満たさないという状況が生じる．   
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も，同様にVaRが劣加法性を満たさない例を構成することができる（山井・吉羽【19］ない  

しADEH【4，5］を参照）・   

また，このようにVaRが一般的には劣加法性を満たさないことから，凸性もー般的に満  

たさないことがわかる．したがって，このような場合には，Ⅴ島Rに基づくポートフォリオ  

の最適化も容易ではない．MausserandRosen【14】では，シミュレーションにより1）スク量  

を計測する場合のVaRの最適化を試みている．そこでは，一般的にVaRがポジション量に  

対して凸関数ではないため，VaRに基づくポートフォリオ最適化が困難であることが示さ  

れている．  

3．3．4．期待ショートフォールの劣加法性   

期待ショートフォールは，損益額分布が連続であれば劣加法性を満たすことがわかってい  

る．さらに，損益額分布が離散である場合は，VARの信頼水準に相当する事象に重なりが  
なければ劣加法性を満たし，重なりがある場合には，期待ショートフォールの定義を  

）  

ダトⅤα月。（ズ））  
ⅤαR。（ズ），  （9）  

且‰（ズ）＝利一ズl－ズ≧Ⅴαj㌔（ズ）】＋   
α  

と修正すれば劣加法性を満たす（【1，2】を参照）．ただし，呵・）は損益額ズの分布関数で  

ある．   

期待ショートフォー）t／が劣加法性を満たすことの証明はAcerbi，Nordio，andSirtori［1］が  

簡明である．ここでは，連続分布の場合を示しておく．  

石≡甲1ズ≦－V山私“ズ）］，  （10）  

とする．この時，期待ショートフォールは一豆忘となる．2つのポートフォリオの損益額をそ  

れぞれズ，yとし，新たに確率変数Z＝ズ＋yを考える．期待ショートフォールの劣加法  
性を示すには，拓，石を石と同様に定義し，  

（11）  石≧拓＋官有，   

を証明すればよい．ここで，次の関係に注目する．  

〈 

1g＜z。－1ズ≦。。≧Oifズ＞ヱQ，  

1z≦z。－1ズ≦。。≦Oifズ＜∬d，  
（12）  

すなわち，（1z≦z。－1ズ≦。。）（ズーごα）≧0である・よって，  

α（亮一亮一拓）＝呵ZIz≦z。一ズ1ズ≦。。－yly≦恥】  

＝呵才（1z≦ヱα－1ズ≦。。）＋y（1z≦z。－1y≦y。）】  

≧∬。呵（1z≦z。－1ズ≦ヱ。）】＋‰呵（1g≦z。－1y≦y。）］  

＝ご。（α－α）＋‰（α－α）＝0，   

が成立し，期待ショートフォールの劣加法性は示される．  

（13）   
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3．3．5．期待ショートフォールの凸性を利用したポートフォリオ最適化   

期待ショートフォールは劣加法性を満たすうえ，定義より明らかに正の1次同次性を満た  

すことから，期待ショートフォールは凸性をも満たす．したがって，期待ショートフォール  

に基づくポートフォリオ最適化は比較的容易である．   

Rockafb11erandUrya£eV［16］は，期待ショートフォールの凸性を利用し，シミュレーショ  
ンにより推定される期待ショートフォールを最小化するポートフォリオを探索する問題を考  

