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ERM活用の実務対応マニュアル

1 リスクの把握と評価

（1）リスクの定義

多くの企業では、リスク管理を担う組織として、リスク管理
部門やリスク管理委員会といった組織を設けています。しか
し、管理対象である「リスク」の定義が十分ではなく、組織内
の個々人が「リスク」に対して異なる考えをもっている状況が
散見されます。特に、日本企業では「リスク」を「マイナスの
影響を与える事象」という旧来の ERMのフレームワークの定
義に従って捉える傾向があります。一方、欧米では「リスク」
を「不確実性」と捉えることが多く、リスクマネジメントを「事
業戦略およびビジネス目標の達成を阻害する影響を及ぼす
事象が生じる可能性」を適切に管理するという改訂後の
ERMフレームワークに従って考えている傾向があります。そ
のため、リスクマネジメントを全社的に導入する際には、日
本人と海外のメンバーとの間でコミュニケーションギャップ
が生じることがあります。そのため、ERMの導入に際しては

「リスク」とは何かという点をプロジェクトの初めの段階で定
義することが望まれます。今後、ERMの導入またはさらなる
推進に際しては、新しい ERMフレームワークにおける定義
を活用することで、共通認識をもちやすくなるとともに、事
業戦略およびビジネス目標を意識したより効果的なリスク管
理の枠組みを作ることができると考えられます。また、実務
的にはどのようなリスクを ERMの枠組みの中で管理するか
について検討することで、その後のリスク評価やリスクオー
ナーの決定、リスク低減策の検討を効果的かつ効率的に進
めやすくなります。

（2）リスク把握の手法

リスクを定義した後、リスクの把握の際には一般的に2つ
のアプローチでリスク事象を収集します。

①トップダウンアプローチ
経営者やチーフ・リスク・オフィサーなどのトップマネジメ

はじめに
　会社法改正やコーポーレートガバナンス・コードの導入によ
り、日本企業でのガバナンス体制の見直しやリスク管理に対す
る取り組みは活発になっており、今回の COSO ERMのフレー
ムワークの改訂により、この取り組みはさらに加速することが
予想されます。一方、企業のビジネスの変化や地域の拡大、
規制等の変化等の重要性は増しており、企業がそれらにタイ
ムリーに対応していくことはますます困難なものとなっていま
す。このような難しい環境のなかで、経営者が適切に経営の
舵取りを行うためには、戦略とリスクとを一体として管理してい
くことは重要な課題となっています。
　本稿ではこれらの戦略とリスクの一体管理の実務を企業内
で導入・浸透させるための実務的なポイントについて説明しま
す。
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ント層のメンバーが日頃のリスク認識を列挙し
ます。リスク情報の収集段階でマネジメント目
線により重要なリスクに絞り込むことができ、そ
の後の管理対象とするリスクの選定が容易とな
ります。実務上は、マネジメントの意識合わせ
を行う際に、事前に同業他社の動向や最新ト
ピックなどの外部情報をインプットし、重要なリ
スクの把握に漏れがないよう、工夫することが
有用です。

②ボトムアップアプローチ
企業内の各部署から幅広くアンケート等によ

りリスク情報を収集することで、企業内の実務
担当者目線でよりきめ細かくリスクを把握するこ
とが可能となります。実務上は、非常に幅広い
リスクを収集することになるため、報告させるリ
スクの定義や水準を事前に伝えておくとともに、
情報収集後の ERMの枠組みとして管理するリ
スクの優先順位付けの方法を事前に検討してお
くことが有用です。

どちらの方法にもメリット・デメリットがあるた
め、自社の企業文化や慣習を考慮し、自分たち
のスタイルに合った方法を採用することで自社にフィットした
リスク事象の収集が可能となります。新しい ERMのフレーム
ワークではリスクマネジメントの対象として、事業戦略やビジ
ネス目標といった経営者等の仕事そのものが対象とすること
が有用であると考えられており、今まで以上に経営者等の関
与が欠かせないものとなることは間違いと思われます。

