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リスク管理の新時代
における成功の秘訣
は、組織全体でリスク
感度を高め、重要な
リスクへの対応を経
営戦略に織り込むこ
とです。
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2011年、経済混乱、政治的動乱、自
然災害による市場への影響が、世界
のグローバル化や、新たな技術革新
などと重なり、急激に変化が起こり複
雑で予測不能なリスクの高い市場を
形成しました。
この新時代のリスクに対応するために、
2011年において先進的な企業では、
リスクマネジメント方法を見直しました。
例えば、内的要因中心であったもの
を外的要因中心に、業務ではなく戦
略を重視、ボトムアップ型ではなくトッ
プダウン型へと。
企業のリーダーたちは、自分たちの
ビジネスに関連する広範囲なリスクの
影響を認識し始め、経営資源、情報
収集の強化を図り、全社横断的な統
合リスクマネジメントを行えるような新
たなリスクマネジメント組織、リスクマ
ネジメントプロセスを導入しました。
ある企業では、戦略的・統合的な新リ
スク戦略を整備し、ビジネスリスク管
理責任者を配備しています。
従来型のリスクマネジメント・将来予

企業は、新しい市場による非伝統的
なリスクに対する会社のシステムの弱
点を改善させようと必死になっていま
す。そのリスクとは例えば、ソーシャル
メディアやデジタル技術、グローバル
な人材の需給関係などのことです。
この新たなリスクの時代における企業
の取締役会や上級管理職の役割は
非常に重要です。
このレポートでは、2011年におけるグ
ローバルなリスクの状況を分析し、そ
れが2012年を経てどのようになるかを
検討していきます。このレポートの第1
セクションでは、2011年のリスク管理
者たちによる回答の集計結果を説明
し、金融危機やその後の不況がどの
ようにグローバル市場やリスクの考え
方を変化させていったのかを検討し
ます。

第2セクションでは、企業に存在する
全社的な戦略や地域的なリスクにつ
いて経営者や様々な業種のリスク専
門家へのインタビューを実施した結
果について検討します。
最後のセクションでは、来年以降の
外的変化への対応の取組について
企業のリスクマネジメント手法やツー
ルについて検討をします。

この新時代のリスクに対応するために、2011年において先進的な企

業ではリスク管理方法を見直しました。例えば、内部要因中心であっ

たものを外的要因中心に、業務ではなく戦略を重視、ボトムアップで

はなくトップダウンへ。

従来型のリスクマネジメント・将来予
測方法が失敗であったため、企業で
は従来の思考を超え予期せぬ事象
への準備をするため、シナリオ分析、
予測指標、リバースストレステストのよ
うな革新的技術の採用を行いました。
2012年以降、常に広がり続けるリスク
を管理する有効なアプローチへの模
索が続いています。
重要なリスクを特定するのか、効率的
にリスク戦略を日常の業務に結びつ
けるかに関わらず様々な団体がリスク
マネジメントの改善をしようと努力して
います。

今回の調査は、2011年に実施された1,000件を超える世界中の経営者や
ビジネスリスク管理責任者の調査結果に基づいています。抽出されたサ
ンプルには、上場企業(グループの71%)および非上場企業など、広範囲
の組織が含まれています。 60%近くのサンプルはアメリカ合衆国から抽出
されましたが、海外市場からの回答を450件含んでおり、世界中の経済が
反映されるように広範囲な場所から抽出しました。また、25％近くの回答
者の企業の年間収益は10億USドル未満で、33％を少し超える回答者の
企業の年間収益は10億USドルから50億USドルです。回答者の9%以上は
年間収益500億USドル以上の企業です。さらに、統計傾向を理解し質的
な側面を把握する為にCFOおよびリスク管理責任者とのインタビューを
行ないました。

調査方法
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リスクマネジメントの責任を
負う時 － 2011年の検討

詳細分析
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2011年は、2008年～2009年に起きた
世界的な金融・経済危機の影響が全
世界に広がり、深刻な状況となって
いました。

普段、簡単に諦めることをしない経営
者でさえ、景気がもとに戻ることが非
常に困難であることを否定しませんで
した。

今回の不況は今までとは違うものでし
た。世界経済の構造は変化し続け、
その中心は西側諸国から東側諸国
へと移動しつつあります。グローバル
化と技術革新は、リスクが突然発生し、
それが世界中に広がってしまうような
複雑な市場を作り上げてしまいました。

2011年を経て、企業のリーダーたち
はこのような新しい市場の現実を受
け入れ、世界的規模の不確実性およ
び複雑性に対する新しいリスク管理

複雑性はそれ自体が動的な概念で
あり、組織とネットワークとの関連もあ
ることからその相互作用と副次的効
果を理解することは困難です。グロー
バルな供給ネットワークや技術、地理
的変化も要素として含んでいます。

「日常のビジネスで遭遇する複雑なリ
スクは非常に困難なものが多い。」と
Ken Coy（PwC USのRisk Assurance—
Governance, Risk, and Compliance
リーダー）は述べています。「リスクの
主要な要素と外的要因との関連性は、
必ずしも明白だとは限りません。その
為、会社は常にリスク対応の為にリス
クの理解、評価に取り組んでいるの
が現状です。」

リスクを一定の基準で測っている企
業では、これが大きな障害となり得ま
す。

2011年3月に日本の東北で発生した
大地震や、津波被害による被害は今
日の経営の直面する現実を表してい
ます。世界の貿易、金融市場、サプ
ライチェーンが密接であると、リスクは
突然、予測不可能な状態で現れます。
今回の被害による経済的損失は1兆
ドルを上回ると見られており世界で最
も損失の多い災害でした。

今回の災害は自動車メーカーや日
本の製造業に損害を与えただけでな
く他の外国企業も、生産と販売の混
乱により大規模な損害を受けました。
さらに国際通貨と株式市場を激震さ
せ、銀行、保険業者および金融投資
者に予期せぬ大損失を与えました。

その結果、PwCの第15回年次グロー
バルCEO調査では、アメリカ合衆国
のCEOが2011年ほど楽観的ではな
いことがわかりました。また、全世界の
CEOの80%は不確実性や経済成長
について関心があることがわかりまし
た。

2011年の検討 複雑になるリスクへの取組

世界の貿易、金融市場、サプライチェーンが密接であると、リスクは

突然、予測不可能な状態で現れます。

7

び複雑性に対する新しいリスク管理
手法の必要性に気づきました。 た。
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図1 .直接財政的にあなたの会社に影響したのはどの事象ですか？
戦略、リスクマネジメントあるいは事業計画への変更のきっかけとなったのはどの事象ですか？

ヨーロッパ金融危機

東日本大震災 2011年3月

過去に起きた他の外的要因

2011年 アラブの政治的激変

2010年 ヨーロッパでの火山噴火

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ、ｶﾝｸﾝでの地球規模の気候変動
協定の不調（2009年、 2010年）

分からない/回答拒否

財務的影響

戦略、リスクマネジメント、事業計画の変更

回答数（1,258）
出典：PwC 第15回 グローバルCEO 調査
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図1が示すように、ヨーロッパ金融危
機や、東日本大震災は多くの企業に
影響を直接与えています。

事実、今まで、新興市場のリスクは先
進国のリスクより高いと思われていま
したが、必ずしもそうではないというこ
とに気づき始めました。Euromoney誌
により、2011年12月に行われたカント
リーリスク調査では、いくつかの新興
市場諸国（シンガポール、台湾、チリ、
カタール）は、アメリカ合衆国、イギリ
ス、日本、フランスと同等、もしくは、
それよりもリスクが低いと評価されまし
た。（図2参照）一方、先進国でも、イ
タリア、ギリシア、スペインのような負
債を抱えている国は、韓国、サウジア
ラビアのような新興国市場の国よりも
リスクが高いと評価されました。（ギリ
シアのランキングは2010年の3月には
33位であったが、ヨーロッパ金融危
機の発端であったとして、2011年12
月には115位まで急落し、Euromoney
誌のランキングでは下位層にランキ
ングされています。）この傾向は業務
改善を行い、先進国経済と関連する
新興国経済のリスクの軽減を図るべ
きだとのサインであると言えます。

「我々は、ここ数年の間、連邦医療保
障制度改革に伴う、システムの変更
や調整を行っている」とMark Chaney
氏 (地域健康保険グループCareFirst
Blue Cross Blue ShieldのCFO)は述
べています。

「新しい金融モデリングやシナリオ開
発から、経営者向け（監査委員会ま
で通用するような）の教育システムま
で、我々は開発し続けています。」

世界的な工業製品メーカーの最高リ
スク管理責任者によると、2011年最
大のリスクは、企業経営における、世
界市場の開発がもたらす影響であっ
たと述べています。

「我々は、本当に多くの市場の混乱
（特にEUからの）を目の当たりにしま
した。EUの混乱は、消費に影響を与
えただけでなく、在庫管理や、物流
にまで影響を与えました。

こうした状況を背景に考えれば、経営
者たちがリスクが増大していると思っ
ていることは驚きではありません。

Kanwardeep Ahluwalia氏(Swiss再保
険会社の財務リスク担当役員)は、次
のように考えています。「迅速なコミュ
ニケーションや簡単なメッセージのや
りとりではリスクが増加している状況に
おいて、より物事を複雑化させてしま
う可能性があります。増加していると
認識されたリスクのいくつかについて
は、今までも存在していたが認識され
なかった事象や変化もあります。今日、
高度な教育や、情報伝達速度が速く
なったことによって、グローバルなリス
クに対しての認識がより高くなってい
ます。しかし、私たちが認識するリスク

リスク意識の増加

きだとのサインであると言えます。ます。しかし、私たちが認識するリスク
は、知識や情報が過剰にあり過ぎる
が故に拡大しているとも考えられま
す。」

2011年には、マクロ経済・金融の不
安定性、ヨーロッパ金融危機による今
後の金融・経済の混乱の可能性が未
だに企業にとってのリスクであるという
ことに、経営者たちは気がつきました。
そのような不確実性に直面し、より一
層産業市場は低迷し、2008年～
2009年の不景気は、今後やってくる
より大きな経済ショックの前兆に過ぎ
ないとの不安から企業は現金を確保
しようとしています。増え続ける債務
や経済の弱体化に対する特効薬は
ありません。この不況による影響は根
深く、より深刻な政情不安、社会不安、
規制の混乱を招きました。

外的要因への対応

環境の激変、複雑化により、外的要
因に基づくリスクは顕著に現れている
が、それを予測することは困難です。
したがって、2011年には、リスク管理
責任者は内的要因リスクの管理から、
外的要因リスク（例えば、経済危機や、
法規制の改正）の管理へと意識を変
えています。彼らは、今後どのようにリ
スクに対応していくか（リスクを評価し
管理するための新しいツール、銀行
から提供されるヘッジツールから、内
部シナリオモデルや早期警報システ
ムなどを利用するのか）を模索してい
ます。
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図2 .先進国市場と新興国市場のリスクの収束
年間を通して、Euromoney誌は参加した250人以上のエコノミストによって評価された国別リスクの調査を提供しています。それらの格付けは、投資リ
スクの評価となり、また、他国のリスクと比較したある国のリスク測定に関心のある人にとっても有益なものです。Euromoney誌の2011年12月の国別リス
ク調査において、増大している新興国市場の経済活動は、主要な先進国経済と横並びかもしくはそれ以上でさえあると評価されています。
次の図はその抜粋版です。Euromoney Country Risk(ECR)の数値が高いほど、認識されるリスクが低いことを表しています。
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調査対象の経営者の3分の2は、リス
クを増大させている外的要因は予測
不可能であると感じています。多くの
2011年の事例は、どのように予測不
可能なリスクを認識し、受け入れるか
を強調しており、それは、より想像力
豊かにリスクプランニングを行い、ま
た、予期せぬ事象が今後起きた場合、
より回復を早くするためのヒントとなり
ます。しかし、このように思考すること
は非常に難しいことでもあります。「組
織の適応性は、非常に重要です。」と
Dean Simone （ PwC US の Risk
Assurance リーダー）は言います。
「外的要因への対応は、何かが起き
た場合に単に対応するだけではなく、
ビジネスの根本的な変化に対応する
準備をすることが必要です。」

