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問題の核心

リスク管理は成長を
可能にする



1 問題の核心

私たちの感覚は、絶え間ないリスクが
存在する世界において私たちを生かす、
早期警戒システムである。感覚を環境に
合わせられる者は、成功するための準備
ができている。それができない者は生き
残れないだろう。

それは、ビジネスにおいても同じである。
リスク管理を戦略的に扱う会社は、効率
的で見識のあるビジネス判断をなすため
の知識を備えている。すなわち、リスクを
予測して軽減し、機会をつかみ取り、よ
り良い全体的なビジネスパフォーマンス
を可能にしている。

この一年は、不確実性と脅威が今日の
グローバルビジネス環境に広まる証拠を
十分に示した。プラスの面としては、米
国と英国の経済が活発に成長し、石油価
格が下がったことが、世界の大半にお
いて喜ばしい贈り物となった。しかし、 
ウクライナ危機に関連する石油価格の 

急落、ルーブルの変動、国際的制裁が合
わさり、ロシアは不況へと押しやられた。
中国とブラジルの経済も減速し、デフレー
ションの脅威は欧州連合に迫っている。
一方で、クラウドコンピューティングや
モノのインターネット化（IoT） のような
革新により、またサイバー犯罪やサイバー
テロの結果として、テクノロジーの混乱
が発生し続けている。

つまりビジネスリスクはどこにでも潜ん
でいるということである。外部にも内部に
もあり、相互関係にあり、成長し、絶えず
変化している。経営陣と取締役会メンバー
はこのことを把握し考慮している。

本年度の PwC Risk in review は、1,229
人の役員と取締役会メンバーを対象に行
われた。回答者の 73％は、会社に対する
リスクが増加していると回答した。今日
のビジネスリーダーはしばしば、変化す
る世界に迅速に対応しなければならない。

また彼らは規制当局と潜在的取引相手へ
より多くのデータを提供し、グローバル
サプライチェーン内に含まれるリスクを
より良く理解し、市場の不確実性から会
社を守り、さらに複雑で広範囲にわたる
サイバー脅威から知的財産とクライアン
トのデータを守る責任を負う。

しかしながら、本調査から分かるように、
会社の多くは、このような環境に対して改
善されたリスク管理プログラムによる対応
を行っていない。調査結果は、ビジネス
リスクへ立ち向かう熱意が、管理の効率
を上げ、多額の出資を伴う誤判断を防ぎ、
効率性およびより高い利益率をもたらすこ
とを明らかにしている。このような実態に
もかかわらず、一部のエリート企業（調査
対象企業の 12％）だけが、本物のリスク
管理リーダーにふさわしいプロセスと体制
を構築している。

ビジネスリスクはどこにでも潜んでいる。外部にも
内部にもあり、相互関係にあり、成長し、絶えず
変化している。経営陣と取締役会メンバーはこの
ことを把握し考慮している。
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これらのリスク管理リーダーは、今日の
多様なビジネスリスクがどのように相互関
連しているかを理解している。彼らは、こ
のデジタル化時代においてよりすばやく
動ける、レジリエントなリスク管理戦略を
作り上げている。彼らのリスク管理プロ
グラムは、彼らの事業部門との連携が高
く、またリスク選好とリスク許容度を、事
業全体を通して明確に伝えている。リス
ク管理リーダーは、第三者に対する潜在
的な脆弱性をより良く管理し、モニタリン
グできるようになった。彼らは、より大き
なビジネスリスクを負うことができて、情
報に基づいた見通しを持って意思決定で
きることにより、脅威の回避や不確実性
に直面した際に前進できるための戦略的
機会の認識に役立てている。

リーディングカンパニーの関心がパ
フォーマンスを抑えることよりも率先
的なリスク管理に向けられることは、
彼らがより強固な最終損益を実際に達
成する手助けになる。彼らは、ビジネ
スリスクを自社の戦略課題に関連付け
ることができて、過去 3 年間にわたり
10％を超える年間利益率を達成し、よ
り高い成長率を実現させる傾向が強い。
この先頭に立つ企業は、自身の感覚を
磨き、より良い報酬を獲得している。
調査から得たもう一つの統計として、
業績が悪化しているまたは低迷してい
る企業に比べ、最も急速に成長してい
る企業の約 2 倍近くが、リスク管理プ
ログラムの規模または責任を増やして
いると報告されている。

リスク管理実務は大多数の企業
で遅れている

迅速な意思決定をしてテクノロジーに関
連する企業と相互依存する機能を持つ現代
社会では、リスクの複数のレンズを通して
総合した視点を持つ利点 ― 規制対応、テ
クノロジー、オペレーション、文化、金融
商品、ブランド、製品ポートフォリオのリ
スク、その他 ― は、否定しがたい。しかし、
圧倒的大多数の会社が、戦略課題と全社的
リスク管理（ERM）とを結び付けたリスク
管理戦略をまだ策定していないことを私た
ちの分析結果は示している。例えば、

• 正式なリスク選好フレームワークが
あり、それを企業全体に明確に伝達し
ていて、全体的なリスク受容能力に
関して組織が受容可能なリスクのレ
ベルを明確に定義していると回答し
た回答者は調査回答者のわずか 38％
である。さらに、重要なリスク指標
とその他のモニタリングツールを利
用して自身のリスク選好と関連する
リスク許容度を効果的にモニターし
ていると回答した企業は、さらに少
なく、調査回答者の 36％である。

• 戦略的計画プロセスに紐付き、完全に
統合されたリスク管理戦略を有すると
回答したのは、調査回答者の 3 分の 1
未満（31％）である。

• リスク管理と戦略管理が社内で「完
全に」連携していると回答したのは、
調査回答者の 14％である。

率先的で良く統合されたリスク管理
プログラムなくして、今日のビジネス環
境の中を進むことは、海図なくして船を
操縦するようなものである。魚群、礁、
その他の航海上の危険がどこに潜んで
いるか把握していない。しかし、リスク
を認識し、管理し、モニターする戦略は、
企業が落とし穴を避けられるようにす
る以上の助けになる。またそれは、価値
ある機会の認識においてリーダーを助
けることになる。本調査では、リスク管
理リーダーの 3 分の 2（67％）が、戦
略的判断が迅速に必要な時でも、意思
決定プロセスにおいて、率先してリスク
分析を行っていると回答した（vs. 非リー
ダーの 43％）。リスク管理への積極的な
関与は、ものごとを抑えるよりも、フロ
ントエンドの意思決定において時間の総
合的節約となる。また、事前に予測し得
なかったバックエンドのリスクに対応す
る費用と時間の削減にもなる。