さらに、収集したリスク情報については、経営者等が俯瞰
的にリスクの一覧を確認できるようにしておくことで、ビジネ
ス戦略や外部環境の変化があった際にタイムリーにリスク
を検討することができるようになります。PwCでは当該検討
を支援できるツールとしてリスクレーダー（図表1）を用意し
ており、このようなツールを活用して、リスク情報をマネジメ
ントコクピットの一つとしておくことも有効な手法です。

（3）日本企業の傾向

筆者の経験では、現状では日本企業では特に、戦略リスク
と税務リスクの 2つに対する捉え方が諸外国と異なると感じ
ています。

①戦略リスク
戦略は経営トップが検討すべきことであり、他の組織メン

バーにとっては所与のものである、という考えから、リスク一
覧表やリスクライブラリの中に、そもそも「戦略リスク」が記
載・明示されていないことがあります。そのような背景から

戦略リスクを認識し、評価し、その対応を考えるための認識
合わせが効果的にできないことがあります。

②税務リスク
移転価格など海外税務に係る追徴課税等へのリスクに対

する認識は高まっているものの、追徴課税といった負のリ
ターンにばかり着目されており、ROE向上に向けてグループ
全体の税務戦略や税務ガバナンス体制を立案・構築し、不
確実性を管理していこうといった取り組みをしている企業は
まだまだ多くなく、その結果、実質税金負担率は海外のグ
ローバルカンパニーと比較して高い水準にあります。

今後新しい ERMフレームワークに従ったアプローチの導
入・推進をしていくなかで、これらの2つのリスクに対する取
り組み方を明示的に変えていくことで社内のリスク管理に対
する考え方を変えていくことも一つの方法として有用です。

（4）リスク対応の優先順位付け

把握したリスクについては全てを同時に管理することはで
きないため、発生可能性や影響度などを考慮し、対応の優
先順位付けをすることになります。継続的なリスク管理を行
うために、当該優先順位付けの過程を明瞭なプロセスとし
ておくことが有用です。また、優先順位付けの際には最新の
リスクプロファイルを活用することで、事業戦略の意思決定
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図表1：PwCのリスクレーダーの例

（色の濃さはリスクの程度を表す）

出所：PwC
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に寄与させることが可能になると考えられます。さらに、自
社のリスク管理ポリシーと異なる取り扱いをする場合などの
特例的な取り扱いにはその検討プロセスを残しておくこと
で、将来過去の属人的な決定に縛られることなく、純粋にリ
スク管理に向き合うことが可能となります。

2 リスク対応者の特定と
リスク低減策の計画・実行

（1）リスクオーナーの特定

リスクを把握し、対応すべきリスクの優先順位付けが終わ
ると次は各リスクに対して、リスクオーナーを設定します。リ
スク管理がうまくいかない企業の一つの要因として当該リス
クオーナーが不明瞭なケースがあります。対応すべきリスク
が決まっており、対応策も明らかであるにもかかわらず、誰
が対応するかということまで決まっていないということは実
務上散見されます。リスクオーナーについては部門単位で
はなく、個人まで特定し、特定された個人は部署内でリソー
スと予算を確保し、リスク低減策を計画・実行することが求
められます。実務上は個人ベースで特定できるようになって
いる場合にリスク管理がうまく回っている傾向があります。
ただし、個人として特定されていたとしてもリソース（時間や
予算など）が十分に確保されていない場合にはリソース不足
を理由に対応が遅延することを正当化されてしまうことがあ
るため、リスク低減策の計画段階で実行リスクなどを十分に
把握し、実行者の支援をすることが有効です。