えた．その結果，その最適ポートフォリオを求める問題は線形計画問題に帰着することを示  

した．線形計画問題に対しては，伝統的なシンプレックス法や内点法など効率的なアルゴリ  

ズムが知られており，そうしたアルゴリズムを実装したソフトも多数あるため，比較的容易  

に最適ポートフォリオを求められる．このアルゴリズムのポイントは期待ショートフォール  

が，れ資産ズ1，…，ズnへの配分ベクトル（ポートフォリオ構成）をuとして，  

／…座  
耳両一β）＋p（ズ1，ズ2，…，ズn）dズ1dズ2…dズn，（14）  ダ（叫β）＝（1一α）β十  

を最小化する問題に帰着するという点である10（簡単な解説は【20】を参照）．最小化された  

ときのβがVaRを，Uが最適ポートフォリオ構成を示していることになる．ここで，αは  

信頼水準であり，p（ズ1，ズ2，…，J㌦）は各資産がズ1，…，ズnという値をとる確率を示す確率  

密度関数である．（14）式の積分は，モンテカルロ法でその確率密度に従った乱数を発生させ  

たうえで，平均をとることに他ならない．したがって，（14）式は発生させた乱数の線形和と  

なり，線形計画問題に帰着する11．ただし，期待ショートフォールを厳密に求めようとする  

と多くの乱数を発生させる必要があるため，その分だけ線形計画問題の変数の数や次元が増  

えていくことになり，問題が解きにくくなることには注意が必要である．  

3．4．ViRと期待ショートフォールの推計値の安定性   

これまでのVaRと期待ショートフォールとの比較分析では，期待ショートフォールの方  

がⅤ瓦Rよりも優れた性質を持つとの結果が得られた．しかし，概念的に優れたリスク指標  

であっても，その推計が困難であれば実務に応用することは容易ではない．そこで，山井・  

吉羽【20】は，期待ショートフォールとVaRとでいずれの推計誤差が大きくなるかをシミュ  

レーションにより評価した．その結果，損益額分布の据が重いとVARの推計誤差よりも期  

待ショートフォールの推計誤差が大きくなってしまうことがわかった．   

本節では，VaRおよび期待ショートフォールの推計誤差の続計的性質について簡単に述  

べた後，【20】でのシミュレーションによる誤差の評価結果を紹介する．  

3．4．1．ViRと期待ショートフォールの推計誤差の統計的性質   

これまでの研究から，Ⅴ瓦Rの推計誤差の漸近的分布については比較的明快な結果が得ら  

れている一方，期待ショートフォールの推計誤差の漸近的分布はわかっていない．   

まず，VARの推計誤差は漸近的に正規分布に従い，その漸近的標準偏差には簡明な解析解  

があることがわかっている・100（1－α）％信頼水準？Ⅵ瓜は損益額分布の下側100α％分位  

点である．れ回のシミュレーションで得たこの分位点の堆計値は漸近的に正規分布に従い，  

10（・）＋≡max（・，0）である．  

11このアルゴリズムに基づき具体的な計算を行っている文献としては，【3】を参照．   
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その標準偏差は次式で表わされることがわかっている（［1軋pp．356－358を参照）．  