「ここ数年、リスク管理が注目されたこ
とは喜ばしい事です。」とJason Pett
（ PwC USのRisk Assuranceパート
ナーおよび内部監査サービスリー
ダー）は述べています。しかし、課題
は発生したリスクに対して反応的に対
応していくという現在の基本的な考え
方から、リスクの発生を予測して積極
的に新しい脅威とチャンスに組織とし
て対応していくという考え方に切り替
えていけるかどうかだと、彼は主張し
ています。「ただ単に悪い方に向かっ
ていると自問自答するのではなく、起
こりうる事象や外的要因によって起こ
る事象に直面しても、企業の戦略が
成功するようにシステム、プロセス、マ
ネジメントを整え、正しい道を進むた
めには何が必要なのかを考えること
が重要です。」

Barry Ward氏（Fidelity & Guaranty
LifeのCFO）は次のように述べていま
す。「我々の会社（2011年から未公開
会社）は役員の役割を強化しました。

規制当局により後押しされたこともあり、役員のリスクに対する関心は

より高くなり、改善案を考え、組織全体と連携を取るようになりました。

ボトムアップ型から
トップダウン型へ
外的要因リスクのスピード感と、その 会社）は役員の役割を強化しました。

我々はリスクマネジメントの責任を監
査役会から取締役会に移しました。
少なくとも、1年に1度はリスク会議を
開催しています。それは定例会議と
して行っています。」

しかし、明らかに全ての企業がそのよ
うなやり方を受け入れる訳ではありま
せん。「一般的に、取締役会と、上級
管理職の間でのリスクについての議
論は円滑に行われていません。これ
はリスクマネジメントをより良いものに
す る た め の 課 題 で す 。 」 と Ron
Kinghorn （ PwC US の Governance,
Risk and Complianceアドバイザリー
パートナー）は言います。「しかし、役
員によるリスクマネジメントは良いもの
となってきており、また、役員が異なる
産業の複数企業の役員を兼務する

外的要因リスクのスピード感と、その
困難性は企業の業績を悪化させるた
め、経営者層や役員はより効果的に
リスクへの対応を行う方法を推進して
います。「時代の変化の速度は技術
革新により一層促進されています。」
とPwCのKen Coyは言います。「反応
するだけでは必ずしもリスク管理に、
十分であるとは言えません。競合他
社より素早く対応していく必要があり
ます。」2011年には、多くの企業が経
営管理者や役員を巻き込んで、リスク
管理の方法をボトムアップ型からトッ
プダウン型への移行を行いました。

規制当局により後押しされたこともあ
り、役員はより一層リスクに対して取り
組むようになり、改善案を考え、組織
全体と連携を取るようになりました。
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あるアメリカ合衆国の工業製品メー
カーでは、昨年、そのポジションが設
置されCROは今ではもっと統合的、
全社的なアプローチを確立しようとリ
スク管理慣行を企業全体に広げて根
付かせる責任を負っています。（ケー
ススタディ：「リスク管理最高責任者の
新たな役割」P.12参照）「私は、部門
間の障壁を取り壊し、思い込みや疑
問を持って行っていることへの解決
の機会を作り、組織間での話し合い
が当たり前になるようにCEOへ働きか
けます。」とそのCROは述べています。

リスクを管理するため、2011年に多く
の企業は企業の部門・機能間の横断
的リスクマネジメントを行えるようなシ
ステムを作り始めました。事実、PwC
の「2012 State of the Internal Audit
Profession Study」では、リスクマネジ
メントを上手く行っている企業では利
害関係者に対してリスク低減方法の
観点や提案を伝えることによって、単
に財務管理上の保証を与えるだけで

企業内の統一化を図ることは、部署
間の壁を取り払い、組織における潜
在的な脅威を経営陣に示すために
は有効な手段です。更に、CROは以
前のようなリスクマネジメントではなく、
リスクについて話合いができるような
関係を築くことができるようになります。

「組織を横断的にみることができるよ
うになれば、視界広げて新たな展望
を得ることができるでしょう。」とKen
Coyは述べています。

ことにより両者の情報が合わさり、より
良いアイデアが生まれることがありま
す。」と彼は言いました。

組織的対応

2011年には、二つの特筆すべき傾向
がありました。一つは、運用上におい
て、戦略的にリスク対応することから
の脱却、もう一つはリスク管理最高責
任者の地位の向上です。これらの動
きは以前、金融サービス企業でも起
こ りました 。 この新しい 「 C-suite
（C=Chiefの付く経営者層の総称）」と
呼ばれるポジションには戦略的で、
統率力があり、ビジネスに精通してい
るという、新しいタイプのリスク管理者
が必要です。

「消費財・サービス部門では、今まで、
クライアントがCRO(リスク管理最高責
任者）のような役割をしていました。し
かし、新しいCROは経営意思決定と
オペレーションの両方に影響を及ぼ
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に財務管理上の保証を与えるだけで
はない内部監査機能を持っているこ
とが判明しています。

“私は部門間の障壁を取り壊し、思い込みや疑問を持って行ってい

ることへの解決の機会を作り、組織間での話し合いが当たり前になる

ようにCEOへ働きかけます。”

－ とあるCROは述べています。

オペレーションの両方に影響を及ぼ
す権限を与えられています。」とRon
Kinghornは言います。

Risk in Review



金融サービス業以外の企業では、比較的少数の企業しか、経営のため、
戦略的意思決定のためにリスクマネジメントを実施していません。例外と
して、北米の大規模工業製品メーカーがあります。この企業は近年、リス
ク管理最高責任者を設置し当該業界においてリスクマネジメント技術を持
つ先駆的企業となりました。
では、どのようにリスクマネジメント方法を変えていったのでしょうか？
広報によると、この会社のマトリックス組織構造によりCROの役割が全ての
オペレーティングユニットから好意的に受け入れられ、リスクマネジメント
方法の再構築に役立っているとのことです。
CROがCEOに報告をすることで、部署間の壁を取り払い、他の組織のこと
も考えることはリスク管理機能として必要なことであるとの認識を各部署へ
定着させることができます。
企業のリスクマネジメント方法は、ボトムアップ型からトップダウン型（役員
から放射状に各部署へと伝達させる）へと移行しています。企業は様々な
リスクに直面しています。あるリスクは一般的なもの（サイバーセキュリ
ティーや顧客対応など）であり、あるリスクはその業界特有のものであった
りもします。昨年はヨーロッパ金融危機も起こり、新興市場からの新たな競
争相手の登場もあり、市場は非常に厳しいものでした。原材料の需要とそ
の価格をヘッジしていくことが、企業における近年の大きな関心事でした。
しかし、現在は価格の不安定さをヘッジするより劇的で楽観的なアプロー
チを行うための先物市場のより整然とした利用方法についての議論が高

ケーススタディ ： リスク管理最高責任者の新たな役割

チを行うための先物市場のより整然とした利用方法についての議論が高
まってきています。意思決定がより経営陣に理解されるように部門間での
連携をとることは重要なことです。

12 Risk in review



世界市場の再編成は2012年も続くこ
とが考えられますが、それに付随して
リスクももたらされるでしょう。今回の
調査からの強いメッセージは、この不
確実性が企業にとって新たな課題を
提示しているということです。「あなた
は全てを予測することはできませんし、
全てのリスクを軽減することもできな
い」とJason Pett は述べています。で
は、「あなたは何をすればよいので
しょう？ どのようなコンティンジェン
シープランを作ればいいのでしょ
う？」

Ken Coy は、経営幹部が直面してい
る問題を、戦闘機のパイロットのそれ
になぞらえています。

戦闘機のパイロットは、常に潜在的な
脅威を認識し、自らの持つ選択肢を
理解し、行動方針を決め、迅速に行
動しなければなりません。彼は「経営
幹部は不確実性がもたらす新たな課
題を早い段階で認識するための適切

獲得でき、1日でも長く勝ち残ってい
くためのプロセスを持っている必要が
あります。」と述べています。

事実、一部の企業では、「リバースス
トレステスト」の概念、経営幹部が描
いた彼らのビジネスを継続させるには
極めて困難な状況を想定したシナリ
オを適用しています。PwCが最近発
行した論文「Black Swans Turn Grey:
The Transformation of Risk (2012年1
月)」では、彼の主張が記載されてい
ます。そのアプローチは次の通りで
す。「発生する事象それ自体を効果
的に予測することはもはや不可能で
あることと認識し、その代わりにその
事象の発生がもたらす波及効果や結
果の管理に焦点をおくべきです。」

経営幹部は、2012年における数多く
のリスクを特定してはいるものの、そ
のほとんどはすでに2011年で認識し
たリスクやトレンドの継続でしかありま
せん。例えば、経済の不透明性、規
制の強化、競争の激化、金融ボラ

高い失業率、金融不安の高まり、
世界各国の市場全体で高まりつ
つある社会問題について、経営
幹部の約60％が、規制の強化を
自社のビジネスにとって大きな脅
威と見ています。

2012：これからのリスク
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題を早い段階で認識するための適切
なプロセス、すなわち、組織が迅速に
対応することができ、先行者利益が

制の強化、競争の激化、金融ボラ
ティリティなどです。

76%

63%

62%

60%

57%

56%

54%

52%

47%

46%

41%

41%

40%

39%

39%

39%

31%

21%

16%

15%

経済の不透明性

市場競争力

政策や規制

金融市場

人材と労働力

データ機密性とセキュリティ

商業市場におけるニーズシフト

風評・ブランド

大規模プロジェクトにかかわるリスク

新製品・商品の開発・導入

新技術の導入

合弁・買収・ジョイントベンチャー

不正と倫理問題

事業の継続（BCM/BCP)

政府支出と税制

エネルギーやコモディティコスト

地理的リスク

国際取引と決済

犯罪とテロリズム

公共インフラ

図3.この先18ヶ月間でこれらのリスクがどれほど危機的状況になる「可能性があるか、評価してください。
「高い」「とても高い」と回答した割合を表示
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さらなる景気悪化への懸念を反映し
て、調査対象者の実に73%が、経済
の不確実性は企業にとって最大の脅
威であると認識しているという結果に
なっています。ヨーロッパにおける更
なる財政危機リスクの増加やユーロ
通貨統合の崩壊が、地域経済の急
速な悪化を招き、グローバルに波及
する深刻な金融の混乱を引き起こし、
さらには想定外の世界同時不況を引
き起こす可能性があります。アメリカ
合衆国経済もまた心配の種であり、
特に選挙実施の年は、経済に対する
不確実な要素が内在されています。

すべての組織が経済状況に関して
大きな懸念を表明しており、いくつか
の産業ではかなり深刻に受け止めて
います。経済と金融市場との錯綜し
た結び付きを考えると、金融機関が
経済の不透明性を深刻なリスクであ
ると認識していること（76％）は、驚く

自社の属する産業に関わらず、最上
位のリスクの焦点は、経済がどこに向
かっているのかということであるべき
ですが、CareFirstのMark Chaney氏
はこう強調します。