（2）リスク低減策実行に係るPDCA

リスク管理を各企業の資産として実質的に運用させていく

ためには、リスク低減策の計画・実行に係るPDCAを粘り強
く継続的に実行することが重要です。リスク管理の取り組み
を行う際に、ときに短期的な成果を求めることがあります。
一方、新しい取り組みであるERMといったリスク管理の仕組
みの浸透には一定の期間がかかることがほとんどです。通
常、ERMとして取り扱うリスクの多くは短期的に解決できる
リスクは少なく、企業の戦略やビジネスに深く結び付いてお
り、解決され対応が不要になるということは少なく、対応す
べきリスクが変化し、当該変化に適時に対応するための仕
組みとして継続的に計画・実行・検証のサイクルを回し続け
ることとなります。つまり、リスク管理に取り組み始めるとい
うことは、終わりのない継続的な対応策の検討を始めるとい
うことを意味します。実務上のポイントとしては、継続した取
り組みを前提としてプロジェクトを組成することが有効であ
り、特にプロジェクト体制については 3～5年程度の立ち上
げ期間を推進するメンバーの選定に留意することが企業に
根付くリスク管理の枠組みを作る上で有用です。

3 アシュアランスマップを活用した
多層的リスク対応の実践

（1）アシュアランスマップの活用

ERMの効果的な推進の一つのツールとしてアシュアラン
スマップを活用することができます。アシュアランスマップと
は、内部監査人協会「専門職的実施の国際フレームワーク」
の実施要領に記載されている、リスクと関連するディフェン
スラインのアシュアランス活動との関係を整理した一覧表で
す。当該一覧表は、リスクに対する各ディフェンスラインの
統制活動の質と効率性を高めることやディフェンスライン間

図表2：アシュアランスマップ（例示）
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のコミュニケーションを促進するためのツールとなります。
一覧性のある表を作成することで経営者が俯瞰的に自社の
リスクへの対応状況を確認することができるため、リスク対
応における次の一手の検討に有用です。

また、ERMといったリスク管理の活動では通常リスクオー
ナーは 1人が選定され、当該リスクオーナーのアクションを
フォローアップするため、選定されたリスクに対して十分な
対応ができているか、つまり漏れがないか、もしくはより有
効な対応がないかという検討が難しくなります。アシュアラ
ンスマップを通じて、他部門の活動のなかで関連リスクに対
応するものを把握・評価することで上記の検討を効果的か
つ効率的に行うことができます。リスクオーナーは自部署以
外の対応策も踏まえた上でより全社的な視点に立ってリスク
低減策を検討できるため、通常より効率的かつ効果的な手
法を検討することができ、これによりリスクプロファイルを活
用したリスク選好とリスクキャパシティについてもより正確に
把握できることが期待されます。

さらにアシュアランスマップ（図表2）を活用したコミュニ
ケーションを促進することで特定のリスクオーナーだけがリ
スクへの対応策を考えるのではなく、各部署が全社リスクに
どのように向き合っているか考えられるようになり、全社的
なリスクカルチャーの醸成、リスク対応能力等の底上げの効
果についても期待することができます。

（2）内部監査機能による批判的なリスクオーナーの活動
の検証

ERMの推進に際して、内部監査機能には批判的な立場か
らリスク低減策が遂行されているかといったことを検証する
ことが期待されます。多くの ERMの活動ではリスクオーナー
のリスク低減策の導入までのアクションはフォローアップさ
れることになりますが、当該アクションが実際のリスク低減
につながっているのか、また、有効に運用されているのかと
いった観点での検証までは行われないことがしばしばありま

す。そこでよりリスク管理の枠組みの実効性を高める上で、
リスクオーナーが実行したリスク低減のためのアクションが
有効に機能しているかについて、内部監査機能が客観的な
立場から評価を行うことで、形式的なリスク管理活動となら
ず、魂のこもったリスク管理の枠組みを作ることが可能とな
ります。

4 おわりに

COSO ERMの改訂により、各企業でリスク管理に対する取
り組みがさらに推進されることが予想されます。特に、戦略
や業績との連携を重視した最新のフレームワークを実務上
で有効に活用するために、俯瞰的に自社の状況を確認でき
るツールは今後も実務上期待されると考えられます。

戦略からパフォーマンスまでを一貫して統合管理をする
ため、現在すでに枠組みを導入している企業はリスク管理
の枠組みをもう一度見直し、まだ導入できていない企業に
ついては最新のリスク管理の枠組みに従って自社のリスクに
あらためて向き合ってみてはいかがでしょうか。
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