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日本の銀行における、デリバティブの適正価
格を反映させるためのCVAの採用は、ヨーロ
ッパ、中東、アフリカ、南北アメリカと比べ、遅
れを取っている。しかし、2021年4月からJGAAP
に準じて各行は、デリバティブ・エクスポージ
ャーの評価に初めてCVAとDVAの両方を使用
することを要求されることになった。

日本の大手金融機関においては、近年さ
まざまなxVA（CVAおよびDVA）がプライシング
やリスク管理プロセスに取り入れられてきた
が、そうした動きは小規模金融機関では遅れ
ていた。IHSマークイットグループ日本のエグ
ゼクティブディレクターで、プライシングバリ
ュエーション＆リファレンスデータ担当の吉
澤宙之氏によると、JGAAPの2021年4月の期限
には、CVAとDVAを初めて導入する日本の地
方銀行にとって、大きな変化が起こるという。

みずほ銀行が2019年3月に初めてBasel III基
準を用いて利益を修正した際には、デリバテ
ィブ・ポートフォリオに関して、300億円（2億
7,000万ドル）の評価減を計上した。しかし吉
澤氏によると、日本の中小金融機関がJGAAP
を採用し、CVA・DVAプライシングを実施する
際に直面する問題は、市場に関連したもので
はなく、むしろ技術的プロセスや運用面プロ
セスの導入に関するものであるという。

5つの問題
CVAを経営構造に取り入れている大手金融
機関であれば、JGAAP基準の変更に適切に対
応できるシステムや市場データ、そして最も
重要である要素の人材がすでに備わってい
るが、日本の地方銀行はそうではない。IHSマ
ークイットの調べによると、日本の金融機関
のなかには、来年4月に初めてCVA・DVAエクス
ポージャーの会計処理を要求されるところ
がある。吉澤氏は、そういった金融機関の大
半は、改定後の基準をプライシングやリスク
管理プロトコルに適用するうえで5つの課題
があるという。

1. テクノロジー
最初の課題はテクノロジーに関連するもの
である。

改訂後JGAAPによってCVA・DVAの数値は公
正な市場価格で算定されることが求められ
るため、金融機関は決算のために技術的イン
フラストラクチャーを大幅に向上させなけれ
ばならない。市場基準のCVA・DVA計算は、従
来の市場リスク管理指標であるバリュー・ア
ット・リスクを使用していたときと比べ、より大
きな計算能力が必要であり、またヘッジのた
めxVAに求められる感応度計算能力に関して
も、同様にテクノロジーの性能の向上が要求
される。

銀行がこうした課題に対処できるようにす
るため、IHSマークイットではCVAプライシング
およびモデリングのための重要な情報とな
るクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）プラ
イシングデータを毎日リアルタイムで提供す
る。また、大手銀行が内部モデル手法（Internal 
Model Method: IMM）承認のために採用してい
る、テスト済み、実証済みのリスクエンジンを
使用して月次のCVA・DVA計算サービスの提
供も行う。IHSマークイットはさまざまな能力
を備えているので、銀行はJGAAPのCVA・DVA要
件を満たすため、IHSマークイットのCDSデータ
サービスを使って計算能力を向上させたり、
あるいはIHSマークイットの解析サービスを利
用して全プロセスをアウトソーシングしたり
することもできる。

2. モデルリスク
テクノロジー面での課題に対処できたら、銀
行は次にモデルリスクに対応しなければなら
ない。吉澤氏によると、CVA・DVA計算の重要
な側面は、銀行のプライシングと市場のコン
センサス・動向を確実に一致させるためにモ
デルを修正することであり、これは組織内の
システムを取り扱う外部のプロバイダーにも
当てはまる。

吉 澤 氏 は 次 の ように 述 べ て い る 。
「CVA・DVA計算をアウトソーシングする場
合、銀行はベンダーが適切なシナリオで計
算できるかどうかを評価しなければなりませ
ん。最善の方法は、銀行が市場でトランザク
ションを実行した時点のデータを検証し、そ
れをCVAプライシングと比較することです。IHS
マークイットは、店頭（OTC）デリバティブの
評価のためのコンセンサスサービスを世界
的に提供し、モデル修正を検証するためにア
ウトプットのバックテストを行っています。ま
た、CVA計算サービスで使用するものと同一
のモデルで、データを備えたCVAプライシン
グ・ツールも用意しています。」