「特定タイプの企業の場合、この国で
何が起こっているのかということと、世
界中で何が起こっているのかというこ
とを区別して考えることは難しいもの
です。投資を受ける必要のあるポート
フォリオを持つ特定タイプの企業のた
めに、資本市場が我々の多くと関係
してくるのだと私は思います。」

「我々は、世界的な不況があるかもし
れないというリスクを非常に感じてい
る」とスイス再保険会社のAhluwalia氏
は述べています。「我々が見据えて
いる通り、ユーロ圏周辺で不確実性
が高まっていること、そしてそのリスク
が高まっているという感覚がある間は、
スイス再保険会社にとって、チャンス
があると同時に一定の警戒も必要で
す。」

経済の不確実性の進行

ると認識していること（76％）は、驚く
べきことではありません。工業製品
メーカーの懸念点は、顧客需要の減
少、高コスト体質および経済の不安
定さがもたらす他の影響となっていま
すが、経済状況に対しても同等の懸
念を示しています（74％）。

す。」

グローバル経済の新興市場へのシフ
トは、固有のリスクをももたらします。
PwCの最近の論文「Resilient Growth:
Making the Most of Opportunities
Away from Home」で述べたように、
「GDP（国内総生産）の成長率が２桁
に近づいている国で事業を展開し、
成功している企業の存在は、後発の
企業に対し、その市場に魅力がある
ことを証明しています。しかし、既存
市場がいかに魅力的であったとして
も、どんな業種の企業であれ、どの国
の企業であれ、もしくはどんな戦略を
持った企業であっても、その市場に
適合することは難しいものです。」
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「非常に迅速に行われる可能性のあ
る規制に適応した動きは、ビジネスモ
デル全体を変化させるだけではなく、
企業にとっての潜在的なチャンス（少
なくともある国においてはその企業の
有利な点を変化させうる）となりま
す。」とRon Kinghornは説明していま
す。

何人かの経営幹部は、アメリカ合衆
国（全調査対象企業の半分以上に
とって主要拠点である）は来る11月の
大統領選挙と連邦議会選挙後に大
きな政治的変化に直面する可能性が
あると指摘しています。政治的成果
のために、アメリカ合衆国においては
規制緩和が行われる可能性はありま
すが、選挙に至るまでの期間は、お
そらく更なる混乱と不確実な情勢に
陥ることでしょう。

いまのところ、アメリカ合衆国の企業
の経営幹部は国内における規制が
強化されると予測しており、多くの経
営幹部は規制の変更は、来年以降も

「アメリカ合衆国連邦政府によって早
期に実施された医療制度改革は、期
待したほどの成果や効果をもたらす
ものではなかった。」とCareFirstの
Mark Chaney氏は述べています。
「しかし、2014年に起きるであろうこと
を言い当てることはほとんどできない
し、我々が自らのビジネスに関して描
いたシナリオには、やや楽観的なも
のから非常に悲観的なものまで様々
なものがあります。」

国内外にこのような課題が横渡って
いるために、金融や医療分野におけ
る調査対象となった4分の3の企業は、
リスクの中でも規制の強化が最重要リ
スクであると考えています。多くの企
業が新興市場で自らの存在価値を
高めるにつれ、それらの企業は、常
に不安定で、予測できない、不可解
な規制措置に晒されることになります。
エネルギー分野では、例えば、調査
対象企業の62%が、規制の強化と政
府による政策を最上位のリスクとして
挙げています。政府の政策転換や規

新しく、そして急成長を遂げている市
場は、そこにおける経済、商業そして
金融の影響や実施される政策の効
果によって大きく左右されます。その
影響や結果の多くを予見することは
そう簡単なことではありません。

規制の強化

不当な競争優位の領域（貿易障壁や
他の保護的措置）は、グローバル市
場を主戦場とする組織にとっては脅
威となって表れてきます。例えば、中
国の工業製品メーカーは、グローバ
ル市場において圧倒的な優位性を
持っていますが、ある経営幹部は、
「中国は、自国市場において競争相
手に対して優位に立つことを支援す
るような人工的な障壁を作ってい
る。」からだと述べています。

高い失業率、金融不安の高まり、世
界各国の市場全体で高まりつつある
社会問題から、経営幹部のほぼ60％
が、規制の強化によるリスクを自社の
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営幹部は規制の変更は、来年以降も
単独で最も大きなリスクであると考え
ています。

特に、医療制度改革や金融制度改
革は、アメリカ合衆国の企業にとって、
重大な障害となってくる可能性があり
ます。

挙げています。政府の政策転換や規
制の変更が生じた場合、石油、ガス、
その他採掘産業で事業を行う企業は
回収のリスクや地政学的リスクに晒さ
れることになります。

が、規制の強化によるリスクを自社の
ビジネスにとって大きな脅威と見てい
ます。

78%

34%

50%

43%

13%

13%

20%

58%

20%

57%

42%

15%

12%

30%

45%

55%

48%

49%

26%

11%

16%

70%

35%

38%

31%

14%

30%

38%

54%

33%

49%

56%

21%

12%

19%

規制の強化

新技術の導入

経済構造の変化

変動する市場ニーズ

新たな企業間競争

悪評/webによる風評被害

政治不安

金融サービス 工業製品* TICE** 公共医療サービス 小売・流通・消費財

図4 .増大するリスクの最大の推進力となっているのは何だと思いますか。

* 工業製品は自動車、エネルギー、公共事業を含む
** TICE=Technology, Information, Communication, and entertainment（テクノロジー・情報・通信・エンタテイメント）
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図5. 企業融資の信用状態
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高まった不確実性に起因する通貨の
ボラティリティの影響を警戒することで
しょう。ある経営幹部はこう述べていま
す。「我々の製品の多くは、ヨーロッパ
で販売され、ユーロ建てで値段が決ま
りますが、その製造にかかるコストはド
ル建てです、ですからユーロ圏での混
乱の影響は我々に大きな影響を及ぼ
します。」

「低い経営コスト、ビジネスモデルの進
化、技術革新そして国際的な貿易が
容易に行えるようになったことで、新興
国市場の成長は可能となり、かつては
激しい競争から縁遠いと考えれてきた
産業でさえも市場シュアを奪われる事
態が生じています。」とKen Coyは述
べています。「この新しい事業環境の
中で組織におけるリスク（管理）機能は、
どのようにリスクを識別し、それに対し
てどのように対応するかについて、敏
感である必要があります。」新興国市
場にいる企業は、他の新興国や発展
途上国（将来、市場を獲得する機会が
到来するであろう国々）における新規
顧客を取り込むにはとても良いポジ
ションにいるかもしれません。これらの
組織は、デジタル技術、ビジネス慣行、
低所得層に焦点を当てたマーケティ
ング戦略を熟知したおかげで、成長
速度の速い市場に参入する際に競争
優位に立つことができるかもしれませ
ん。例えば、ZTEやHuaweiといった電
気通信・情報通信技術のプロバイダに

資本市場や通貨市場に影響を及ぼす
経済の大惨事のために、今回の我々
の調査では、経営幹部のほぼ60%が金
融ボラティリティを最上位のリスクとして
挙げています。とりわけ、世界中の経
営幹部達は、ユーロ圏の債務危機を
解消するための政策を立案する責任
のある政策当局者が犯す政策的失敗
が、無秩序なデフォルトの発生、１つも
しくは複数のEU加盟国のEUからの脱
退、最悪の場合にはユーロ通貨統合
の終焉につながる段階にまで来ている
と懸念しています。これらのシナリオの
下では、リーマンブラザーズの破たん
後、2008年9月に発生した全世界的な
金融危機の時のように、インターバンク
市場の無機能化が発生する可能性が
あります。このような状況は、世界的な
信用収縮と極端な金融ボラティリティの
期間を招く可能性があります。

銀行や他の金融サービス企業は、

新たな金融ボラティリティ

競争の激化

我々が調査をした経営幹部の過半数
（63%）は、貿易障壁が下がり、グローバ
リゼーションが高まるにつれ、企業間の
競争は激化し続けると述べています。
あらゆる産業を通して、企業は国内外
においてグローバルな競争の高まりに
晒されています。ある経営幹部は我々
に、「グローバルな世界では、誰もが他
人のバックヤードでプレーしたいと考え
ていますよ。」と語っていた。

デジタル経済の台頭は、競争激化に

17

気通信・情報通信技術のプロバイダに
目を向けると、これらの企業は、インド
やロシアやそのほかの新興市場にお
いて大きな市場シェアの獲得に成功
しています。これは、何も低経営コスト
によるものだけではなく、特定の顧客
に特化したサービスを提供することに
焦点を当てた事業展開が功を奏した
ことにもよっています。

「ビジネスはグローバルに多様化して
きています。」MicrosoftのCFOである
Peter Klein氏はこう続けます。「これは、
異なる文化やオペレーションモデルの
下でビジネスを極める上での継続的
な課題なのであり継続的にグローバ
ルな多様性を調整するためのツール
や技術を開発することなのです。」

銀行や他の金融サービス企業は、
ユーロ圏で吹き荒れる嵐の中心に居
て、金融ボラティリティからの脅威に対
して特に脆弱な状況となっています。
この分野における今回の調査対象企
業の4分の3以上が、金融ボラティリティ
を深刻なリスクとして捉えています。驚
くほどのことではありませんが、工業製
品の製造のような資本集約的な分野
では、金融ボラティリティを、この先１年
間における主要なリスクとみています。

Fidelity & Guaranty LifeのCEOである
Barry Ward氏によれば、「我々の投資
ポートフォリオにおいて、信用リスクを
常に注視しています。我々は、投資リ
スクの低減と資産の流動性を高めるた
めに、ポートフォリオにおけるリスクの
除去を続けています。

ユーロ圏における本格的な金融危機
が回避されたとしても、リスク管理者は

デジタル経済の台頭は、競争激化に
拍車をかけています。モバイル機器や
クラウドコンピューティングの登場に
よって、インターネットは次のフェーズ
に突入しており、これによって多くの産
業では参入障壁が下がり、ビジネスモ
デルや顧客の嗜好性は急速に変化し
てきています。このような傾向を暗に示
すかのように、我々の調査では、73%の
テクノロジー・情報・通信・エンタテイメ
ント(TICE)企業が来年にかけて直面す
るであろう最も重要なリスクの１つとして、
競争の激化の進行があげられていま
す。この傾向は、小売・消費者製品分
野でも同様に高い水準（75%）となって
います。

発展途上国が（自ら開発を行わず）最
先端の技術を使用することについて、
欧米の経営幹部は、新しく、将来的に
安定している競合企業が、新興国（特
にアジア）から生まれてくることを心配
しています。

Risk in Review



インターネットやソーシャルメディアの使用
が一般化することで、データの機密性や
セキュリティに関するリスクが他のリスクより
も高く位置づけられるようになると、我々が
調査を実施した経営幹部の56%が考えて
います。以前は、情報技術(IT)の片隅に
追いやられていたデータの機密性やセ
キュリティのリスクは、戦略上の脅威として
ますます脚光を浴びるようになり、経営幹
部やリスク管理者の注意が強く向けられる
対象となっています。「世界中がもっと相
互接続されるようになると、顧客はデータ
セキュリティ、クラウド、規制されたデータ
などの管理、そしてリスクマネジメントに係
る費用にもっと焦点を当てるように要求し
てくるでしょう。」MicrosoftのPeter Klein氏
の言葉です。