α（1－α）      陀  

1  

Jv嶋（ズ）＝仲。）  （15）  

ただし，J（∬）は損益額分布の確率密度関数である・   

一方，期待ショートフォールの場合，推計値が確率1で真値に収束することはわかってい  

るが（【2］，Proposition3・1），その誤差の漸近的性質はわかっていない・そこで，山井・吉羽  

【20】は，シミュレーションによりVaRと期待ショートフォールの推計誤差を評価し，比較  

した．  

3．4．2． シミュレーションによる推計誤差の評価   

ここでは，山井・吉羽【20］による，シミュレーションを用いたVaRと期待ショートフォー  

ルの推計誤差の評価結果を紹介する．  

［20］では，損益額分布として裾が非常に重いものを考え，裾の重さの変化によってVaRと  

期待ショートフォールの推計値の誤差がどの程度異なってくるかをシミュレーションによっ  

て検討した．ここでは，裾の重い損益額分布として対称安定分布を仮定した．対称安定分布  

とは，特性関数◎（♂）が，  

利明＝eXp〈－（去）α叶  （16）  

で与えられるものであり，α＝2で正規分布，α＝1でコーシー分布となる．つまり，αを  

2から1に近づけることにより，分布の裾を重くすることができる．誤差の評価は，VaRと  

期待ショートフォールの水準の差を調整するために，相対標準偏差（＝標準偏差／期待値）  

で行った．   

αの変化に応じてVaRや期待ショートフォールの推計値の相対標準偏差（及び推計値の  

95％信頼区間）がどのように変化するかをシミュレーションによって求めた結果が表8であ  

る12（より詳細な結果は【20］を参照）．表8では上段がVaRの結果，下段が期待ショート  

フォールの結果である．   

表8より，極めて裾が重い場合（α＝1．1）には，相対標準偏差はⅤ五Rに比して期待ショー  

トフォールでは160倍（47．61／0．30竺160）となる．このように損益額分布の裾が非常に重い  

場合は，期待ショートフォールを正確に求めることは困難になる．したがって，期待ショー  

トフォールの推計においてある小さな誤差しか許容できない場合には，Ⅴ瓦Rを推計する場  

合よりもサンプル数を多くし，推計値の誤差を小さくするようにしなくてはならない．これ  

は実務的には大きなコストと考えられる．   

これを実務への応用を念頭に置いて考えると，実務で扱われるポートフォリオで損益額  

分布の裾がどの程度の重さになり得るか，また，それが期待ショートフォールの推定誤差に  

どの程度影響を与えるかが問題となる．実務で扱われる全てのポートフォリオの損益額分布  

を先見的に知ることはできないため，これを一般的に評価することはできない．しかし，金  

融実務で損益額分布の裾が重くなるようなポートフォリオを想定し，そのポートフォリオの  

誤差を評価して実務上の一定のインプリケーションを得ることは可能である．【20］では，こ  

うした裾の重い損益額分布を持つ典型的なポートフォリオとして，ファー・アウト・オブ・  

12安定分布に従う乱数の生成はChambers，Mallows，andStuck［9］が示したFbrtranのコードをCのコー  
ドに直して行った．   
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表8：対称安定分布でのVaR（上段）の推計値と期待ショートフォール（下段）の推計値の  