「リスク管理をあなたの仕事のライフサ
イクルに組み込むことは、あなたに 2 つの
ことを実施するチャンスを与えている。」と
PwC のパートナーで Risk Assurance リーダー
の Dean Simone は述べている。「まず、あ
なたが事後ではなく、判断時に、リスクが
含まれていないかを理解する手助けとなる。
次に、自信を持って迅速に物事を進められ
るようになる。また同時に、リスクを予測し、
対応の鈍化の原因となり得る失敗の回避に
つながるであろう。」



3 問題の核心

リスクの増加 リスク管理
プログラム

能力のギャップ

図 1：強固なリスク管理プログラムなしでは、能力のギャップが発生する。 

ビジネスリスクを自社の戦略課題に関連付けるこ
とができる企業は、過去 3 年間にわたり 10％を
超える年間利益率を達成し、より高い利益率成長
を実現させる傾向が強い。

リーディングカンパニーは、リスク管
理が戦略の実現要因になるスイートス
ポットを打つことが可能であることを証
明した。率先的なリスク管理への経緯が
企業ごとに異なる一方、その推進力は同
じである。すなわち、企業の効率、効果、
そして収益をより押し上げるため、最新
のリスク管理ツールおよび手法を使用す
るというシニアリーダーシップによる決
断である。



詳細分析

リスク管理リーダーシップ
の重要性



5 詳細分析

本調査において、半数を超えるリスク
管理リーダー（55％）が、過去 3 年間、
利益率の増加を記録している（非リー
ダーにおける該当者は 43％）。これに加
えて、リスク管理リーダーの 41％に、
過去 3 年間、10％を超える年間利益率
を達成している（非リーダーにおける該
当者は 31％）。

リスク管理をリードしている企業は、
ビジネスを危険にさらすことなく成長を
促すために、リスクを積極的に予測し、
測定し、見積もって、受容している。リ
スクツールを作成し常時更新することに
より得られる知識を活用し、彼らは、戦
略的方向性を財務目標・業務目標と調和
させることで素早く実行できる。

このような企業において、リスク選好
に関するステートメントは、取締役会に
よるレビューを受けるにとどまらない。
当該ステートメントは見直しされ、補強
され、各事業部門に落とし込まれ、企業
全体において入念に周知される。

Kennametal の前 CEO であり、CMPC 
Advisors LLC のプリンシプルで Stanley 
Black & Decker and Hubbell Inc. の現役
取締役である Carlos Cardoso 氏は、次
の通り述べている。「あなたの会社には
リスク管理の展開に実際に携わっている
人達のグループがいるかもしれない。し
かし、事業全体を通して統合されている
リスク管理プロセスを有しない限り、リ
スク対策を本当に克服したことにはなら
ない。」1%
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図 2：より高い利益率と利益率の成長を達成するリスク管理リーダー

リスク管理をリードして
いる企業は、ビジネスを
危険にさらすことなく 
成長を促すために、リス
クを積極的に予測し、測
定し、見積もって、受容
している。
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1,229 人の役員への調査から、特定の質問に対する回答に基づき、回答者の 12％をリスク管理リーダーと認定し
ている。金融サービス会社がこのグループのかなり大部分を占めるものの、調査対象の企業はほぼ全ての業界を網
羅している。リスクリーダーは、75％から 25％の利益率を持つ公開会社である。これらのリスク管理リーダーの
特徴は、以下の通り報告されている。

• リスク管理を戦略的な計画プロセスに関連付ける、完全に統合されたリスク管理戦略を有する。

• ビジネスステークホルダー（経営幹部、社外のステークホルダー、IT、事業部門）と「完全に」または「強く」
連携しているリスク管理プログラムがある。

• リスク管理ツールと手法を幅広く使用している。

どのような成果によりリスク管理リーダーは他と区別されるのか？彼らの活動成果には以下の特徴がある。

• 過去 3 年間にわたり、利益率が増加した経験がある。

• 意思決定の際、リスクがどのように相互に関連し、連続しているかについて把握し、リスクを総合的に見ている。

• 幅広い領域にわたり、自社のリスク選好を深く理解している。

• 成長のため、より多くのリスク対応アプローチを実施していると主張する。

• 市場におけるスピードの向上が重要な優先事項であるとし、迅速な対応が必要な時でも、リスク管理の関与を怠
らないと主張する。

リスク管理リーダーに必要なものとは

「リスクに対し全社的な視点を持つことは、企業に事業上の課題と
市場における機会に関して非常に明確かつ現実的な理解を与える。」 
— Dean Simone, PwC Partner and  Risk Assurance Leader 
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リスク管理リーダーは 4 つの領域にお
いて、自身を他と区別している。

1. リスク管理リーダーは、リス
クがどのようにビジネスと相互
に関連し影響を与えているかを
理解している

リスク管理リーダーは、リスクがどの
ように相互に関連し、連続しているかを
他の者よりはるかに良く理解している
と言える（リスク管理リーダーの 70％、 
非リーダーの 23％）。またリスク管理
リーダーはビジネス上の意思決定にお
いて、リスクの総合的な見解を他の者
より良く持てている（リスク管理リー
ダーの 73％、非リーダーの 27％）。

「リスクに対して全社的な視野を持つ
ことは、企業に事業上の課題と市場にお
ける機会に関して非常に明確かつ現実
的な理解を与える。」と PwC のパート
ナーで Risk Assurance リーダーの Dean 
Simone は 述 べ て い る。「 こ れ に よ り、
戦略課題に基づいたビジネス上の熟知し
た意思決定ができるようになる。」

「リスク管理とは、ただ単に企業が直
面した最初のリスクに対応し、余力がな
いからと次に発生するリスクを拒絶す
ることではない。」と GE Capital の CRO

（Chief Risk Officer）である Ryan Zanin
氏は述べている。その代わり、リスク
管理とは「企業リスクに関する見解を
持ち、企業全体ならびに重要なビジネ
スぞれぞれに対して各部門特有のリス
クプロファイルに合わせたリスク選好
ステートメントを作成することである。
これらが総合して全体的な改善につな
がる。」

73%
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36%

4%

32%

同意 どちらでもない 不同意

リスク管理
リーダー

それ以外

戦略的意思決定を行う際に、複数の領域におけるリスクに関して総合的な視点
を持つことができる。

70%

23%

22%

35%

8%

38%

リスク管理
リーダー

それ以外

企業内においてリスクがどのように相互に関連し、連続するかを把握することが
できるすることができる。

図 3：リスク管理リーダーは、リスクに対し総合的視点を持っている。

リスク管理リーダーの主な強み
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2. リスク管理リーダーは事業部
門とより連携をとっている

リスク管理リーダーの大多数（90％）
は、自身のリスク管理プログラムが企業
の戦略的計画プロセスと完全にあるいは
強く連携していると回答した。これに対
して、非リーダーにおける割合は 36％に
とどまる。上記の連携は金融サービスと
ヘルスケアセクターにおいて特に強く、 
複雑かつ厳しい規制がリスク管理プログ
ラムへの投資を促しているものと推測さ
れる。リスク管理リーダーは非リーダー
に比べ、より大規模な機能横断的な連携
を実施している。具体的には財務機能を
兼ね備えたリスク機能（リスク管理リー
ダー 97％、非リーダー 58％）、内部監査