企業によりクラウドが採用され、新しいITイ
ンフラが導入されるようになると、顧客や

確かに、上級経営幹部は、今年、デー
タの機密性とセキュリティ（56%、2011年
における調査では、28%が重要なリスク
であるとしていたが、今回はその数値の
倍に増加している）、そして、風評・ブラ
ンド（2012年は52%、25%からの大幅な増
加である）について、高い関心を示して
います。これは特に金融機関で当ては
まることですが、今回の調査対象となっ
た金融機関のほぼ3分の2は、データの
機密性とセキュリティの保護を今後直面
するリスクの中で最大のリスクと考えて
います。銀行、保険会社そしてその他
の金融サービス企業が直面する問題は、
クライアントのデータの保護やサイバー
攻撃に対する潜在的な脆弱性への対
応に関するリスクが含まれており、風評
被害の脅威にも晒されています。 「セ
キュリティと風評は、関連性の高い事象
です。」とJason Pettは述べています。

「データ主導の世界では、まずあなた自
身を守ることができるかどうかが重要で
すが、これは、経営上のパフォーマンス

データの機密性と
セキュリティ上の脅威

財務などのセンシティブなデータの保護
は、芸術的なレベルまで高められる必要
があるでしょう。 「我々は、コストへの影響
もあるでしょうし、明らかなセキュリティ上の
問題が多くの企業で存在していることはわ
かっていますが、クラウドコンピューティン
グの未知の影響は今後数年間で、ビジネ
スが直面する最大の課題の一つです。」
とPwCのDean Simoneは述べています。

その一方で、ソーシャルメディアやモバイ
ル機器の利用の増加は、風評被害、顧客
データの誤用、ITセキュリティの侵害と
いった非常に危険な脅威をもたらします。
企業は、オープン性とコントロールの間で
適切なバランスを取ることが必要です。
「我々は、興味深いコミュニティとコミュニ
ケーションを取る手段としてソーシャルメ
ディアを使用することを模索しています。」
とFidelity & Guaranty LifeのBarry Ward
氏は述べています。「しかし、我々はソー
シャルメディア戦略に関するリスクマネジメ
ントの必要性も十分に認識しています。」

すが、これは、経営上のパフォーマンス
に影響を与え、おそらくゆくゆくは企業
のブランドイメージを失墜させてしまうよ
うな直接的な攻撃、すなわち企業の機
密データや顧客の個人情報（いずれも
企業の風評やブランドイメージを損なわ
せてしまうようなデータ）の奪取をもくろ
んだ攻撃に対処できるかどうかというこ
とを意味しています。」

保険サービス分野では、データの機密
性とセキュリティは、最大の関心事
（63%）であり、おそらくコンプライアンス
に係る代表的な懸念事項です。このリス
クは医療機関においてますます高まっ
てきています。なぜならば、医療機関で
は個人に関する機密データや情報がモ
バイル機器やその他のインターネットを
ベースとした技術を利用してやり取りさ
れているためです。アメリカ合衆国では、
保健福祉省が昨年、患者データの機密
性を適切に保護しなかった医療機関に
対し、厳しい取り締まりと罰金を課して
おり、患者データの機密性の侵害に関
する深刻なケースを公表しました。
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図6.次のリスクにあなたの組織はうまく対応していますか？
自己組織を「よくできている」「とてもよくできている」と評価した割合
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ケーススタディ： スイス再保険会社

チューリッヒに拠点を置く保険会社であるスイス再保険会社ほどグローバルリスクの
性質の変化を適切に評価している組織はなかなかありません。同社は、独自のグ
ローバルオペレーションを展開していますが、そのグローバルな顧客基盤は同社に
リスク認識を変化させるユニークな洞察力を与えています。（リスクはどこから発生す
るのか、またリスクの対応にとって特に重要なのは、それをどう測定し管理するかとい
うことです。）

Kanwardeep Ahluwalia氏 (同社の金融リスクに関するマネージングディレクター)によ
ると、スイス再保険会社では2011年では３つの重要なリスクに焦点を当てていたとの
ことです。第一のリスクは、ほとんど全ての主要なグローバル機関での共通点ではあ
りますが、ユーロ圏の金融危機を背景とした、市場がメルトダウンする可能性です。
「対処すべき大きな財務リスクが存在することは明らかであるが、多くの政治的リスク
も絡めて考える必要があります。」と彼は言う。トラブルの発生する可能性を懸念して、
スイス再保険会社は、ヨーロッパ周辺のエクスポージャーがさらに減少したかについ
て、2009年と2010年始めに詳細な調査を実施しました。特に、ユーロ圏加盟国から
ソブリン債を無視できるレベルまで取り除けているかどうかについてです。「我々は、
もし政治的リスクが主要ドライバーである経済的リスクを上回るようであれば、我々の
戦略的資産配分においてこれを反映する必要があるという見解を取っています。」と
Ahluwalia氏は述べています。現在のところ、彼によれば、このリスク因子の測定は総
じて良好ではあるが、潜在的な将来のシナリオによる第二、第三の影響を十分に検
討し続けていく必要があることを彼は認識しています。

2011年の第二の大きなリスクは、グローバルな金融機関における信用リスクエクス
ポージャーに関する問題でした。年間を通じて、スイス再保険株式会社は、そのエク
スポージャーとストレスシナリオのもとでそれらのエクスポージャーを管理するに十分
な能力を確保するためにモニタリング手法を改善し、向上させる方法を探しながら、
このリスクの測定と理解を高めるための相当な努力を行ってきました。「それはさらな
る進化が進んだ領域です。」とAhluwalia氏は述べています。「特に、保険や再保険
の分野では、規制の枠組みが全体的な信用度の重要な要素となっている多くの無
担保取引を行っています。」彼はまたこう続けています。信用リスクが存在するかどう
かを確かめるために契約やレトロセッション（再保険会社との間での取引にかかる専

2012年において、企業にとって最適な人材
や労働力を獲得する能力は、今回の調査対
象となった企業の過半数が主要なリスクとし
て挙げている（2011年では4分の1の企業が
重要であるとしていたが、今回は大幅に増加
している）。特に深刻で長期的な脅威として
は、技術主導型の世界における（エンジニア
リングやITスキルに高い需要があるにも関わ
らず、供給が不足している世界）エンジニアリ
ングやITスキルの高いスタッフの獲得と確保
が挙げられます。

今回の調査対象企業のほとんどが、人材と
労働力の確保を重要なリスクと捉えており、
その半数以上の企業が、現在ではまだこのリ
スクに十分に対応できていないと不満を感じ
ています。

人的資本獲得のための巨大な競争が特徴と
いえるグローバル市場では、多くの企業が人
材を誘致し、確保する競争（特に従業員の忠
誠心が比較的低い新興国で）を終わらせる
必要があると感じています。同様に、リスクの

人材と労働力の確保

かを確かめるために契約やレトロセッション（再保険会社との間での取引にかかる専
門用語）を機械的に通査することに主な労力を傾けています。「我々の価格設定や
制限を設けることの意味合いを理解することを通して、データ収集を行うことは大き
な課題です。」と彼は指摘しています。

流動性と資本の問題が、スイス再保険会社における2011年の第三の大きなリスクで
す。このテーマは、年が進むにつれて大きくなる巨大なリスクとしての規制の変更に
関する広範な認識を持ってきちんと整理されています。スイス再保険会社は、EUの
ソルベンシーⅡレジームによる新しい要件に直面している多くの企業の１つですが、
スイスのソルベンシーテストに根本的な部分は類似したものであるため、そこでの経
験をうまく利用するこができるはずです。それにも関わらず、分散投資レジームによ
る可能性は同社の企業経営全般に渡って増加する戦略的リスクとなっています。

これらの３つの大きなリスクの性質の結びつきが、スイス再保険会社のリスクマネジメ
ント機能をどのように実行していくかということについて大きな影響を与えてきました。
Ahluwalia氏はこう述べています。「特に、信用リスクへのアプローチを変更していま
す。国の信用リスクフレームワークに重点を置き、意思決定プロセスの中へリスクを集
約するメカニズムに変えようとしています。」しかし、彼はこうも述べています。「同社
における継続的な変革は驚くべき革新ではなく、すでに洗練されたリスク管理プロセ
スにまで昇華したといえます。近年、我々は、取締役や経営幹部に対して行うリスク
に関するレポーティングのために多額の投資を行いました。そして、リスクマネジメン
ト機能とビジネスラインとのコラボレーションによって、レポートが、会社全体の経営戦
略に対してより多様で、より直接的な関係を有するものになっています。」しかし、彼
は全体的にリスクを管理できる比較的発達した能力を持つ組織でしかないと判断し
ています。重要なことは、改善と改良に向け社内の課題を絶えずクリアしていくことで
す。

必要があると感じています。同様に、リスクの
専門家の観点からは、より複雑で戦略的なリ
スク要因を管理できる最適な人材を確保する
ことはなかなか困難なことです。

しかし現在の労働問題のいくつかは、単に経
済変動やその影響に由来するものでしかあり
ません。（例えば、労働不安、労働組合の争
議、退職年金の未積立など）「実際、私たち
には今後に重大な影響を及ぼす可能性のあ
る労働組合との深刻な交渉事があります。」と
ある労働組合の従業員を扱うリスク管理責任
者が述べています。「今年の団体労働協約
では、我々は、交渉に取り組むにあたり、非
常に慎重に対応しなければなりません。健康
管理（医療）問題は労働組合の立場につい
ては特に重要な側面であると言えます。」
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しかし、調査結果は、多くの組織が広
がりを見せているユーロ圏の金融危機
の影響の深刻さを把握していない可能
性を示しており、今日の「新しく通常
の」グローバル市場においては、産業
界にとって実際には新興市場より危険
であるかもしれません。

例えば、Euromoney誌などからの報告
にもかかわらず、今回の調査対象組織
の多くは、新興市場の地域は非常に
高い潜在的なリスクをもたらすと信じて
続けています。

今回の調査に対する回答者の約3分
の2が、新興アジアにおいてビジネスを
展開することにはリスクがあると考えて
いますが、その一方で約34％だけが西
欧でのリスクが高いと回答しています。

これ自体は、リスクに晒されているリス
ク管理者自身が、ユーロ圏における債
務危機に巻き込まれていることを知ら
ずにいることを示しています。

もし、この危機が限界点にまで行き着

まったくできないか、もしくはできても
かなりの困難を伴うことですが、関連し
た信用収縮の間にユーロ圏の銀行か
ら信用を供与されることで、ビジネスを
行うリスクも相当程度高まるでしょう。

急激なスピードで国境を超えていく技
術と資本の移動によってますますグ
ローバル化していく世界とともに長い
間受け入れられてきたパラダイムの転
換と地域、リスクに関する理解は、海
外で事業を展開する企業にとって、そ
の地域におけるリスクを監視することを
最優先に考えねばならないことを意味
しています。

全ての国々では、独自の業務環境と
しての様々な資源、労働市場の質、
規制、政治的安定性、そしてセキュリ
ティ対策を監視する必要があります。

2012年が始まり、グローバル経済は危
険な岐路に立たされています。

ユーロ圏における金融情勢の急速な
悪化と最大の新興市場経済の一部に
おける成長率の減速は、グローバル経
済という絵を殺伐としたものに変えてし
まいました。

これは世界中のリスク管理責任者に
とって、重要な意味を持っています。
世界経済の全体観はより悲観的な見
通しとなっており、Oxford Economicsは
従前公表したGDPの成長率を下方に
修正しています。

2012年の世界の成長率は2.4%と予測
しています。いまだ存在するユーロ圏
の周辺諸国経済による深刻なデフォル
トの発生可能性（これは最悪の場合、
通貨統合それ自体を崩壊させてしま
う）は、世界全体が直面する最も深刻
な経済的リスクと一般的に捉えられて

