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～組織対応力が問われるとき～
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If you want to conquer fear, 
don't sit home and think about it. 
Go out and get busy.Photo EPA＝時事 　



ご挨拶
グローバル化する市場の中で、日本は長らくコーポレートガバナンスで
後れをとっていると言われてきました。
しかし、“攻めのガバナンス”を目指す「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）」
の適用が6月1日にスタートし、2015年は「企業統治元年」とも呼ばれています。

経営者は多様なステークホルダーとの関わり合いの中で、
今後、一段と、中長期的な視点で企業価値の向上を目指すことを求められます。

近年、日本国内だけではなく世界的にも企業経営に重大な影響を与えるインシデント、
つまり「クライシス」の発生頻度が増しています。テロや自然災害など
外的要因によるインシデントだけでなく、製品事故や情報漏えいなど事業活動上の
オペレーションに関するインシデントの割合も高くなっています。

今回のテーマは「Crisis Management」です。

「クライシス」は一時的に大きな損害を生じさせるだけでなく、
企業イメージやレピュテーションの毀損を通じて企業価値に中長期的で
甚大な影響を与えます。投資家などのステークホルダーマネジメントの
中心を担うCFOが果たすべき役割も少なくないはずです。

本号が、CFOにとってのクライシスマネジメントのあり方について
考える契機になれば幸甚です。

2015年9月
CFOプログラム

1888年生まれ。米国の作家、実業家。自己開発、スピーチ、対人スキルの
訓練コースの開発者としても知られる。米国ミズーリ州の農家に生まれ、
家業の畜産業を手伝いながら州立大学を卒業。俳優や、食料・日用品のセー
ルスマンなどの職業を経て、YMCAで弁論術講師となり人気を博す。その
後、D.カーネギー研究所を設立し、現在で言う企業向け研修・コンサルタ
ント業のモデルを作った。カーネギーの代表著作『人を動かす』は、1936
年の初版以来、現在に至るまで80年以上売れ続けている自己啓発本と
して知られている。

本号の表紙
デール・カーネギー　（Dale Carnegie）



企業価値を守るための
クライシスマネジメント

～組織対応力が問われるとき～
「クライシス」が起きてからの対応では遅すぎる。企業価値を守るためには、

中長期的な視点で、全社的かつ周到に「クライシス」に備えておくことが肝要だ。
そうすれば、「クライシス」はマネージできる。

Crisis ManagementCrisis Management



 貴方は以下のチェック項目すべてに 
Yesと答えられますか？

「クライシス」への対応は、企業価値の毀損を     軽減する第一歩
Issue

サイバー攻撃等による個人情報の漏洩、製品偽装や品質不備等によるリコール
などで、企業価値が著しく毀損したり、収益を大幅に悪化させたりする事案が
相次いでいます。
有限責任監査法人トーマツが2014年11月に実施したクライシスマネジメント
の実態調査では、有効回答を寄せた上場企業の実に65%が過去12年間に何ら
かのクライシスを経験していました。2003-05年と2012-14年のそれぞれ3

年間でのクライシス経験数は、日本国内で倍以上、海外子会社では6倍以上と、
明らかな増加傾向にあります（図表1）。その一方で、これまで経験したクライ
シス上位項目ですら、十分な対応が取られておらず、「最低限な対応策」にと
どまっている実態が明らかになりました（図表2）。

クライシス頻度は急激な増加傾向も、企業側の対応は「ほぼ最低限」

近年、ソーシャルメディア等によって、企業の不祥事を含む重大なインシデン
トは瞬く間に拡がるようになり、企業のレピュテーションや、収益に与える影
響は従来以上に大きくなっています。「リスクは発現する」という前提に立ち、
いかにして企業価値の毀損を軽減し、収益に与える影響を最小化するかという
クライシスマネジメント（図表3）は、企業価値の維持向上に責任を負うCFO

の重要な役割の一つです。

CFOのクライシスに対峙する姿勢が問われている

自社にとって重大なクライシスが何かを特定できている

経営陣でクライシス対処の重要度などが共有できている

クライシス発現時の判断基準と事後対応準備ができている

クライシスマネジメントに対するCFOの対応力チェック

企業の戦略目標、重要な資産、レピュテーション、さらには企業の存在をも
著しく毀損させる可能性のある大規模または複合的な事象

クライシスとは（デロイト トーマツ グループの定義）
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「クライシス」への対応は、企業価値の毀損を     軽減する第一歩

図表1  ここ12年間でクライシス経験数は国内で2倍以上、海外で6倍以上に

図表3   リスクマネジメントとクライシスマネジメントの違い

日本の上場企業における
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図表2   経験値が上位にあるクライシスに対しても、 
十分な対応策を講じている企業は2割前後と少ない

リスク
マネジメント

(広義)