相対標準偏差  

α 推計値の平均値 推計値の標準偏差 相対標準偏差 推計値の信頼区間  

（a）  （b）  （c）＝（b）／（a）   （95％）  

2．0  2．30  0．12  0．05  【2．09，2．54】  

2．62  0．14  0．05  【2．36，2．90】  

1．9  2．57  0．20  0．08  【2．25，3・03】  

3．94  3．68  0・93  【2．70，7・021  

1．5  5．41  1．鵬  0．20  【3．81，8・00】  

15．16  89．50  5．91 【6・31，37・93】  

1．1  15．53  4．63  0・30 ［9・09，26・85】  

181．77  8β53．26  47・61【19・63，351・63】  

ザ・マネー・オプションを含むポートフォリオと与信集中の進んだ与信ポートフォリオを取  

り上げ，シミュレーションによりⅤ左Rと期待ショートフォールの誤差の評価を行った．その  

結果，期待ショートフォールの相対標準偏差はVaRの相対標準偏差の1．5倍程度であった．  

この例から，実務で取り扱う典型的なポートフォリオでは，期待ショートフォールの推定誤  

差はVaRのそれの数倍程度になり得ることが考えられる．   

4．実務へのインプリケーション   

本節では，期待ショートフォールとV瓦Rの比較研究のポイントを述べた後，実務へのイ  

ンプリケーションを述べて本論文の結びとする．  

4．1．期待ショートフォールとViRの比較分析のポイント   

本論文では，（1）劣加法性（凸性），（2）テイル・リスク，（3）期待効用最大化原理との整合  

性・（4）推計値の安定性・に焦点をあてて，Ⅶ撃と期待シヨ‾トフォールの比較分析を行っ  

た．その結果，（1）～（3）については，期待ショートフォールはⅤ瓦Rよりも幅広い条件でこれ  

らの性質を満たし，概念的にはVaRよりも優れたリスク指標であることがわかった．しか  

し，（4）については，損益額分布の裾が重い場合に期待ショートフォールの推計誤差がⅤ瓦R  

よりも大きくなるとの結論を得た．  

4．2．インプリケーション   

ここでは，上記4つの性質に関して，VaRと期待ショートフォールの比較分析を行った  

が，4つの性質すべての面で一方が他方に優れるという結論にはならなかった．期待ショー  

トフォールは裾の情報を平均値として織り込んでいることからVaR以上のリスクに関する  

情報を持っており，このため，劣加法性，テイル・リスクの排除，期待効用最大化原理との  

整合性の3つの点で優れている．しかし，裾の推計という難しい課題を抱えている分だけそ  

の推計はVaRよりも難しい．すなわち，VARと期待ショートフォールとの間にはどの性質  

を満たすかについてトレード・オフが存在する．   

こうしたトレード・オフは，リスク指標一般に当てはまる議論でもある．これは，「単一の  
リスク指標で分布の性質の全てを表すことはできないため，すべての望ましい性質を満たす  

ような完全なリスク指標は存在しない」という事実に基づいている．例えば，Breitmeyer，   
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Hakenes，Pfingsten，andRechtien［8】では，所得格差の計測方法に関する考察を基に，リス  