地域ごとのキーリスク
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もし、この危機が限界点にまで行き着
いたとしたら、これらの国々でビジネス
を行うリスクもまた増加するでしょうし、
特に、ユーロ圏の政策立案者は、外国
企業よりも国内企業を保護する措置を
とるでしょう。

な経済的リスクと一般的に捉えられて
います。

このような結果は、グローバルに事態
が波及し、別の痛みを伴う世界同時不
況を伴って、金融面および商業面での
深刻な市場の崩壊を生じさせることに
なるでしょう。

図7.今後18ヶ月にわたり、以下の地域でビジネスを行う際のリスクについて評価してください。
「高い」もしくは「とても高い」と回答した割合を表示
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ユーロ圏は2011年第４四半期にすで
に景気後退期（リセッション）に突入し
ており、2012年には停滞の経済的シ
ナリオに直面しています。様々な政治
的な試みにも関わらず、EU首脳は
ユーロ圏の債務危機の更なる拡大を
防止するための解決案に対して同意
することができませんでした。グローバ
ルな金融安定化への最大のリスクは、
ユーロ圏の崩壊（多かれ少なかれ、不
安定な状態ではあるが）もしくは、１国
かそれ以上の国のEU参加国からの脱
退です。

Oxford Economicsのセントラルフォー
キャストによると、ユーロ圏が2012年に
無秩序なデフォルトを回避できる確率
は45%となっています（図9参照）。これ
は、高い債務水準、低調な雇用状況、
財政緊縮、消費支出と貿易取引を強
める新興国における中産階級の増加
によって、先進諸国は、緩やかな回復
基調を阻害されたためです。このセン
トラルフォーキャストに関連するリスクと

2012年のアジア新興国に関する弱含
みの成長予測は、芳しくないヨーロッ
パへの輸出がヨーロッパ経済の停滞に
よる打撃を受けるかもしれないことを原
因としています。昨年、中国における
製造業とサービス業の事業活動は、
2009年初以降最も低いレベルまで鈍
化しました。これは金融面の不均衡と
ハードランディングの懸念を煽りつつ
ある膨張しすぎた不動産市場の影響
に伴うものです。

アジア新興国のほとんどの地域で成長
率は昨年から減速を続けていますが、
この地域における最近の経済活動と将
来の成長見通しは依然としてヨーロッ
パとアメリカ合衆国のものよりはるかに
明るいものとなっています。しかしなが
ら、この地域においては2016年までの
間、GDPの平均成長率が伸び続けるこ
とを期待されていることは重要なポイン
ト言えます（図8）。今後18カ月間にお
けるリスクに関して、回答者の中では

アジア新興国 中国経済におけるハードランディング
というシナリオの影響は、貿易の連鎖
や金融上の負の連鎖を通じてグロー
バルに伝播していくでしょう。Oxford
Economicsが2012年に中国のハードラ
ンディングシナリオの発生確率を15%に
引き上げましたが、これは、中国当局
がそうなることを避けるために政策的に
措置（例えば、信用状況を緩和するた
めの予備要件の削除など）を講じ始め
ているという心強いサインでもあります。

確かに、中国の急速な成長、現在世
界第２位の経済大国は、それぞれの分
野で優位な地位を占めるに足る最大
の組織となりました。工業製品メーカー
は、産業として中国の鉄鋼産業のここ
までの急速な発展を予測することはで
きませんでした。また、彼らは、中国の
消費パターンがここまで大幅に増加す
ることも予測していませんでした。

ユーロ圏では、厳しい融資条件が、す
でに冷え込んでいる景気にさらに悪影
響を及ぼし始めています。Oxford
Economicsの推計によると、

トラルフォーキャストに関連するリスクと
しては、著しくマイナス方向に偏って
いるように見えることであり、根本的な
政策の変更により、通貨圏における無
秩序なデフォルトを回避することを、
ユーロ圏の国々によって要求されてい
ます。

けるリスクに関して、回答者の中では
第3位にランクされています(図7)。

確かに、中国の不動産市場の崩壊は、
消費者と国内外の景況感に深刻な影
響を与えますし、おそらくさらなる押し
下げ圧力を生むことになるでしょう。

図8.経済成長予想 2011-2016
年間GDP成長率（US$ベース）

7.2%

5.1%

4.6%

4.1%

2.8%

1.3%

アジア新興国

サハラ以南のアフリカ

中東/北アフリカ

ラテンアメリカ

US

ユーロ圏

出典：Oxford Economics

ユーロ圏
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Oxfordの予測(45%)

• ユーロ圏は無秩序的な債務不履行と銀行支援
策の実施を避けている

• リスクプレミアムは下落し、消費者と企業の景
況感は徐々に回復する

• しかし高い負債水準、伸びない雇用、また財
政緊縮により、先進経済における回復は限定
的である

• 新興成長市場は政策を緩和し、増大する中流
層が消費者支出と貿易を支える

ユーロ圏の無秩序な債務不履行(30%)

• ユーロ圏当局は危機に取り組む信憑性のある
解決策について合意できていない

• 1カ国以上の国々に無秩序な債務不履行を推
し進めている

• 銀行の取り付け騒ぎや株価の暴落や、信用状
況の引き締めが起きる

• 企業と消費者の信頼は失墜し、深刻な不況が
引き続いて起きる

企業の再復興(１０%)

• 大量の企業資金が投資に流れ込む
• それが企業と消費者の信頼を上昇させる
• 銀行のバランスシートは改善し、信用状態は緩

中国のハードランディング(15%)

• 商業用不動産の暴落と対外的な脆弱さは銀行
のストレスにつながっている

• リスクからの逃避が株価や不動産価格の下落

図9.Oxford Economicsの予想に関するリスク

政
府
の
ス
ト
レ
ス

工業製品メーカーは、中国の鉄鋼産業のここまでの急速な発展を予

測することはできませんでした。－ 彼らは、その国での消費が大幅

に増加するとは予測していました。

• 銀行のバランスシートは改善し、信用状態は緩
和される

• 目覚しい成長により財政再建が助長され、債
券の利回りは低くなる

• リスクからの逃避が株価や不動産価格の下落
につながっている

• 政府による銀行の資本構成の変更のため、中
国における投資が落ち込んでいる

• アジアのサプライチェーンは国内の成長の機
動力の失速に影響している
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企業のストレス
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無秩序なユーロ圏のデフォルト発生のリスク

Oxford Economicsによる直近のグローバルシナリオによれば、通貨同盟とし
てのユーロ圏の将来に関する不確実性は、もっとも高いグローバルリスクの
１つとされています。ユーロ圏の無秩序なデフォルト（2012年において30%の
確率で発生するとされたシナリオ）による通貨同盟としてのユーロ圏の完全
な崩壊は10%の確率でのサブシナリオとなっています。

この完全なユーロ圏の崩壊のシナリオの下では、債務危機に対する信頼性
の高い解決策の同意に失敗（障害）することにより、一連の無秩序なデフォ
ルトの発生、ビジネスとユーロ圏を超えて広がる金融上の信頼性にかかる次
なる崩壊を引き起こすこととなります。インターバンク市場は、リーマンブラ
ザーズの破たん後の2008年9月、世界的な金融危機の深刻な時期に発生
したのと同じように、流動性が悪化するでしょう。このことは深刻な世界的信
用経済収縮の到来を告げるものとなります。

いわゆる5周辺国、すなわち、ギリシャ、ポルトガル、アイルランド、イタリアそ
してスペインは2012年の早い時期にユーロ圏から脱退することになるでしょ
うし、自国通貨を再度導入することになるでしょう。このことは莫大な費用の
かかる経済的混乱を引き起こすことになるでしょう。

このシナリオの下では、ユーロ圏から脱退した周辺国ではユーロが上昇す
ることにより、自国通貨の価値が急速に下落することになるでしょう。ユーロ
圏から脱退した国々の中央銀行（その国に金融政策上の主権を取り戻し、
かつ、脆弱な国内経済に直面している中央銀行）は、自国における高イン
フレに対抗して自国通貨の価値の維持のために必要なレベルに金利を高く
設定することもできなくなるでしょう。 5カ国が2012年から2013年にユーロ圏
を脱退した場合には、GDPはベースラインを基準に12～19%程度急激な下
落に転ずるでしょう。コアのユーロ圏諸国は、2013年末までに平均10%の急
激なGDPの減少が予測されます。中国の成長のスピードは、2012年と2013
年には毎年6.5%程度まで減速するでしょう。ドル安と依然として勢いのある
（鈍化しつつあるものの）新興市場での輸出需要の影響で、2013年のアメリ
カ合衆国のGDP成長率はわずか0.7%に減速するでしょう。イギリス経済は
ユーロ圏との緊密な貿易と金融の連鎖によって、より強いマイナスの影響を
受けるでしょう。その結果、イギリスのGDPは、2013年度末までにベースライ
ンより下の約5%に下落するでしょう。
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ユーロ圏との商業上および金融上の
結びつきから、中欧および東欧では最
も強くユーロ危機の影響を受けること
が予測されています。ここでは、企業
は時代遅れな感覚で現状を解釈して
いるかもしれません。調査対象とした
組織は、中欧および東欧において発
生する事象によって引き起こされる彼
らのビジネスに関するリスクに対して比
較的に楽観的な印象を持っています。
これらの国々に高いリスクがあると考え
ている経営幹部は35%と比較的低い割
合となっています。彼らは、どう見ても
ユーロ危機によるカスケード効果が発
生する可能性（ユーロ圏の金融および
経済危機が波及するであろうという潜
在的な可能性も含めて）について、あ
まり同調してはいませんし、すでに進
行中の自己資本強化が必要なユーロ
圏の銀行による大規模な緊縮策の影
響についてもあまり影響がないものと

当然のことながら、我々の調査に対し
て回答を行った経営幹部の77%は、中
東および北アフリカ地域における事業
上のリスクを最も高いものとして捉えて
います。中長期的な視点に立った場
合、アラブの春（民主化運動）やその
結果もたらされたより開放的かつ公平
な社会は投資家や民間企業にとって
状況の大幅な改善につながったと言え
るでしょう。 2012年の幕開けから、この
地域における経済にもユーロ危機の
影響が及んでいました。特に北アフリ
カ経済はユーロ圏と緊密な貿易や投
資の関係が存在するため、その影響
は顕著となっています。

多くのアフリカ諸国ではビジネスに対する大幅な改善や投資環境の

大幅な改善が見受けられますが、それ以外の規制や政策的枠組み

は依然として流動的です。

中欧および東欧

サハラ以南のアフリカ

サハラ以南のアフリカでは、過去10年
間で、大きな転換期を迎えました。そ
れは様々な経済指標における成長率
が世界の他のどの地域のそれを凌ぐも
のであり、Oxford Economicsも2016年
までこの地域における実質的な成長を
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響についてもあまり影響がないものと
考えています。しかしながら、中欧およ
び東欧の銀行部門は、深刻な信用危
機リスクに特に晒されているのです。

中東および北アフリカ

2011年における中東および北アフリカ
の多くの国々で発生した政情不安によ
り、前例のない政治的、経済的そして
社会的な変化の時代の幕開けとなりま
した。今のところ、この影響は、この地
域における様々な国々の経済成長を
急激に低下させる結果となってしまい、
この地域における事業運営に負の影
響を及ぼしています。

イランはこの地域におけるリージョナル
リスクの中で最大のものとなっています。
西欧諸国の貿易制裁に対する報復と
してホルムズ海峡のイランによる閉鎖
やそれ以外のイラン政府による極端な
報復措置の可能性は、湾岸地域の石
油やガスの輸送が妨げられ、価格の大
幅な高騰を引き起こします。