3. 正確な市場データ
3つ目の課題は、モデルに正確な市場データ
を入力することである。銀行は正確にCVAと
DVAを算定するために、デフォルト時損失率

（LCD）とともにデフォルト率（PD）も算出しな
ければならない。店頭デリバティブの取引を
している場合、満期が短期（6ヵ月未満）のも

2021年4月から、日本基準（JGAAP）のデリバティブ・ポートフォリオに信用評価調整（CVA）と負債評価調整（DVA）プライ
シングが導入される。対処すべき課題がいくつかあり、期限が近づきつつあるなか、企業が行動できる時間は限られて
いる。銀行は今すぐ、JGAAPのCVA変更に備える必要がある。
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のから、最高30年までの取引の評価の算定
をしなければならない。ポートフォリオの中
にさまざまなCDSが含まれている場合、マー
ケットコンセンサスの数字および利用可能
な流動性に基づいた期間構造の正確なCDS
プライシングデータを使うことが極めて重要
である。

日本のCDS市場、特にシングルネームの流
動性の欠如は、広く知られている問題であり、
それはCDSエクスポージャーが限定的な銀行
ほど、より深刻となる。しかし銀行は、IHSマー
クイットの「CDSセクターカーブ」ツールを利
用することで、シングルネームのCDSデータか
ら算出された「プロキシ曲線（Proxy Curve）」を
作成することができる。こうした数値は、ファ
クターモデルの格付け、セクター、地域といっ
た3つのコアな知見を利用したクラス最高の

CDSデータにより算出される。
吉澤氏は次のように述べている。「銀行は、

正確でマーケットコンセンサスとなっている
PDおよびLCDを提供できるかを判断基準とし
てベンダーを選択するべきです。IHSマークイ
ットは業界で認められた「CDSプライシング」
データサービスを通じて、こうしたPDとLCDの
数値を提供することができます。」

銀行がJGAAP要件を満たすためにCVA・DVA
計算に関してアウトソーシングを利用するも
う一つのメリットは、現行システムで、将来の
規制基準に対する備えができるということで
ある。 

吉澤氏は続けて述べている。「IHSマークイ
ットのリスクエンジンは、一般的なバーゼル
規制を満たすことができるため、CVA・DVAの
計算をアウトソーシングした銀行は、JGAAP

要件だけでなく、将来の規制基準の計算に
対してもIHSマークイットのプラットフォーム
を利用できます。」

4. 運用に関する課題 
4つ目の課題は運用である。実際問題とし
て、新たなJGAAPでは、マーケットコンセンサ
スに沿ったCVAの計算が求められることか
ら、ボラティリティ、SKEW指数、相関といった
必要条件を備えた市場データを用いて各デ
リバティブ取引の市場出口価格を算出する
必要がある。日本の主要銀行は規制に準じ
たIMMを使用しているので、すでにこうした
能力を備えているが、しかし規模がより小規
模な地方銀行ではこうしたスキルセットを
早急に獲得する必要がある。こうした問題
に対処するための明らかな解決方法は、マ
ーケットコンセンサスに沿った価格の計算
を行うプライシングプラットフォームを提供
することができるIHSマークイットを利用する
ことである。

5. タイムライン
最後の5つ目の課題はタイムラインであり、
これは最も困難な課題である。地方銀行は
これまでずっと店頭デリバティブのプライシ
ングにパッケージソフトを用いてきた。しか
し、JGAAPのCVA・DVA計算に関して新たに追
加された要件を満たすためにはシステムのア
ップグレードが必要であり、それには多額の
コストがかかる。また、場合によっては現行の
ソフトでは新要件に対処することが不可能
である場合もある。銀行がCVA・DVA計算のプ
ロセスをアウトソースする場合、ベンダーの
プラットフォームですべてのキャッシュフロー
を再構築するため、トランザクションデータ、
カウンターパーティデータ、そして個々の取
引の基礎となる法的関連文書を提供する必
要がある。

保有するポートフォリオのデリバティブの
割合が比較的高い日本の地方銀行は、通
常、何千件ものデリバティブ取引を実行して
いる。そのため関連するCVA・DVA計算をアウ
トソースするのは複雑な作業となり、数ヵ月
かかる可能性がある。

吉澤氏はこうコメントしている。「アウトソ
ーシングも簡単ではありません。銀行は膨大
な量の情報を提出する必要があり、必要に
なる可能性のあるリソースと開発を考慮する
と、提出をするには、かなり時間がかかる可
能性があります。そのため市場関係者の方々
には、迅速に意思決定をし、あらゆる運用リ
スクをできるだけ最小限に抑えることを推奨
させていただきます。遅れることなくこうした
5つの課題に対応することで、2021年4月まで
のスムーズな移行に役立ちます。」
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