（95％、65％）、企業コンプライアンス
（93％、55％）との連携が特に実施され
ている。同様に、リスク管理リーダーに
よるリスク管理プログラムは、戦略的計
画プロセスにおいて、より活用されてい
ると言える（リスク管理リーダーの 78％
が活用しているのに対し、非リーダーの
活用率は 38％にとどまる）。

たとえ、矢継ぎ早に事業上の意思決定
がしばしば必要とされるとしても、リ
スク管理リーダーは、意思決定プロセ
スにおいてより積極的にリスク分析に
取り組んでいる（リスク管理リーダー
の 67％、非リーダーの 43％）。「最大
のリスクは機敏性と迅速性を欠き、機
会を逃してしまうことである。」と IBM
の CRO である Luis Custodio 氏は述べ
ている。「私たちは、事業部門を減速さ
せてはいけない。ビジネスリーダーが最
も嫌がるのは煩雑な事務手続きである。

リスク管理は、ビジネスを実現し支援
する機能であると認識されている。」

この連携は重要である。これにより
リスク管理リーダーである企業の役員
は組織全体に対するリスクの影響を認
識し、迅速にまた率先して対応するこ
とができる。対応の早さと有効に機能
することにより、企業による事故を回
避し、収益性や収益拡大を後押しする
ことができる。

リスク管理リーダーの約46％は、リスク対応よりも、
リスクを見積もって備えることに多くの時間を費や
していると回答した。これに対し、非リーダーのう
ちわずか 21％が同様に回答した。
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貴社の現在のリスクマネジメントプログラムが以下のビジネス機能と
どのように連携しているか？ （非常に連携している／完全に連携している）

リーダー
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コンプライアンス

内部監査

財務

取締役

IT

図 4：リスク管理リーダーは、部門横断的な連携を発揮している。



10 Risk in review

• シナリオ計画（77％、33％）

• ストレステスト（75％、30％）

• リスクレーティング（96％、62％）

本調査の全体的な結果により、各分野
の回答者はリスクを予測するためにさま
ざまなアプローチを採用していることが
わかる。例えば、世界的金融危機および
その後の規制要件の変更の結果、金融
サービス企業は、他の分野よりもホライ
ゾンスキャニングまたは早期警戒システ
ムを設計し、リスクに対する組織的レジ
リエンスを構築することに積極的に投資
している。他の分野では、さまざまな理
由により他のツールを支持している。調
査結果によると、ヘルスケア企業が、規
制（医療保険制度改革法を含む）要件の
急増に直面しており、強化されたデュー
ディリジェンスの実施の最前線にいるこ
とも示している。「理にかなっている」と
UPMC Health Plan の CFO で あ る Scott 
Lammie 氏は述べている。「ヘルスケアの
併合と統合が今後 10 年間に急速なペース
で起こる。全ての主要市場では最終的に、
2 つまたは 3 つの統合されたヘルスケア・

3. リスク管理リーダーは、リス
クを予測し、対処するために、
より高度な手法を用いている

リスク管理リーダーの業務上の行動は、
彼らのアプローチがどのようにより大きな
結果をもたらすことができるかについて、
示している。例えば、リスク管理リーダー
の 46％は、リスク対応よりもリスクを見
積もって備えることに多くの時間を費やし
ていると回答した（非リーダーはわずか
21％）。また、リスク管理リーダーは、よ
り効果的な分析を行うためにさまざまな
ツールを現在利用し、今後も利用し続け
る予定であると述べている。このような
手法のチェックリストには以下の事項が
含まれる。

• 新興リスクの特定と予測（リスク管理
リーダー 96％、非リーダー 59％）

• リスクに対する組織的レジリエンス
の構築（88％、42％）

• ホライゾンスキャニングまたは早期
警告指標（81％、33％）

• 重要なリスク指標を用いたモニタリ
ング（80％、27％）

デリバリー・システムによって供給され
る。」一方で、消費・製造・サービス企業は、
他の分野より、環境、健康、そして安全
に関する監査を実施する傾向にある。

企業が新興国市場と先進国市場のどち
らに拠点を置いているかという点も、リ
スク管理へのアプローチに影響を与える。
例えば先進国の企業は、新興国市場の企
業より頻繁にリスクを認識、予測すると
している（先進国企業の 68％、新興国企
業の 56％）。

金融サービス企業と先進国市場に拠点
を置く企業は、リスク管理ツールの全体
的な使用において最先端にある。一方で、
企業の規模、拠点、または分野を問わず、
全ての企業において、高度なリスク管理
戦略はパフォーマンス向上を可能にする
ことも明白である。
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現在利用しており、
今後も利用予定 

現在利用はないが、
今後利用予定

現在利用はなく、
今後も利用予定なし

外部リスクを管理する下記の手法のうち、現在利用している、または今後18カ月以内に
利用予定のあるものは？

（注）FS：金融サービス、CIPS：消費・製造・サービス、TICE：テクノロジー・情報・通信・エンターテインメント、
HC：ヘルスケア、Gov’t：公共機関

65%17% 6%

合計 FS CIPS
新興リスクの特定と予測

ホライゾンスキャニングまたは早期警告指標

リスクに対する組織的レジリエンスの構築

TICE HC Gov’t

41%25%16%

合計 FS CIPS TICE HC Gov’t

50%21% 10%

71%15% 5%

52%23%11%

58%19% 7%

61%19% 7%

36%26%18%

44%24% 12%

64%16% 7%

31%26%22%

44%19% 17%

71%10% 5%

33%24%19%

51%14% 13%

60%21% 5%

48%28% 9%

45%29% 5%

合計 FS CIPS TICE HC Gov’t

図 5：金融サービス企業は、リスク管理ツールの利用をリードしている。
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利益・ボラティリティリスク（27％、
20％）、文化・インセンティブリスク

（27％、20％）

「各ビジネスリスクが、どのように他の
ビジネスリスクに影響を与えるか分析し、
評価することは、全体的かつ正確なリス
ク管理の観点から重要なステップである。」
と PwC の Performance Governance, Risk 
and Compliance リーダーの Brian Schwartz
は述べている。「企業は、一般的に、上位
10 位または 20 位の重要なビジネスリス
クを取締役会レベルで追いかけている。企
業は明らかに、より多くのリスクを列挙し

4. リスク管理リーダーは自社の
リスク選好を戦略的に理解して
おり、リスクをあえて負う意思
がある

リスク管理リーダーは、調査対象と
なった 12 の領域中 10 領域において「高
い」または「非常に高い」リスク選好が
あると明言している。リスク選考の差異
は、次のリスクの受け入れに関して最も
顕著である。財務リスク（リスク管理リー
ダーの 31％、非リーダーの 21％）、多様
化・集中リスク（35％、26％）、規制・
コンプライアンスリスク（20％、13％）、