までこの地域における実質的な成長を
期待しています(図8を参照)。この長期
的で信じがたいような経済成長は、こ
の地域内外に拠点を置く会社に多くの
機会をもたらす中産階級の増加をもた
らしました。しかし、商業活動を営むた
めの環境、（これにはいくつかの国々
を苦しめ続ける闘争やテロ活動への恐
怖の高まりも含まれます）には、今だに
相当の脅威と欠陥が存在し、回答者
達のリスク認識に対して強い影響を及
ぼしています 。これらの脅威と欠陥は、
この地域における高いリスクであると考
えており、その割合が75%以上に及ん
でいることからも明らかです（図7を参
照）。
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図10 .アメリカ合衆国に関して楽観的な理由

• 金融業界の負債ポジションは改善されている

• インフレは急激に改善

• 劇的に向上している競争力

• まだ強くなっている企業財務状況

• 落ち着いている輸入燃料への依存

• 高い革新が考えられる新情報と通信技術ブームが起こりつつある

• 選挙後の政治環境の改善

• しかし：

－2013年の所得税減税の終了後、財政上の締め付けが発生する可能性

－長期の効果的な財務調整の必要性

出典：Oxford Economics

アメリカ合衆国経済の見通しは、下振
れリスクが続いている一方で、新たな
上振れリスクも最近顕著になってきて
います（図10を参照）。アメリカ合衆国
における消費マインドは、ユーロ圏の
それとは対照的に、ここ数カ月上昇傾
向にあります。調査対象企業の4分の1
ほどが、アメリカ合衆国（そしてカナダ）
に高いリスクがあると認識しています。

アメリカ合衆国経済の見通しはより楽
観視されているものの、一般的に期待
を上回る最近の景気動向の推定では、
いまだに高い家計における負債水準と
弱含みの住宅市場が、緩やかな回復
基調に対しての足かせとなっている状
況と考えられています。またヨーロッパ
圏の金融危機に起因する世界的な金
融情勢の更なる悪化は、緊張高まるイ
ランとの関係のように、かなり大きなリス
クとなって表れつつあります。

多くの国々では、ビジネスに対する大
幅な改善や投資環境の大幅な改善が
見受けられますが、ビジネスやそれ以
外の規制や政策的枠組みは依然とし
て多くの国々において流動的であり、
社会インフラは脆弱なままとなっていま
す。

ラテンアメリカ
ラテンアメリカの経済大国、ブラジルは
2011年11月に成長局面に戻り、国内
支出も低金利と政府の景気刺激策に
よって回復しつつあります。ラテンアメ
リカは、我々の調査結果によると、他の
新興市場の地域よりリスクが低いと認
識されているようです。ただ、調査対象
企業の半数以上が、この地域はリスク
が高い地域ではありますが、他の地域
よりも低い割合となっています。Oxford
Economicsによると、2012年のラテンア
メリカ地域全体に振りかかりつつある最
も大きなリスクは、他の世界経済の多く
に関連し、ユーロ圏の債務危機のさら
なる悪化と中国のハードランディングの
可能性によってもたらされる影響であ
るとのことです。

アメリカ合衆国
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焦点をリスクに向ける（焦点をリスクにシフト）

企業は正しいリスクに十分な注意を払っていると言えるでしょうか。多分、答えはそうではありません。経営幹部
は、経済の不確実性、競争、規制や政府の政策、金融市場、そして人材能力と労働力を、今後18カ月間にお
ける潜在的な上位5つのリスクとして挙げています。しかし、現在において様々なリスクを十分に管理できている
かどうかを尋ねられた時、まったく見たことのない光景を目撃することになるでしょう。例えば、76%の人々が経済
の不確実性が最も上位のリスクであると回答する一方で、53%の人々がそのリスクを効果的、もしくは非常に効
果的に管理できていると回答しています。ここには23％のギャップが存在しています。それとは反対に、16％ほ
どの人々が犯罪やテロリズムが最も重要なリスクであると回答しており、51%の人々がこのリスクを効果的、もしく
は非常に効果的に管理できていると回答しています。ここにも35%のギャップが存在します。これらの数値上の
ギャップ（不一致）がどういう理由によるものなのかを理解することは難しい（例えば、不正や倫理観といったリス
クは管理することが比較的容易であることから優先順位は低いことが多い）けれども、この調査の結果は、経営
幹部が重要なリスクに対しては十分な注意が向けられるべきであるというリスクに対する焦点の当て方に変化が
生じていることを示しています。

53%76%

図11 .あなたの組織が現在どれくらい適切にリスクを管理しているか、この先18ヶ月間これらのリスクがおよそどれくらい重大かについて
評価してください。
「高いリスク」か「何とか対応した」を選んだ回答者の割合

経済の不透明性

人材と労働力 57% 45%

-23

-12
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大規模プロジェクトリスク
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新時代への取り組み

貴社ビジネスへの提言
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2012年、役員や上級管理職のプレッ
シャーにより、管理職リーダー達が外
部リスクの評価およびそれに対応する
ためのより強力な対策を講じることを推
し進めることになるでしょう。2012年に、
どのように組織としてリスクマネジメント
の方法を変えていくのでしょうか？また、
困難な時期がくる前にどのような準備
をしていくのでしょうか？

より大きく、グローバルな企業において
は、内部のコミュニケーションとその理
解が機能しなくなるという脆弱性を残し
たまま、より複雑な管理と運用の仕組
みを開発してしまう傾向にあります。リ
スクに関する機能は、この一つの要素
に過ぎないが、それは事が上手く進ま
ない時には不十分であり、脆弱であり、
非難の対象として理解されます。リスク
管理者やその他の上級管理者は、こ
の問題に内的側面および外的側面の
両方から取り組んでいます。

管理者は、もはや一般的な経済予測
や過去における旧来の経済モデルに
依存することはできないと自覚してい
るようです。組織は、早期警戒システ
ムやコンティンジェンシープランなどの
ようにリスクを管理するためのアプロー
チを再構成するための高度なツール
に注目しています。調査対象企業の
半数以上が、自社ではシナリオ分析
や詳細な計画、モニタリング、再調整、
そして代替シナリオへの対応といった
リスクマネジメントのテクニックを通じて
分析やリスクのモデル化の手法を改
善する手段を講じていると回答してい
ます。あるベストプラクティスでは次の
ようなことが現れ始めていました。シナ
リオ・モデルの設定、ビジネスのニュア
ンスに合わせたモンテカルロ解析、事
例の積み上げによって作られたモデ
ルの恒久化、リスクに関するシナリオ

通信とデータの共有化に重点を置くこと、それは2012年において、

企業にとって最優先されるべきこととなるでしょう。

増加していく部門間でのコ
ミュニケーション

機能間・部門間のコミュニケーションを
改善をしていくと答えた3分の2の回答
企業にとって、コミュニケーションと
データの共有に重点を置くことは、
2012年の最重要課題となるでしょう。
混乱が増大している時代においては、
管理者の負担も増えていきます。

「我々のビジネスは正に統合を必要と
しています。」Fidelity & Guaranty Life

データ品質の向上と報告

調査対象組織の57%はデータの品質を
向上させ、世界的な経済チームを強化
し、データ報告のためのプロセスの改
善を行っていると回答しています。ある
製造業のCROは、ビジネスリスクに早
期に対応するため、どのように異なる

精度の高い予測と
シナリオ分析
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のためのコンティンジェンシープラン
の準備、シナリオが現実化するかもし
れなくなった事象が発生した場合に警
鐘を鳴らすモニタリングシステムの設
定など。

「我々は常に我々の持つモデルの機
能を改善していこうとしています。」と
Barry Ward 氏 は 述 べて いま す 。
「我々のモデルは単なるモデルであっ
て、それらを解釈する必要があります。
そして、それら（モデル）はあらゆること
を伝えるものではありませんから、自
社の状況に合わせて実用的な方法で
それを適用する必要があるのです。無
数のシナリオに関する確率論的なモ
デル化は、いくつかのシナリオしか取
り扱わない決定論的なモデルと相反
するものとして、我々のビジネスに役
立つものといえます。」

会社は早期警戒システムや

コンティンジェンシープランなどのように

リスクを管理するためのアプローチを再構成するための

高度なツールに注目しています。

調査方法

しています。」Fidelity & Guaranty Life
の Barry Ward氏は言います。「我々の
投資チームは、価格設定、販売、保険
数理計算チームとの頻繁なコミュニ
ケーションが必要です。金融、財務、
税金チームについても同様です。我々
のビジネスでは、機能の繋がりに沿っ
て統合をしていかなればなりません。」

部門間で、定期的なレビューや情報、
データ交換を行っているかを説明して
います。「我々は毎週経営委員会を開
催するようにしました。そこでは翌週の
経営上の決定事項を話し合います。そ
の際には我々が記録している各種の
重要なベンチマークデータ（グローバ
ル展開には重要な各種指標や政府報
告用資料、他のエリアのマーケット
データなど）を利用しています。」

Risk in Review



リスクに関する機能が、全体的な戦略
と日々のビジネスを進める上で必要な
オペレーションプロセスや意思決定プ
ロセスの両方とよりよく統合されていな
い場合には、その有効性は損なわれる
という認識が高まりつつあります。この
ような認識の下、組織内の多くの部門
との垣根を越えてCRO機能を構築する
ことは、リスクマネジメントにおける重要
な進歩であり、2012年以降にはさらに
弾みがつくことでしょう。「我々は、より
多くのクロスファンクショナルなアクセス
と意思決定に影響を及ぼす能力を、
CROは得ていくでしょう。」PwCのRon
Kinghornは述べています。これは、反
作用的な防衛を行うことの代わりに、積
極的な攻撃を行うことをリスクマネジメ
ントの役割とするものです。

この点は、我々の調査結果でも強調さ
れているところです。半数近くの調査
対象会社では、内部監査の役割は組

一部の組織では、しかしながら、内部
監査の機能を全体的なリスクマネジメ
ントを強化する機能へと変えて行こうと
しています。「Microsoftでは、内部監
査はテーブルに席を取り、それがビジ
ネスの価値をどのように作り出している
のかを実証してみるべきです。」とCFO
のPeter Klein氏はこう述べています。
「内部監査は、利害関係者との連携関
係と同じように、ビジネス上の問題点を
理解し、助言を行うプロセスや潜在的
なリスクの軽減方法について提言を行
うべきです。」

戦略的リスクプランニングのプロセスの
中で、リスクマネジメントや戦略計画の
実行を同時に考慮することが必要なの
です。「有能なCEOは戦略目標の追求
に関連するリスクとその結果に対して、
潜在的に無意識であることにつき報い
たりはしないでしょう。」とChristopher
Michaelson （ PwC の Global Advisory
Strategy and Risk Institute）は述べて
います。「優れた戦略には、関連するリ

それにも関わらず、より全体的にリスク
を管理するために部門を超えた行動
を行うことについて進んでいる明確な
機能領域も存在します。企業では、リ
スクマネジメントと意思決定プロセスを
結びつけることを続けています。ここで
の意思決定プロセスとは、戦略計画策
定（調査参加企業の54%が回答）、投
資/売却（51%）、予算と予測(50%)そし
て業績測定（46%）といった「伝統的な」
組織における機能を指します。しかし
ながら、人材管理やアウトソーシングと
いった新しい領域では、組織は未だ
に意思決定プロセスとの統合は効果
的に行われているとは言えません。こ
れらの領域には、大きな潜在的なリス
クが存在します。しかし、調査対象企
業の17%がこれらのリスクに対する管理
が自社には欠けていると回答していま
す。これらのギャップに目を向け、意
思決定プロセスと新しい領域を結合す
ることは、組織に対して、急速に変化
する時代において、もっと効果的にリ
スクを支配し管理する能力の向上をも