ク指標が満たすべき性質として28個もの公理を挙げている．もちろん，これら28個のすべ  

てを満たすリスク指標は存在しない．   

このように，リスク指標自体完全なものではないため，リスク管理では以下の2点に留意  

する必要があると考えられる．第1に，それぞれが抱えるリスクの性質や経営陣の関心に応  

じたリスク指標の選択を行うことが重要である．まず，保有ポートフォリオの損益額分布の  

性質を踏まえることが重要であろう．仮に保有ポートフォリオの損益額分布が正規分布ある  

いは楕円分布に近いものであるならば，VaRのリスク指標としての問題点は基本的に顕現  

化しない．したがって，VaRに加えて期待ショートフォールを用いる必要性はほとんどな  

い．しかし，損益額分布が楕円分布でない場合は，Ⅴ瓦Rを用いたリスク計量では上述のよ  

うな問題が発生し得るため，例えば期待ショートフォールを用いる必要も生じてくる．   

また，経営陣やリスク管理担当者がどういったリスクを重視するかを認識することも重要  

である．例えば，経営陣が倒産確率のみならず，倒産時の損失規模にも関心があるのであれ  

ば，楕円分布以外の損益額分布では，VaRはその関心に答えられない．   

第2に，特定のリスク指標のみに頼ったリスク管理は危険であり，適当な補完手段を用い  

てポートフォリオのリスク特性を分析することが重要である．例えば，3節では，VaRのみ  

に依存したリスク管理はVaR以上の損失が発生する可能性を高めることがあることを示し  

た．こうしたVaRの問題点に対しては，まずは，VaRの代りに期待ショートフォールを用  

いることが考えられる．しかし，損益額分布の据が厚い場合にはその推計が難しくなる．さ  

らに，3節でも述べたように，期待ショートフォールにもテイル・リスクが存在する場合が  

あり，期待ショートフォールに頼ったリスク管理が常に万全という訳ではない．このため，  

ポジションやキャッシュ・フローのデスク・レベルでのモニタリング，与信ポートフォリオ  

の与信集中度合いのチェックなどで，リスクの性質を肌目細かく把握することは有効な補完  

手段となる．  

参考文献  

【1】C・Acerbi，C・Nordio，andC・Sirtori‥Expectedshortfallasatoolforfinancialriskman－  

agement．Workin9Pqper，ItalianAssociationforFinanCialRiskManagement，（2001）．  

【2】C．AcerbiandD．1もsche：Onthecoherenceofexpectedshortfall・JoumalqfBanking  

α乃d戯陀肌Ce，26（2002）1487－1503・  

【3］F．Anderson，H．Mausser，D・Rosen，andS・Uryasev：Creditriskoptimizationwith  

COnditionalvalue－at－riskcriterion．MathematicalPrpg7Ylmmin9，89（2001）273－292．  

【4】P．Artzner，F．Delbaen，J・M・Eber，and D・Heath：Thinkingcoherently・Risk，10   

（November1997）68－71．  

【5］P・Artzner，F・Delbaen，J・M・Eber，andD・Heath：Coherentmeasuresofrisk・Mathe－  

mα出cαJ戯陀肌Ce，9（1999）203－228・  

【6］S．BasakandA．Shapiro：Value－at－riskbasedriskmanagement：Optimalpoliciesand   

assetprices．ReviewqfEblanCialStudies，14（2001）371－405・  

【7】BISグローバル金融システム委員会：大規模金融機関におけるストレステスト：ストレ  

ステストの現状とテスト結果の集計に関する論点．（国際決済銀行，2000）．   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較分析  505  

［8］C・Breitmeyer，H・Hakenes，A・Pfingsten，and C・Rechtien：Learningftom poverty  

measurement：an aXiomatic approach to measure downside risk．Diskussionsbeitra9   

99－03，WbstfalishceWilhelms－Universit孟tMunster，Istitu川irKreditwesen，（2000）．  

【9］J・M・Chambers，C．L．Mallows，andB．W．Stuck：Amethodforsimulatingstable  

randomvariables・JournalqftheAmericanStalisticaLAssociation，71（1976）340－344・  

【10］P．Embrechts，A．McNeil，and D．Straumann：Correlation and dependencyin risk  

management‥prOpertiesandpitfalls．inM・A．H．Dempster（ed．）：RiskMana9emenl：  

thZuealRiskandBeyond（CambridgeUniversityPress，2002）176－223．  

【11］P．C．Fishburn：Mean－riskanalysiswithriskassociatedwithbelow－targetreturnS．TYle  

Ameγ豆c∽βco陀Om豆c月e町立et〟，67（1977）116－126．  

【12］K・A．FtootandJ．C．Stein：Riskmanagement，Capitalbudgeting，andcapitalstruc－  

ture policyforfinanCialinstitutions：anintegrated approach．JournalqfFhancial  

βco乃Om盲cβ，47（1998）55－82．  

【13］H・KonnoandH．Yamazaki：Mean－absolutedeviationportfo1iooptimizationmodeland   

itsapplicationstoTbkyostockmarket・Mana9emenlScience，37（1991）519－531・  

【14］H・MausserandD．Rosen：BeyondVaR：ffommeasuringrisktomanagingrisk．ALGO  

月eβeα化九伽αrねr軌1－2（1998）5－20．  

【15】H・Markowitz：Portfo1ioselection・meJoumalqfFinance，7（1952）77－91．  

【16］R・T．Rockafe11erandS．Uryasev：Optimizationofconditionalvalue－at－risk．Joumαlqf  

月由も2（2000）21－41．  

【17】A・D・Roy：Safetyfirstandtheholdingofassets・Econometrica，20（1952）431－449．  

［18】A・StuartandJ・K．Ord：Kenda肌Advanced77LeOryqfStatistics，thlumelDistribu－  

tionT71eOry（6thEdition，EdwardArnold，LondonMelbourneAuckland，1994）．  

【19】山井康浩，吉羽安直：バリュー・アット・リスクのリスク指標としての妥当性につい   

て一期待ショートフォールとの比較分析による理論的サーベイー．金融研究，20－2（日   

本銀行金融研究所，2001），33－68．  

【20】山井康浩，吉羽安直：期待ショートフォールによるポートフォリオのリスク計測一具   

体的な計算例による考察－・金融研究，20一別冊2（日本銀行金融研究所，2001），53－93．  

【21】山井康浩，吉羽安直‥リスク指標の性質に関する理論的整理－V瓦Rと期待ショート  

フォールの比較分析－・金融研究，20一別冊2（日本銀行金融研究所，2001），95－131．  

吉羽安直  

日本銀行金融研究所  

〒103－8660中央区日本橋本石町2－1－1  

E－mail：tOShinaLO・yOShiba＠boj．or．jp   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



5〃β  

ABSTRACT  
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