ているので、リスクのインターコネクティ
ビティ分析を実施し、他のどのような脅威
がこれらの重要リスクに影響を与え、ま
たは触媒作用を引き起こすかについて理
解することは、経営陣と取締役会メンバー
の手助けになる。例えば、リスクナンバー
28 が発生した場合、リスクナンバー 4 の
発生が引き起こされるのか？」

企業が負うリスクの総額を決めるため
組織的にレビューを実施すること ― そ
して、全ての事業部門が限度を把握して
いること ― は、リスク管理リーダーシッ
プの中心的教義であり続けている。調査
の結果、リスク管理リーダーの 68％が、
良く周知、理解された組織のリスク選好
ステートメントがあると回答している

（非リーダーにおける割合は 20％）。

上記結果は、全体的に、リスク管理リー
ダーが非リーダーと比較してリスク管理
に関して大いに自信を持っている理由を
良く説明している。これは、リスク管理
リーダーにより大きなリスク（例えば、
財務、利益またはボラティリティに関す
るリスク）を負う意思のある領域におい
ても同様である。当然、リスク管理プロ
グラムに自信を持つことは、マネージャー
の判断力を向上させることになる。効率
的で自信を持った意思決定は、急速に進
化するビジネス環境において、企業がよ
り効果的に競争を勝ち抜く手助けとなる。

おそらく最も重要なことであるが、
リスク管理リーダーは、成長のために
リスク対応アプローチをますます導入
し、リスクと機会の双方を調査するこ
とで彼らがどこに注力すべきかを理解
できると主張している（リスク管理リー
ダーの 88％、非リーダーの 32％）。

選択したリスクファクターに対して、どの程度効果的にリスク管理しているか？

非常に／とても効果的 いくらか効果的 ほとんど／あまり効果的でない

規制・コンプライアンスリスク 人材リスク

テクノロジーリスク ブランド／風評リスク

リスク管理
リーダー それ以外

90%

9% 1%

64%

24%

9%

リーダー

67%

27%

5%

47%

26%
23%

リーダー

68%

28%
4%

34%

44%

19%

リーダー

86%

10%2%

51%
35%

9%

財務リスク 利益・ボラティリティリスク

リーダー

93%

5%1%

72%

21%

4%

リーダー

83%

11%
3%

28%
52%

8%

それ以外

それ以外

それ以外

それ以外

それ以外

リスク管理

リスク管理 リスク管理

リスク管理 リスク管理

図 6：リスク管理リーダーは、リスク管理に関してより自信を持っている。
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分析とビックデータの力によって、急速に変化するビジネスの世界で、タイムリーに委員会の関心を引くよう、 
正しいデータ－それから正しいデータ量－を認識するという課題に、多くのリスク担当役員がいまだ直面している。

「取締役会メンバーにとって本当に重要なことと『知っておいた方が良いこと』あるいは与えておいた方が良いこと
を整理することが、一つの挑戦である。」と The World Bank Group の CRO である　Lakshmi Shyam-Sunder 氏は述
べている。また、「大切なことは、何が重要であるかを理解するために、彼らと継続的にコミュニケーションをとる
ことである。」とも述べている。Fannie Mae の CRO である John Nichols 氏は、情報過多が取締役会に不利益を及ぼ
すことを知っている。「より多くのデータと情報を提供することが取締役会に貢献していると思っても、彼らにとっ
て優先すべき情報の選別をより困難にしているのが実態である。」

PwC のプリンシパルで Risk and Compliance Systems and Analytics リーダーの John Sabatini は言う。「役員は、デー
タの力を知っている。しかし実際見られるのは、彼らがデータに圧倒されている姿である。」「長年、統制手続の設
定によりリスクを回避できると考えられてきた。しかし、統制手続だけでは必要な詳細情報を取得できず、多くの
場合、統制手続を無効化する回避策がある。」

データ分析において、事実は事実である。「データを取得する場合、真実を見極めるため透明性を高める必要が 
ある。」と Sabatini は述べている。新しい分析システムは、強力な洞察を行うために異なるデータを総合する作業の
手助けとなる。「私たちはこれから、10 年前に不可能であったことを実現できる。」と Sabatini は述べている。「私
たちは、複数のデータウェアハウスを活用することによって、ビジネスの仮定を分析して検証するために、体系化
されているデータ・体系化されていないデータの双方や、外部の情報源を持ち込んでいる。これはより良い意思決
定を可能にする。」

重要なことは、システムとプロセスを策定し、そこでなされる洞察が最上位の意思決定者により継続的にモニタリ
ングされて処理されるようにすることである。Sabatini は三段階のアプローチを提案している。

監視システム：取引リスク、汚職、不正など、特定の分野に集中するシステムがある。「私たちは、特
定の分野において、全ての取引を確認するモデルを設定し、環境をモニタリングして、不正に当ては
まる行為や統制手続とプロセスの妨げになる行為を識別する。」と Sabatini は述べている。

ヒートマップとダッシュボード：これらは、取締役会メンバーと経営者による企業の主要なリスク管理指
標の定期的レビューを可能にするツールである。このようなリスク管理指標には、マネーロンダリング 
対策から過度の手数料出費追跡まで、企業の主要課題である限り幅広いものを含んでいる。

アドホック分析：「市場の変化に応じて自社のデータを検証する能力が求められる。」と Sabatini は述べ
ている。「例えば、新しいダッシュボードを作成する必要があるかもしれない。」アドホック分析は、現
在の監視システムとダッシュボードを適切に維持するためのインキュベータのような役割を果たす。

経営陣がこれらのツールを利用した場合その成果は強力である。「データの複雑さを軽減し、自社のビジネス強化の
手助けとなる方策に着手できる。」と Sabatini は述べている。「そして、それは成長につながる。」

データに埋もれて圧倒されないように、正しいツールを使用する
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固 有 の サ イ バ ー リ ス ク が 存 在 す る。」
と同意している。「HIPAA（医療保険
の 相 互 運 用 性 と 説 明 責 任 に 関 す る 法
律 Health Insurance Portability and 
Accountability Act）に関する個人情
報の問題や ID の窃盗に関して考慮す
べき事項がある。私たちは、常にサイ
バー攻撃危険にさらされている。」

外部委託ベンダーは、重要データが
安全に保管されていていることをクラ
イアントに保証するため、報告手法を
標準化する必要がある。「SOC（Service 
Organization Controls）レポートの利用
により、コンプライアンス費用を大幅に
削減し、透明性を向上できる。」と PwC 
パートナーで Risk Assurance Third Party 
Assurance リーダーの Todd Bialick は述