半数近くの回答者は、内部監査の役割は組織における広範なリスク

管理の取り組みと合致していると感じています。

CROの地位の向上

対象会社では、内部監査の役割は組
織における広範なリスクマネジメントの
取り組みと合致していると感じています。
また経営幹部は、内部監査の一機能
であるリスク評価プロセスは、ERM(エ
ンタープライズリスクマネジメント)、
ORM(オペレーショナルリスクマネジメ
ント)、BCM（事業継続マネジメント）と
いったプロセスと連携しているかどうか
については、どう良く見ても、あまり良く
評価していない傾向がありました。内
部監査と機能としてのリスクマネジメン
トグループ（ビジネスユニットやその他
の社内機能に組み込まれた）との間の
つながりは、概して弱いものと考えられ
ています。明らかに内部監査は将来、
改善されることが必要と考えられます。

います。「優れた戦略には、関連するリ
スクと利害関係者の管理に関する現実
的な評価と計画が組み込まれていま
す。そのため、適切に実行されれば脆
弱であるということはありません。」

スクを支配し管理する能力の向上をも
たらすでしょう。

リスクマネジメントの統合

金融サービス業界のある上級経営幹
部によると、より全体的にあるいはより
統合したやり方でリスクを管理しようと
しても、あまりにも多種多様すぎる経
歴の中から、最適なリスクの専門家を
見つけることが難しいという状況によっ
て支障をきたすこととなるでしょう。これ
は、彼らが、信用リスクや業務リスクと
いった特殊な領域で比較的限られた
訓練しか受けてこなかった傾向がある
からです。
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産業別のリスクマネジメント
ベストプラクティス

全ての産業分野の企業が新たなリスク
の様相に対処するための断固たる措
置を講じているところですが、3つの産
業分野（金融サービス、テクノロジー・
情報・通信・エンタテイメント（TICE）そ
して保険医療）に属する企業が取って
いる積極的な対応が目を引きます。こ
れらの産業では個々に、市場における
力関係の変化や劇的な技術の変化と
いった事象から、危険度の高いリスク
に直面しています。しかし、それらの企
業が選択した新時代のリスクに対処す
るための戦略は、その企業のビジネス
におけるニュアンスのために急速に変
化しています。

金融サービス企業（ここでは金融市場
に固有の変動に晒されているためにリ
スクマネジメントの世界では長くリー
ダーとされてきました）では、他の産業
に対しても提供できるような次世代型
ERMアプローチを開発しています。こ
れらの多くの組織では、すでにERMシ
ステムが実装されていますが、我々の
調査結果が示しているように、彼らは
もっと厳しく業務を遂行するために、報
告（レポート）の品質と適時性のレベル
をもっと高めていこうとしていますし、よ
り高度なデータ分析やリスクモデルを

や組織の機能を超えたコミュニケーショ
ンの強化、および意思決定プロセスと結
びつけられたリスクマネジメントによって、
金融機関は動きの速い市場の状況変化
や、戦略および非伝統的なリスクにより
適切に対処しうる能力が磨かれると考え
ています（スイス再保険会社のケースス
タディについては、20ページを参照）。

TICE業界に属する企業にとって、それ
は技術的な変化であり、規制の変更と
いった類のものではありません。すなわ
ち、急激な市場の変化ということなので
す。昨年は、デジタル市場が明らかに第
２フェーズに突入したように、産業界に
おける転換点でした。このフェーズでは、
従来のビジネスはデジタルの偏重傾向
（ビジネスモデル、顧客との関係そして
収益の増加が著しく目を引く）によって
低迷してしまうでしょう。これらのビジネス
シフトに備えることは、企業のパフォーマ
ンスを上げる力となっています。 TICEの
企業では、彼らのリスクマネジメント能力
の大規模な改善を進めています。顧客
ニーズに手が届くところに居たり、需要
の突然の変化を識別するために、今回
の調査対象としたTICEの企業の3分の2
が、すなわちソーシャルメディアのような
最新の技術やテクニックを使って彼らの
データや報告（レポート）における改善を
進めています。 63%の企業が、組織の機
能や部署を超えたコミュニケーションを

能力を発展させてきたことは、何も驚く
べきことではありません。」とBrian Brown
（PwC USのＲrisk Assurance Innovation
リーダー）は述べています。

主に規制の変更によって引き起こされ
る急進的な市場の変革に直面している
保険医療サービス部門の企業は自身
のリスクアプローチそのものを積極的に
変えていこうとしています。相関のある
世界を前提として考えた場合、サイロ
（縦割り型組織における部門間の機能
連携が欠如した状態）の欠点を認識す
ることは、保険医療サービス組織の大
半は、この共通の問題点、例えば大規
模な分散型製薬企業にしばしばみられ
る問題点を克服するために部署や組織
の機能を超えたコミュニケーションを改
善しています。さらに、アメリカ合衆国と
ヨーロッパの新たな保険医療政策に起
因する広く影響力のある戦略的なリスク
を管理するために、この産業分野にお
ける今回の調査対象企業の大半が意
思決定プロセスとリスクマネジメントを結
合するための措置を講じています。そし
て、当該企業の半数以上が、自社の取
締役がリスクマネジメントに対してより直
接的な関与をしていると述べています。
アメリカ合衆国における医療保険制度
改革法案の議会通過により、例えば、
保険医療サービス企業は政策の不確
実性の高まりや今後数年間における変

31

66%

67%

62%

45%

51%

56%

61%

49%

46%

44%

36%

50%

63%

54%

48%

42%

51%

45%

64%

66%

47%

45%

49%

46%

68%

52%

43%

35%

36%

50%

部門間/部署間コミュニケーションの向上

データ品質と報告機能の向上

高度な分析とリスクモデリング

取締役会レベル/上級管理職の管理

IT基盤の充実

増大するリスクマネジメントと意思決定の結合

金融サービス 工業製品* TICE** 公共医療サービス 小売・流通・消費財

り高度なデータ分析やリスクモデルを
構築しようとしています。そのために
様々なデータを獲得しようとしています。
推進：規制の変更、特にバーゼルⅡと
Ⅲ、そしてアメリカ合衆国におけるドッ
ド・フランク法は、次の全ての事項に関
して金融サービス機関に影響を及ぼし
ました（厳しい報告義務、ストレステスト
の実施、その他脆弱性を特定する洗
練されたリスク技術 など）。
同様に、金融機関の大半（56%）が、今、
確実にCROの役割をより包括的なアプ
ローチに向けて推進しています。部署

能や部署を超えたコミュニケーションを
向上させることやトレンドの変化を迅速
かつ完全に掌握するための組織内能力
を改善させることを優先させています。
そして、変化の速さや自社の企業戦略
への重大な影響を理由に、我々の調査
対象とした企業の半数以上で、取締役
がリスクマネジメントにおいて積極的な
役割を担っています。 「TICE企業にお
けるリスクの特徴は、複雑な経営環境や
急激な製品開発技術革新によって代表
され、そのような要求要件が多い事業環
境に対して適合するリスクマネジメント

実性の高まりや今後数年間における変
化に対処しうるより柔軟性に富んだ内部
システムやテクニックを作り上げることに
駆り立てられました。タイムリーなデータ
は迅速なる対応を行う上で不可欠です。
これがこの産業分野における組織の大
半が、データレポーティング（62%）やIT
インフラ(62%)の強化を行う理由となって
います（CareFirstのケーススタディは、
33ページを参照）。

* 工業製品は自動車、エネルギー、公共事業も含む
** TICE=Technology, Information, Communication, and Entertainment（テクノロジー・情報・通信・エンタテイメント）

図12. 不透明なこの時代、リスクマネジメントアプローチを高めるために、どんな策を講じていますか。
業種別の回答の割合
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データ機密性とセキュリティは重要なリ
スクとしてランキングされていますが、
調査対象企業全体の約45%は、このリ
スクに関する現在の管理方法が不十
分であると考えています。データ機密
性とセキュリティはまた2012年以降、投
資額が増加する可能性がある領域に
も選ばれています。

セキュリティインシデントの発生が増加
すれば、そのためのクリーンアップコス
ト も増加します 。 PwCの情報誌
「Fortifying Your Defenses: The Role
of Internal Audit in Assuring Data
Security and Privacy (2012) 」では、
2011年に発生した、ソニーのプレイス
テーションネットワークのハッキングで
は会社は171百万ドル以上のコストを
負担したとされています。また、アナリ
スト達は調査や補償、ビジネス機会の
逸失、それに加えて追加的なデータセ
キュリティへの投資などもろもろの潜在
的なコストははるかに多額に上ってい

これはまた、より多くのリスクに組織を
晒すことになり、企業は自らの課題をま
ずこなし、そして商業的な目的のため
にそれら新しい技術を使おうとする先
駆者の挫折と成功から学ぶことが肝要
となるでしょう。

一部の組織では、取締役レベルでの
リスク選好について、はっきりと明確に
文書として残すといったところまで進
歩しています。しかし、トップレベルの
推進力を、組織の最下層まで広く知ら
しめることは難しいものです。

明らかに、この進歩は長期的なチャレ
ンジの始まりを表わしています。その
認識は、産業分野によってかなり異
なっており、例えば、エネルギーや医
薬品といったリスクが強く結び付く産
業分野に続いて金融サービス部門が
その先駆けと言えるでしょう。そこには
また規模と精巧さとの相関関係も存在
するとPwCのKen Coyは述べています。
「大企業は、リスクマネジメントの習熟
に資金を投じる役割と機会について
のより良い議論を通じて、膨大な資源
を獲得する手段やより発展するための
手段を獲得する傾向にあります。

一方、中小企業では一般的に企業が
直面しているリスクをどう捉えるかとい
うことにもっと焦点をあてています。」

ITの強化

取締役の関与機会の増大

突然、予期しないリスクが今日の不安
定で、予測不能な事業環境において
現出するために、取締役の関与は、増
加せざるを得ないのです。今回の調査
対象会社の43%が取締役レベルまたは
上級管理職のガバナンスを強化する
措置を講じています。今年はさらにトッ
プダウン型のアプローチにシフトしてい
くことでしょう。

取締役はどう関与すべきなのでしょう
か。有能な取締役は、企業が直面して
いるリスクの状況を理解し、それらのリ
スクが適切に処理されているかどうか
を確認するために経営者達と綿密な的なコストははるかに多額に上ってい

ると推察しています。さらに気になるの
は、2011年6月に、アメリカ合衆国情報
系調査機関Ponemon Instituteが実施
した調査では、企業の90%が過去12カ
月間に少なくとも１度はハッキング被害
にあったコンピュータを所有していたと
いうことが明らかにされました。

全ての企業（大小に関わらず、全ての
産業分野）は、より良い管理プロセス、
実行、手順そして技術的な防御を構築
するために調査する必要があります。
グローバルに事業展開する計画を持
つ企業は、その計画実行を支援する
ためにITインフラを拡張した結果、増
大してしまったリスクに対して用心する
必要があり、ITインフラネットワークは、
一番弱い部分と同程度に脆いもので
あるという認識を持たなければなりませ
ん。それと同時に、技術の変化や新し
い市場での新しい顧客獲得のための
激しい競争によって、多くの企業は新
しい顧客を開拓するために、ソーシャ
ルメディアやITを利用した新たな方法
に依存する機会が増えていると実感す
ることでしょう。

うことにもっと焦点をあてています。」
彼はまたこうも付け加えています。取
締役とC-suiteはリスクについて開かれ
た対話にも携わっていますが、全体的
なリスクマネジメントに不可欠な(歯車
の)歯としての内部監査機能における
文化にも健全な影響を及ぼす可能性
があります。

