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○ リスクアペタイト・フレームワークを経営陣の意思決定プロセスと全社的なリスク管理の枠組みに組み込むことで、業務
執行におけるリスクテイク可能な範囲を定義することができる。

○ なお、リスクアペタイトは、文書化されることで、組織の各構成員が明示的に共有できる。
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■リスク・アペタイト・フレームワーク等を活用した先進的な資金のリスク管理

（出所）『PwC 「リスクガバナンス、リスクアペタイト、リスクカルチャー」（2015年3月26日現在）』の文章を一部編集

○リスクアペタイトとは
• 「組織の目的や事業計画を達成するために、進んで受け入れるリスクの種類と

量」と定義される。

• リスクを「進んで受け入れる」ものであり、リスクに対して受動的に対応するので
はなく、「組織が現時点で保有しているリスクの種類・量」であるリスクプロファイ
ルを、組織自らが望ましい形として能動的に定義していくもの。

• 特に重要な点は、「組織として許容可能な 大リスク量」であるリスクキャパシ
ティとは別物として整理される。

○リスクアペタイト・フレームワークとは
リスクアペタイトを用いたリスク管理における、リスク認識の共有、モニタリング及び

必要な管理行動を実現することを目的とした一連の仕組みを指す。ポイントは、下記
の通り。

• 経営戦略とリスクアペタイトとの整合
• 文書化されたリスクアペタイトによる、組織内外での認識共有
• リスクプロファイルをリスクアペタイトに整合させるために、業務管理上の具体的

指標へ落とし込み
• 指標のモニタリングの実施、その結果について管理行動へ関連付け

リスクアペタイト・フレームワークは、下図①～④の要素で構成されることが一般的。

○活用例 （出所）日本銀行「金融機関のガバナンス改革： 実践事例」（2017年２月）

• 格付×× を維持し得る範囲でリスクテイクを行い、収益力を高める。
• 資本の範囲内で、信用集中リスクをテイクする。
• 期間利益確保のため、リスク管理能力を高めつつ、運用の多様化を進める。

• 不測の資金流出に備えて、 小限の国債投資を維持する。
• リスクプロファイルが不明確な投資は行わない。

• 顧客の信頼を失わないように顕在化した事件・事故等の再発防止と、潜在的なリ
スク事象の未然防止に努める。



○ 欧米では、既に社会的インパクト投資の標準的な手法が確立されており、実践的なガイドラインや事例研究が公表されている。
○ 標準的には、社会的インパクト投資における各過程（投資案件の査定から管理、出口まで）を通じてリスク管理を行い、社会的インパクトの

大化を図ることを目指している。

■社会的インパクト投資における各プロセスにおけるリスク管理

34（出所）EVPA “A practical guide to venture philanthropy and social impact investment”(2016.１)、 “A practical guide to measuring and managing impact”(2015.６)
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○ 英国Skopos Impact Fund（社会的投資ファンド）とBridges Impact+（ファンドマネジャー）とが提唱する手法。社会的利益と財務的利益 の目
標を達成するための資産管理の手法であり、想定される社会的利益の可視化（インパクトリターン）とその成功確率（インパクトリスク）の両
方を予め洗い出し、これらを利害関係者間で共有して指標に組み込むことで投資判断を適切に行うようにすることを目指している。

○ この手法は、インパクト投資家を対象として開発されているが、慈善事業や持続可能な事業の担い手にも活用されることを想定している。

■社会的インパクトとリスクの管理手法（インパクト・マネジメント・アプローチ）

35（出所） Skopos Impact Fund & Bridges Impact+ “MORE THAN MEASUREMENT -A Practitioner’s Journey to Impact Management”- (2012)
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