今日のマクロ経済は、不確実性により全
体像が把握しづらい状況にある。企業が、
革新的であるが比較的安定しない外部委託
ベンダー、契約者および下請業者を雇うこ
とにより、第三者リスクは増加している。
金融やヘルスケアにおける新規制は、コン
プライアンスニーズを新たに生み出してい
る。金融犯罪はより精巧なものになりつつ
あり、最近ではハッカーが複数の国にお
いて ATM ネットワークのセキュリティを
破ったと報告された。一方で、テクノロジー
は光の速さで発展している。ここ 10 年未
満の間でスマートフォンが一般に普及し、
自動運転スマートカーの第一世代まで発展
した。新しいテクノロジーが従来のビジネ
スモデルを崩壊させ、企業は快適帯を越え、
事業を多様化して、他の分野へ集中するよ
うになっている。しかし、これらの移行を
成功させるために、企業はテクノロジー変
化のペース、その影響やリスクに関する深
い理解から取り組む必要がある。

この環境において、率先的なリスク
管理の必要性はより顕著になった。ク
ラウドに基づくソリューションの増加
により、「データとプロセスは、企業
の伝統的な統制手続の領域外へ移動し
て い る。」 と PwC パ ー ト ナ ー で Risk 
Assurance Cyber security and Privacy 
Strategy リーダーの Grant Waterfall は
述べている。重要なデータが、伝統的
な IT 部門の垣根を越えさまざまなベン
ダーや第三者契約者へとまとめて移行
している中、「企業が最も重要なデータ
と知的財産をどのように守っているの
か全く異なるアプローチで取り組むべ
きである。」

UPMC Health Plan の Scott Lammie
氏 は、「 ヘ ル ス ケ ア プ ロ バ イ ダ ー と
し て、 私 た ち の 行 動 全 て に お い て 

べている。「最も優れた企業は、最も多
くの情報を共有している。その情報共有
はポジティブな情報にとどまらず、直面
しているネガティブな情報やその対応方
法も含んでいる。」また「正しいツール
を使うことで、企業はクライアントと信
頼関係を築き透明性を確保することを可
能にする。」と付け加えている。

PwCの第18回世界CEO意識調査（2015
年発行）によると、大手の小売業者や健
康保険会社でデータ破壊の被害にあう事
件が相次いで発生したことにより、昨年
サイバーセキュリティーに関する懸念が
米国の CEO の間で急増した。調査回答者
のうち「非常に」懸念していると回答し
た者の数は、1 年前の 22％から 45％へ
急上昇した。

下記外的要因のうち、貴社の事業パフォーマンスや成長計画にとって最も大きなリスク
および脅威をもたらす外部要因は、以下のうちどれか？

世界的な経済変化と
経済不安

規制の複雑性 

データセキュリティと
プライバシー 

コスト圧力

政府の政策変更

人材調達

風評リスク

新興テクノロジーリスク

地政学的状況
と社会不安

ブラックスワンイベント

77%

74%

69%

66%

59%

58%

53%

44%

41%

69%

マクロな課題 市場に関する課題

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 7：規制の複雑性はリスクリストの上位に位置する。

重要性の根拠：リスク管理は、パフォーマンス向上にとって極めて
重要である。
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「デジタル規制は、今まで決して起こ
らなかったような変化を遂げつつある。」
と PwC の Panson は述べている。「規制
当局はより真剣に取り組んでいる。ビジ
ネスのチャレンジは自国政府からもたら
されるものではない。それは、プライバ
シー、サイバーセキュリティ、レジリエ
ンス、そして重要なテクノロジープラッ
トホームを対象としたグローバル規制の
新興網に対処することである。特に、企
業が米国と欧州連合でビジネスを行う場
合、企業にとって多くの複雑な状況を生
み出すことになる。」

「新たなシステムを設計する時、企業
は潜在的なリスクについて検討する必
要がある。」と PwC パートナーで Risk 
Assurance Cybersecurity and Privacy 
リーダーのShawn Pansonは述べている。

「企業が置かれた環境全体の端から端ま
で検討し、自社の統制環境を、周囲では
なく統制対象外である新たな世界に位置
付けることが必要である。リーディング
カンパニーは、セキュリティとデータ保
護を強化することが付加価値を生み、ビ
ジネスを可能にすることをますます認識
している。」

分野横断的に、回答者の約 4 分の 3 が、
著しくあるいは適度にリスクが増加して
いることに同意している。回答者の約
77％は、規制の複雑性をマクロ要因によ
るチャレンジの第 1 位に挙げている。そ
して、政府の政策変更（69％）と世界
的な経済変化と経済不安（59％）がそ
れに続いている。データセキュリティ
とプライバシー（74％）、コスト圧力

（69％）、人材調達（66％）は、市場要
因によるチャレンジのトップ 3 に選ば
れている。しかし、回答者は、風評リス
ク（58％）と新興テクノロジーリスク

（53％）についても、重要な懸念項目に
挙げている。

このような脅威があるものの、強固な
リスク管理プログラムを活用する能力に
よって、企業は最大の落とし穴を回避し、
収益性やパフォーマンスの向上を促すこ
とができる。最終目標は、全社的なリス
クレジリエンスを生み出すために、戦略、
企業リスク、事業継続性システムを調整
することである。「リスクについて全社規
模の視点を持つことは価値を創造する。」
と PwC の Brian Schwartz は述べている。

「レジリエンシーのより高い事業戦略に
よって、企業は欠点を最小限に抑えつつ
競争上の優位性を得るための機会を活用
することができる。」

戦略

ERM

事業継続性

リスク
レジリエンシー

図 8：リスクレジリエンス
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PwC の第 18 回世界 CEO 意識調査によ
れば、企業のリーダーは今日の環境にお
ける脅威と機会を等しく認識していると
報告している。「CEO を対象に調査した
ところ、59％の CEO が 3 年前に比べて
より大きなリスクを今年予測しているこ
とが分かった。」と PwC の Global Risk 
Consulting リ ー ダ ー で あ る Dennis L. 
Chesley は述べている。「しかし CEO の

新たなリスクの存在にかかわらず、世
界の大部分において実質経済成長を遂げて
いる。Oxford Economics は最近、2015 年
のグローバル成長予測を 2.9％に更新した
結果、昨年の 2.6％より増加した。「Oxford 
Economics, World Economic Prospects: Oil 
Price Slump Boosts Growth Forecasts （2015
年 1 月）」石油価格の下落は、世界の一部
においてより大きな不確実性を引き起こし
たが、世界の消費者には利益をもたらした。

61％が、より多くの機会が存在すると信
じていることも分かった。これは、企業
が存続し進化を続けるため、競争環境を
前に大きな転換を生かし、リスクを予測
するため周囲に気を配り、バックエンド
を強化して混乱に対応できるように組織
全体を備える必要がある。」