を確認するために経営者達と綿密な
ディスカッションの機会を持っています。
このディスカッションでは、また、経営
者が巡らせたレーダーにもまだ捕捉さ
れていないけれども、新たに生じたリス
クが及ぼすかもしれない影響といった
潜在的なリスクまでも議論の対象に含
められているべきです。 Catherine
Bromilow （ PwCのパートナーでコーポ
レートガバナンス委員会のリーダー ）
はこう説明しています。社外取締役は、
他の企業で養った経験と洞察力を結
び付けて、効果的に経営者達を支援
するために利用すること、理想的には、
さらに“角を曲ったところを見てくださ
い”といったように見えないリスクを見
越して者を言うことで価値を付加するこ
とができます。

さらに、全ての調査対象会社の半数が、
マネジメントはビジネスの様々な分野
における許容リスク量に対して組織が
どの程度許容できるのかということを定
義したりはしないと信じています。これ
は、リスクについてのトップダウン的視
点について明瞭さと透明性の要望を、
フロントライン（企業の最前線）がそれ
に従って行動することになるという意味
ある情報へと変えるという継続的な課
題があることを示唆しています。
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アメリカ合衆国の医療産業は、近年根本的な部分での変化に直面しました。これは供給者や保険会社にも
広がるほどの大きな影響となりました。この過程は、バラク・オバマ大統領による医療保険改革が進められる
最中に起こったことであり、また非常に膨大な不確実な事象ともなりました：選挙結果と同様にアメリカ合衆
国の裁判所での判決結果によりますが、一部または全ての法律は差し戻されることになりますが、ビジネス
モデルやビジネス慣行が未だ多くの点で変更が求められる変革がさらに行われる可能性があります。 「我々
の好きな言葉に、我々は機知に富んでいる必要がある、という言葉があります。」と、CareFirst Blue Cross
Blue ShieldのCFOであるMark Chaney氏は述べています。当該企業はアメリカ合衆国で最大の地域健康保
険グループの一つです。 「我々は、今までとは異なる方に向かって反応し、移動していく必要があります。そ
うなると、健康保険業界は、我々や我々以外の他の業界関係者にとって、ほぼ完全に新しいタイプのビジネ
スとなるでしょう。

「これら全てが、リスクマネジメントを重要かつ発展させるべき優先課題にしているのです。」と彼は述べてい
ます。近年、同社は業界におけるますます厳しくなる規制というハードルに対処することに役立つコンプライ
アンスに関する企業文化を発展させてきました。しかし、同社はまた、運用上もしくはコンプライアンス上の失
敗によってもたらされる下振れリスクや風評被害の影響を軽減するために、そのコンプライアンスに関する知
識を着々と増加させています。そして、監督機関と市場のニーズで必要とされる基準を満たすレベルまで自
社システムのレベルを高めるため、大規模なITのオーバーホールを実施し、過去3年間で数百万ドルを費や
しました。データのセキュリティと高い機密性の維持を阻害するリスク認識が同社にとって優先順位の高い課
題と言えます。

CareFirstでは、また、極端に競争的で変化の速い市場環境において収益シェア拡大戦略の一環として、よ
り洗練されたリスクマネジメントアプローチの構築に力を注いできました。 「我々のリスク（管理）システムの核
心には、リスクベースの自己資本モデルがあります。」とMark Chaney氏は述べています。 「我々にとって、
それは主要な財務評価の指標と言えます。これは、我々の直面するいくつかのリスクが、有利もしくは不利
に働いているかどうかを判断する最良の指標と言えるものです。この数値は、我々の価格戦略や我々の使
命の重要な部分（我々のコミュニティにおける医療保険を向上させるための補助金や制度といった形で、
我々はどのくらいコミュニティを支えていかなければならないのか）、そして我々の目標とする年間および3年
間の保険引受マージンや純利益の数値にリンクしています。

Mark Chaney氏はこうも述べています。CareFirstはそのリスクマネジメントアプローチをシフトさせ、30人超の
メンバーによって構成される取締役会が変化するリスク環境に関する情報が伝えられることを確実にすると
いう目標に基づいて、よりトップダウン型のモデルに移行させています。 「我々はこの連邦政府の医療保険
制度改革にかかる潜在的な影響を理解するために情報を取得するようにしてきました。」と彼は述べていま
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制度改革にかかる潜在的な影響を理解するために情報を取得するようにしてきました。」と彼は述べていま
す。 「我々は以前であれば絶対に見せはしなかったような情報を今ではなんでも見せるようになりました。こ
れは、この改革の大部分を占める5年間におけるモデル、ポスト2014年であり、良くも悪くも対処しなければ
ならない複数のシナリオなのです。

2012年にそれらのシナリオを推し進める上での大きなリスクとは何でしょうか。アメリカ合衆国経済の不確か
な将来、その一番は連邦政府の保険医療制度改革（Mark Chaney氏が認識している他の主要リスク要因を
小さなものに感じさせてしまう）ですが、彼は経済がヨーロッパの金融危機およびソブリン債危機の進行に強
く関連性があると認識しています。そして、彼は収益率が前例にないほど低調な状態になっている世界の債
権投資ポートフォリオを評価することは極めて難しくなってきていると主張しており、重要な継続的リスクとし
て資本市場における不確実性を挙げています。アメリカ合衆国での選挙に加え、上記のような状況から
「2012年は極めて重要な年になるだろう。」と結論付けることは妥当であるように見えます。
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2012年以降の新たなグローバルリスクの景
観に対応するため、企業ではリスクに対す
るそれぞれの姿勢やアプローチを再考し
なければならない時期に来ています。
Dean Simone は、上席経営幹部は自社が
この先進んでいくべき道に備えた準備が
できているのかどうかを調べるために次の
ような質問をすることを示唆しています。

１．あなたの取締役は、従来のリスクに関
するフレームワークに固執せずに物事
を考えていますか。そして、適切な企
業の状況に合致した戦略的リスクに焦
点を当てていますか。
多くの取締役は、いまだに“既知”のリ
スク、すなわちERMシステムで識別し、
監視できるような“既知”のリスクに集中
しています。しかし、研究では過去に
企業が最もひどく損害を受け、壊滅的
影響を受けたものは“未知”のリスクで

同様に重要なのは、リスクを認識する
企業文化ではリスクマネジメントを単な
る１部署での仕事として捉えることはし
ておらず、組織横断的に責任を共有
するものとして捉えています。「古いパ
ラダイムは、ビジネスの環境を無視し、
厳格なルールによってのみリスクを管
理することでした。」とDean Simoneは
述べています。「しかし、リスクを認識
する企業文化はもっと柔軟にできてい
ます。組織にガードレールを設置して、
その中で人々が行動することを確保し
ているのです。」彼は上級経営幹部が
この新しい考え方を補強し、企業が負
担する意思があるリスクについて幅広
く知らしめるためのリスク選好に関する
正式な文書（ステートメント）を作成す
るために経営報酬額やインセンティブ
ボーナスを改めることを求めています。
この新しい文化とともに、新しい系統の
リスクマネジャー（戦略的で協力的で、
そして幅広い視野と知識を持って考え
ることのできるマネージャー）が生まれ
るはずです。

要するに、リスクとの関わりを企業全体
を通して行い、それをシステムの中で
行うということです。

４．あなた自身のリスクの認識は広範なも
のとなり、今日の複雑性、不確実性、
そして速度に適合できる革新的な
ツールを含めた予測技術は拡張しま
したか。
最近の学術上の教訓では、旧来の予
測手法はもはや完全に信頼すること
ができないということが言われていま
す。現在はもっと複雑ではありますが、
相互に関連性を有する世界は、外部
からの衝撃や新しい仮定による影響
を示すことができ、変化の加速度や影
響の大きさを計算することでき、そして
触媒的な作用を認識できるシナリオモ
デリングのようなより洗練されたアプ
ローチが求められます。“未知”のリス
クを理解するための特に効果的な方
法は、リバースストレステストです。こ
れはシナリオ分析とは異なる手法で、
まずリスク事象から始めるものです。リ

2012年におけるリスクマネジメ
ントの緊急課題

あったことが示されています。これらは、
ブラックスワン現象、すなわち警告なく
襲ってくる事象、もしくは遠い将来まで
影響を及ぼすような意味を持つ新たな
リスクです。 Dean Simoneによると、「未
知のリスクから身を守る最良の方法の
１つは、発生するであろうリスク事象を
予測しようとすることよりもリスクに対す
る脆弱性について考えることです。」自
問して見てください、我々の戦略やビ
ジネスモデルの背景にはどのような仮
定が置かれているかということを。そし
て、それらの仮定が大きな混乱などに
よって成立しなくなったとしたら、何が
起こるかということを。

２．あなたはリスクを認識する企業文化を
奨励しますか。
今日の流動的な事業環境においては、
厳格なリスクの文化、すなわちコンプラ
イアンスに焦点を当てたリスク認識（簡
単に特定することができて、評価が容
易で、優先順位を付けたリスク）は時代
錯誤になりつつあります。リスクを認識
する企業文化では、リスクは絶対に避
けなければならないものとしてではなく、
しばしば需要され、そして組織におけ
るビジネス戦略の重要な一部として取
り扱われるべきものとして理解されてい
ます。

るはずです。

３．リスクマネジメント機能は部門や機能を
超えて統合できますか。
取締役によって構築されたリスクフ
レームワークを備えているということは、
部門間のバリアだけでなく、運用上、
財務上、そして戦略上のリスクに関し
て異なる形をしたバリアを取り壊しやす
くするでしょう。リスクマネジメントへの
全体的なアプローチは、完全なる社内
チーム（人事、ITそしてそれ以外の新
しいゲストも同じテーブルに着いて）が
リスクに関する議題をどういう内容のも
のにしていくかを決める場面に参画さ
せることになるでしょう。また、リスクをビ
ジネス戦略と結び付ける助けとなるで
しょうし、その戦略を成功裏に実行す
る助けともなるでしょう。Dean Simoneは
こうも述べています。「ERMをベースと
した多くのリスクシステムには問題があ
ります。それは、たった１つのリスクの
みを対象としてしまう傾向があるという
ことです。」今日の相互関連性のある
世界では、企業には、リスクの全ての
潜在的な側面（1つのサイロ（縦割り型
組織における部門間の機能連携が欠
如した状態）だけではなく、2番目と3番
目にある関連も含めて）を調べることが
できる広範なシステムが必要です。

まずリスク事象から始めるものです。リ
バースストレステストでは、まず、不利
な結果（例えば、企業の倒産など）か
ら始まり、その結果がどのように引き起
こされたのか、その環境を識別するこ
とになります。

貿易、金融そしてデジタル通信によっ
てこれまで以上に緊密に結ばれてい
る世界では、リスクは以前にもまして素
早くそして予期しないところで発生し
ています。そしてそれは、企業の業務、
評判そして生存さえも脅かすような重
要な潜在的影響としてあらわれてきま
す。将来において繁栄していくために、
企業は、彼らが直面するグローバルリ
スクと言う側面を定義し、伝達し、管理
するための新しくそしてより堅牢なアプ
ローチを採用しなければなりません。
今後、リスクについてたった１つだけ
予測可能であると言える事は、それが
常に変化しているということです。企業
にとっての課題は、その常に変化する
リスクに備えることで明確になっていく
リスクマネジメントのためのアプローチ
を作り上げることではないでしょうか。
何かに備えるために。

新時代のリスクに直面して
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あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
yoshiyuki.kure@jp.pwc.com
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Shaun Willcocks シニアマネージャ
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