記録的な低金利、高い流動性、信用スプレッドの縮小が見られる世界において、GE Capital は、危険が高まってい
る世界を航行するために俊敏性を高めなければならない。GE Capital の CRO である Ryan Zanin 氏は、自社のリス
ク管理を助ける手段として、ストレステストとシナリオ分析を重視している。

包括的なリスク分析フレームワークを構築することによって、GE Capital は「自社のリスクプロファイルにおいて
点と点をつなげることができる。すなわち『金を貸し、回収した』という単なる認識にとどまらず、今日並びに将
来想定されるさまざまなシナリオにおいて企業に影響を与え得る各重要リスクを理解することができる。」

「リスクマネージャーとして私たちは、仮定に基づいては確実な計画を立てられない。」と Zanin 氏は述べている。
また、彼は自社で使用している反復プロセスについて説明している。「成果の範囲を理解し、定期的に仮説を検証す
る必要がある。また、管理できない事象に対しても何とかやっていける手段を有しているかどうかを確認する必要
がある。私たちは仮説を展開し、テストを行い、リスクの結果何が起こるかについて理解すべきである。これらの
認識を誤ると、企業は不当なリスクにさらされかねない。」

さらに GE は、取締役会レベルでリスク選好ステートメントを作成しているが、その後、大きな事業部門については
個別に追加的なステートメントを作成している。これは幅広く全社的なリスク選好を扱っているが、各事業部門の
事業の特性に合わせて作成したものである。Zanin 氏は、リスク選好を周知して、企業全体にリスクに対する意識を
組み込むことが重要であると述べている。

「リスク管理は皆の仕事であることを、私たち全員が理解しなければならない。」と Zanin 氏は加える。「これは、全
社的な努力である。リスク管理は、独立したリスク管理組織の努力の成果よりも幅広いものである。リスク管理が
組織に属する各自の責任であることを、組織の全員が理解しているかどうか確認しなければならない。リスク管理
プログラムには権限があり、自立している。リスク管理は挑戦しなければならないものであるが、リスクの結果や
組織のために行うリスク管理の成果を全て吸い上げるためにある訳ではない。」

ケーススタディ：リスク管理に関する GE Capital の見解

リスクと機会の世界：コインの表と裏
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調査した役員の大部分は、現在の環
境における将来見通しに関して非常に
楽観的であり、機会を得るため、さま
ざまな活動を遂行している。回答者の 4
分の 3 以上（76％）は、今後 2 年間で
収益の成長を見込んでおり、回答者の
45％は、収益の 5％以上の成長を見込
んでいる。ヘルスケアとテクノロジー・
情 報・ 通 信・ エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト

（TICE）は最も強気の分野で、83％が
今後 2 年間の収益成長を予測している。
中小規模の企業も上昇傾向にあり、今
後 2 年間で 10％の収益成長を見込むと
26％が回答している。このように回答
した企業が 14％にとどまる大企業と比
較し、中小規模の企業は収益の成長に
最も確信をもっているといえる。

収益の成長を遂げるため、回答者の約
56％は、マーケティングと販売活動の促
進を考えており、同様に 56％が新製品
とサービスの開発を考えている。現在の
ヘルスケア業界を揺るがす変動を考慮す
ると、ヘルスケア業界の回答者の 71％

（他の業界と比較してはるかに多い）が、
マーケティングと販売活動の促進を考え
ている現状も意外ではないだろう。対照
的に、テクノロジー企業は、新しいテク
ノロジーの導入や市場への対応スピード
の向上に注力している。

以下の中から、貴社が実施している戦略的イニシアチブを選択してください。

新しい人口統計マーケット
セグメントへの参入

新製品とサービスの開発

マーケティングと販売
活動の促進

新しい地域マーケット
セグメントへの参入

イノベーションに
より重点を置く

新しいテクノロジーの導入

M&A

価格戦略の再考 

ビジネスモデルの再編成

変化に対してよりよく適応できる
ように組織構造を変革する

56%

56%

54%

48%

47%

43%

35%

35%

31%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

図 9：企業が成長を促すために実施していることは？

収益成長を追求する企業のとる措置は、一般的に
リスクを増加させる。
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記のビジネスの業務リーダー達と常に電
話で連絡を取り合って協働している。そ
れは、彼らが個別に直面する最も重要な
リスクとUAグループが世界規模でフィッ
トネス業界のリーダーとして直面するリ
スクを認識して管理するためである。私
たちは彼らと常にコミュニケーションを
取っているのである。」

PwC パートナーで Internal Audit リー
ダーの Jason Pett は、合併の際にリスク
管理と戦略計画を関連付けることの重要
性を強調している。「買収を進めようと
していたクライアントがいた。財務面と
業務面の指標を見る限り全てが買収を進
めるべきであることを指し示していた。
しかし、第 3 ディフェンスラインであ
る内部監査は、対象企業の評価において
経営陣側に立っており、文化面とコンプ
ライアンス面のリスクにおいていくつか
の問題を認識し、最終的に買収を断念し
た。」結局、断念した判断は正しかった。

「この計画を進めれば、コンプライアンス
とリスクに関する問題を解決する費用は、
買収による投資収益を上回っていたであ
ろう。」と Jason Pett は言う。

同様に、新製品または革新的なサービ
スを開発して展開する話し合いにリスク
マネージャーを含めないことは、深刻な
結果を引き起こしかねない。製品がます
ます高性能かつ関連している昨今はなお
さらである。「突如テクノロジー企業と
して再分類される企業世代がいる。」と
PwC の Grant Waterfall は述べている。

「危険な点としては、これらのうち多く
の企業がリスク管理について考えること
に慣れておらず、製品やサービスの開発
を必ずしも最も賢い方法で行っていない
ことである。」当該問題は、テクノロジー
の範囲を超えて拡大している。例えば、

収益成長を追求する企業の取る措置は、
一般的にリスクを増加させる。取引の目
的が多角化戦略あるいは成長戦略のどち
らであるかにかかわらず、M&A におい
てこの事実は顕著である。Archer Daniels 
Midland の CFO である Ray Young 氏は次
のように述べている。「大型買収は、管理
すべき戦略的リスクのうち最大のもので
ある。適切な相手を選んでいるか、正し
い企業評価をしているか、タイミングは
適切か、あるいは適当な経営統合をして
いるか、といったことである。」

ディールに備えるカルチャーを作るこ
とは、M&A を支援する手助けとなる。こ
れによって、企業が自身のリスク管理、
統制手続やコンプライアンスの基盤を厳
しく調査する際に、業務上フィットして
いて統合を成功に導けるかどうかを確か
めやすくなる。これは、無機質な成長を
支援するリスクレジリエンシープログラ
ムを構築する一面である。

高機能スポーツアパレル会社の Under 
Armour は、最近行った 2 件の買収に伴う
統合プロセスの最中にある。テキサス州
オースティンに拠点を置くMapMyFitness
の既存のビジネスと、買収したカリフォ
ルニア州サンフランシスコに拠点を置く
MyFitnessPal、デンマークのコペンハー
ゲンに拠点を置く Endomondo との統合。
これらの資産は、ユーザーがフィットネ
スと健康に関する個人データを追跡し、
フィットネス好きな国際社会と経験を共
有する手助けとなる。Under Armour の
Global Risk & Compliance 部 門 の Senior 
Director である Jonathan Schwartz 氏は、
彼 の チ ー ム の 目 標 は Under Armour の
CFO の強い支援のもと、上記のビジネス
をできる限り有効に統合する支援を行う
ことである、と述べている。「私たちは上

企業がさまざまなグローバル市場で活動
している時、異なるルール、規制、ある
いは商品表示を十分に理解して対処でき
なかった場合、多額の費用が発生するこ
とになる。

新製品の展開とは異なり、ビジネス
サイクルは必ずしも予測できるもので
はない。リスクを予測できるように常
に調整されているフレームワークを開
発したことにより、リスクレジリエン
トな企業は、景気が悪化した際により
良い立場に付くことができ、経済が好
転した際には成長の機会をつかむ準備
ができている。GE Capital の Ryan Zanin
氏が説明するように、「私たちは、問題を
解明して対処することを恐れていない。
企業も経済もサイクルがあって、不景
気を生き延びて難局を切り抜ける準備
をしておくべきであることを私たちは
理解している。人々が困難な状況で選
んだことが実際にリスクがないかどう
か理解しているかを確かめることは私
たちの仕事の一部である。もし、あな
たの会社が正しいリスクフレームワー
クを作成し、透明性を促進し、強い専
門領域、正常な文化そして強固なガバ
ナンスが整っているのなら、その判断
はしっかりしたものになる。」

金融危機の直後において、The World 
Bank Group の CRO である Lakshmi Shyam-
Sunder 氏は、機関のリスク文化が、クラ
イアントサービスにおいて利点となり得
ることに実際気付いていた。銀行が未開
拓市場により大規模な投資を行う傾向に
あり、ますます不確実な経済的・地政学
的な環境に直面するにつれ、全体的なリ
スク管理システムを作り上げることは、
より重要なイニシアチブになる。
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企業の役員とマネージャーは、リスクの専門家よりも企業の前途に関して、はるかに楽観視しているように見える。
例えば、本調査における、企業がどれ程良くリスクを予測できているかという質問に対し、経営者と取締役会メンバー
の 72％が「非常に良く」または、「良く」予測できていると回答しているのに対して、リスク担当役員のうち同様に
回答した者は 57％にとどまっている。加えて、役員の 61％がリスクを負担する場合には戦略的計画機能と良く連携
できていると回答する一方で、リスク担当役員のわずか 49％が、同じ質問に対し肯定的であった。当該ギャップは
外部ステークホルダーとの連携に関する質問について見るとさらに拡大する。役員の 41％がリスクプロファイルは
連携していると考えているのに対して、同様の質問に肯定的に回答したリスク担当役員はわずか 29％にとどまる。

これは経営陣と日々分析を行っている者との間の重大な不一致を表していると言う者もいる。しかし多くのリスク
担当役員が、それが単に人間の性質の違いであると考えている。

「リスクに携わっている者として、私たちは職業上疑い深く、物事の悪い面にばかり目が行く。」と、Fannie Mae の
CRO である John Nichols 氏は述べている。「経営者と取締役会メンバーには、より楽観的になる役割がある。彼らは、
自分たちが実行したことが完璧であると信じたい。リスク担当役員の役割は、悲観的な面と楽観的な面の両方を持
ち合わせることである。」

「あなたが、彼らの前向きな視点を妨げるものを取り上げ始めると、それが必ずしも彼らの聞きたいメッセージであ
るとは限らないため、元来の会話に集中し続けるために別途特別な会議を設ける必要がある。」と Nichols 氏は述べ
ている。

リスク担当役員にとっての課題は「否定的な情報を割り引いて考える傾向のある取締役会メンバーが注意を払って
くれるように情報を提供すること」にあると、Nichols 氏は述べている。これは、信頼性が高く的確な主張をするた
めに重要である、とも加えている。

リスク担当役員と取締役会メンバーとでは、リスクの世界をどのように 
違って見ているか

しかし、本調査の結果、一部の企業で
はリスク選好とリスク管理との適切なバ
ランスを取れていないかもしれないこと
を示している。急速な拡大と積極的な
成長に集中しているものの、強固なリ
スク管理プログラムが欠如しているこ
とから、これらの企業は間違いを犯し
やすいままである。彼らは契約者、サプ
ライヤーおよびベンダーの能力を適切に
扱うことが実際できず、まるで外部委託
パートナーに全てを任せてしまうような
決断を実施しかねない。企業はしばしば
迅速に対応する必要がある一方で、時々、

「彼らはあまりにも早く対応してしまう
こともある。」と PwC の Brian Schwartz
は第三者に対するリスク管理のたとえ話

を引き合いに出すことがある。いくつか
の企業は「既に十分な統制手続が確立
している分野において、第三者に多く
の信頼を寄せ過ぎることがある。」とも
指摘する。なお、セキュリティ違反を犯
した場合にかかる費用は、企業全体の価

値を上回りかねない。「リスクを管理す
るには時間がかかる。人材が必要な場合
お金がかかるが、長期的に見ると、企業
にとって最終的には大きなコスト節約を
もたらすことができる。」と彼は述べて
いる。

「企業も経済もサイクルがあって、不景気を生き
延びて難局を切り抜ける準備をしておくべきであ
ることを私たちは理解している。」 
— Ryan Zanin, Chief Risk Officer, GE Capital



ビジネスへの提言

リスク管理プログラム
のリーダーシップに向
けた 5 つのステップ
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リスクはいかなるビジネスにおいても
不可避であるが、リスクによって損害を
被るかどうかは、そのリスクに十分備え
があればその限りではない。リスク管理
プログラムを利用し、リスク事象を十分
に予測・準備し、受け入れ可能なリスク
であるか分析し、最終的により高い収益
を生み出して企業全体のパフォーマンス
向上につながるようなアプローチで対応
することが重要である。

「強固なリスク管理プログラムは、組
織の情報に基づいたビジネス上の判断
を行うためのツールを提供する。」と
PwC パートナーで Risk Assurance リー
ダーの Dean Simone は述べている。「取
締役会が、より効果的に監督責任を遂
行し、経営者に新興リスクの影響を測
る能力を与え、企業が明確に定義され
たリスク選好フレームワークに対して
リスクを集約できるようにしている。」
効果的なリスク管理を構築するには投
資が必要であるが、将来にわたって稼
得される利益から得られる潜在的な見
返りや競争優位性は莫大なものである
と Simone は述べている。

戦略は企業ごとに当然変化するが、優
れたリスク管理プログラムの CRO と会
話した結果、いくつかの重要なアクショ
ンポイントが明らかにされた。

1. リスク選好フレームワークの
構築とリスクの総合的な視点を
持つ

経営陣と取締役会から同意を得てい
るリスク選好フレームワークを開発す
ることは、トップの極めて重要な姿勢
を示すことになる。効果的なコミュニ
ケーションは、下層へのメッセージ伝
達を助け、定義されたリスク許容度と
限度そして日々の業務で果たすべき個
人の責務を広く認めてもらうことを助
長する。明確に定義されたリスク選好
フレームワークを有することにより、
企業は戦略的決定をリスクの観点から
素早く実施することが可能になり、受
け入れ可能で合意されたリスクレベル
であると把握した上で、より的確なビ
ジネス判断を行えるようになる。

企業は、複数のリスクのレンズを用い
てビジネスの景色を見る能力も要する。
例えば、規制遵守、テクノロジー、オペ
レーション、文化、ブランド、そして製
品ポートフォリオのリスクである。企業
のリスク選好に対して全体的な評価をテ
ストすることは、どのリスクを負い、ど
のリスクを回避すべきか判断する自信を
含め、いくつもの利益をもたらす。

• リスク選好を明確に定義して、取締
役会と経営陣から合意を得て、事業
にそれを落とし込んだか？事業部門
は合意したか？ビジネス上の意思決
定を評価するため、リスク選好フレー
ムワークを使用しているか？

• 変化する企業のリスクプロファイルを
理解するために、確立したリスク選好
フレームワークに対し、企業全体のリ
スクを定期的に集約しているか？

2. ダッシュボードと共通の GRC
テクノロジープラットホームを
通した重要なビジネスリスクの
モニタリング

データを意味のあるものに変換するこ
とは、役員がリスク選好ステートメント
に対してビジネス上の重要なリスクをモ
ニタリングして、リアルタイムもしくは
ほぼリアルタイムに傾向を把握する一助
となる。手始めに、企業における全ての
リスク、コンプライアンス機能を確認す
ることは、共通のガバナンス、リスク、
コンプライアンス（GRC）テクノロジー
プラットホームを活用することになる。
当該プラットホームは企業全体で一貫し
たモニタリングおよび報告を促進する。

• 社内のどのプロセスが、データ分析と
ダッシュボードが提供できるより高い
透明性から利益を得るか？

• 一般的な GRC ツール、または複数の
ツールを使用しているか？
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ていることを確認する必要がある。サー
ビスプロバイダーは一方で、プロセス
と事業継続計画に透明性を取り込む必要
がある。同時に、複雑で進化しているテ
クノロジーは、至る所でビジネスモデル
を破綻させている。企業は、サイバー 
セ キ ュ リ テ ィ 問 題、 プ ラ イ バ シ ー、 
システム統合イニシアチブを含む関連
して組み合わさった課題に対応できる
リスク管理プログラムの構築を優先さ
せなければならない。

3. 第三者リスクやデジタルフロン
ティアなどの、拡大していて新し
く生じているビジネスリスクに関
するプログラムを構築する

証明なしで、第三者のサービスプロバ
イダーが理にかなった統制手続を構築し、
良いセキュリティを提供し、規制要件に
対応できるという保証はない。第三者と
取引している企業は、彼らのサービスプ
ロバイダーには、ビジネスを遅らせるこ
となくリスクを減らす正常な環境が整っ

• 最後にいつベンダーと外部委託プロバ
イダーのリスク評価を実施したか？

• クラウドコンピューティング、ビッ
グデータ、モノのインターネット化

（IoT）、そして他のデジタルイニシア
チブと関係している潜在的リスクを
十分に検討したか？

図 10：ERM 評価の総合的なフレームワーク

リスク棚卸 リスク測定 統合 資本政策 パフォーマンス測定 統制指標
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PwCは、ERMの実務を評価する際に、総合的なフレームワークを用いることを提案する。
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4. 第 2 と第 3 ディフェンスラ
インを継続的に強化する

リスク管理、コンプライアンスおよ
び内部監査は、リスクに対する防御に
おける経営陣のバックアップである。
第 2 ディフェンスラインに含まれるリ
スク、コンプライアンス機能では、重
要なビジネスリスクを識別し、評価し、
モニタリングするために、良く検討さ
れたアプローチをビジネスにおいて実
施することに集中すべきである。第 2
ディフェンスラインは経営管理リスク
に責任を持つべきではない。なぜなら、
それらのリスクが存在しているのは第 1
ディフェンスラインであり、彼らが責
任を負うべきだからである。第 2 ディ
フェンスラインは、進化する企業の期
待に応え続けるために、全体的なリス
ク管理プログラムを継続的に強化すべ
きである。一方で、強力な内部監査機
能は、その客観的な立場や、第2ディフェ
ンスラインと連携できる点、そしてビ

ジネスの優先事項を理解して連携でき
る強みを通して、全体的なリスク管理
フレームワークに付加価値をもたらす
ことができる。

• 3 つのディフェンスラインは、明確
に定義され完全に統合され、そして、
全体的なリスク管理フレームワーク
の下で連携しているか？

• リスク管理プログラムの成熟度レベ
ルは、企業のリスクプロファイルに
完全に沿っているか？

5. 内部の能力ギャップを縮める
リスク管理プロバイダーである
パートナー

企業にとって、あらゆる点でリスク管
理プログラムを常に独力で管理し、ま
た強化することは簡単なことではない。
パートナーシップを使うことによって、
専門知識を活用して、リスクが生じる原
因となる能力ギャップがある領域をてこ

入れすることができる。Under Armour
の Jonathan Schwartz 氏は、「わが社は
年間 25％超の非常に速いペースで成長
している。それは、私たちが、自社のリ
スクプロファイルを世界的に管理する手
助けとなって、リスク管理プロセスが、
私たちのビジネス同様に革新的で戦略的
であるかどうかを確かめてくれるような
本当に良い外部パートナーが必要である
ことを意味する。」企業のリスクプロファ
イルが絶えず変化することに伴い、企
業は、その変化に対応できるようなリ
スク管理プログラムを作るための支援
が必要である。

• 能力ギャップの有無を確認するため
に、企業のリスク管理構造全体を通
して能力評価を実施しているか？

• 自社のリスクプロファイルと先進的
な業界実務に照らして、リスク管理
プログラムの現状を独立的に評価す
るために、リスク管理サービスプロ
バイダーを雇ったことがあるか？

全 て は、1 つ の 重 要 な 質 問 に 要 約 さ れ る 
今日の不確実な環境において、リスクを予測して管理し、競合優
位性を確立するために活用し、より良い最終結果へとビジネスを
導くために必要である強力なツールとレジリエントなプロセスを
導入しているか？ ?
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