リスクマネジメント
（狭義）

クライシスマネジメント

いかに発現を防ぐか

リスクマネジメントとクライシスマネジメント

いかに発現後の
影響を低減するか

リスクが発現しないようにする
ためにリスクを管理すること

重大なリスクが発現した場合の
損失を抑えるように管理すること

製品関連 50.3%14.6%

政治関連 26.0%3.0%

不正関連 58.2%18.8%

自然災害関連 62.9%19.3%

 システム関連 59.9%21.6%

環境関連 36.9%10.2%

レピュテーション関連 34.1%6.5%

8.4% 56.1%経済、法律関連 

【クライシスの種類】 日本の上場企業の想定クライシスに対する対応状況

出所（図表1および2）：トーマツ 2014クライシスマネジメントに関する企業の実態調査

■ 十分な対応策を策定済み　　 ■ 最低限の対応策を策定済み 　　 ■ 対応策を策定中 　　■ 対策を講じるか検討中
■ 何ら対応を検討していない　  ■ クライシスとして想定していない

10% 60%20% 70%30% 80%40% 90%50% 100%0%
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「リスクアペタイト」を経営者目線で考える
企業経営においては、「事業目的を達成するために、敢えてとっているリスク
の種類や規模」を見極めるリスクアペタイトの考え方が重要となります。
CFOはCEOとリスクへの対峙の仕方を対話し、課題の優先順位づけをしなけ
ればなりません。

リスク優先度の見極めと全社的態勢整備を 　含めた事前対応が鍵
Case Study

• 経営に影響を与えるリスク項目を洗い出し、想定されるリスクシナリオを設定
• 利害関係者の視点でシナリオ分析を行い、影響度合いを数値化
• その数値を基準に、リスク優先度を明確化

この企業では、クライシス発現時の混乱の中で適切な対応を遂行するには、
「何を優先して対応するか」（「何を後回しにするか」）を予め明文化しておくことを重視し、
リスクアペタイトの検討に着手した（図表4）。

事例1  利害関係者の視点でリスク優先度を明確化

全社的リスク項目　　　　　1　 2　 3　 4　 5　 6

レピュテーション関連リスク　　　＜　　　　　　＞

政治関連リスク　　　　　　　　　　＜　　　　　　＞　

製品リスク　　　　　　　　　　＜　　  　 ＞

経済・法律関連リスク　　　 　　　　＜　　　　　　＞　

環境関連リスク　　　　　　　　＜　　  　 ＞

システム関連リスク　　　　＜　　  　 ＞

不正関連リスク　　　　　＜　　　＞

自然災害関連リスク　　　＜   ＞

・・・関連リスク　　　　　　　　＜　　  　 ＞

利害関係者

経
営

株主

顧客

提携先

従業員

銀行

社債権者

格付会社

政府

一般社会

リスクを積極的
に削減

リスクを積極的
に取得

【事例紹介】リスクアペタイトにおけるリスク優先度の見定め図表4
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クライシスを想定した全社的態勢整備が鍵となる
クライシス状況下では、平時の情報ルートや指揮命令系統が混乱し、的確な判
断を下すことが容易ではありません。そのため、対応が後手に回り、結果的に
被害を拡大させる場合もあります。クライシスが発生しても、組織全体が俊敏、
冷静かつ、自信を持って対処できるように、「Ready」な状態にしておくこと
が肝要です。

リスク優先度の見極めと全社的態勢整備を 　含めた事前対応が鍵

• 明確な決定権と責任、対処チームなどを含む体系的なガイドラインと手続を示すクライ
シスマネジメントプランを作成し、企業を取り巻く様々なステークホルダーのニーズに
応えられるよう配慮した

• クライシス対処の全局面で責任を負うクライシスコマンドチームにCEOを含む上級マ
ネジメントが参画

• 組織への影響度をベースにクライシスをレベル分けしたうえで、意思決定のエスカレー
ションプロセス（現地や地域レベルでの判断か、本社判断か）を構築

• 組織として必要な情報を確保し、社内で共有し、社外に効果的に発信できるクライシス
対応に特化したコミュニケーション戦略とプロセスを策定

この企業では、従来、クライシス対応として事業部毎の危機対応計画は策定していた。
しかし、クライシス対処には、全体最適でヒト・モノ・カネを動かす必要があり、CFO
が中心となって全社的な態勢整備に着手し、運用を開始した。

事例2  クライシスマネジメントプランを作成し、全社的に動ける態勢を構築
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CFOはクライシス マネジメントにおける司令塔　　である
Insight

インシデントに対する備え（準備）に加えて、 
クライシス発生後には、直後の「対処」と 
その後の「回復」に分けた対応が必要となる

• 指揮命令系統を明確化し、迅速かつ的確なクライシス対処時の判断を可能とする
• 状況認識スキームを事前に策定し、継続的にクライシスを把握する
• 社内外への情報発信・コミュニケーション方法・手段を予め想定しておく
• 平時から、具体的なシナリオシミュレーションやリハーサルを実施する

準備プロセス

• 発現したクライシスに直接的に対処し、事態を沈静化することで、収益への影響を最
小限に抑える

• レピュテーションに対して配慮を欠かさない

対処プロセス（短期的）

• レピュテーションや企業価値を回復させ、再発防止にも着手する
• 通常の事業活動へと復旧する

回復プロセス（中長期的）

インシデント

準備プロセス 対処プロセス 回復プロセス

クライシスマネジメントライフサイクル

• 具体的ガイドライン
• モニタリング
• 準備とリハーサル

• 迅速な対応
• 明確な指揮命令系統
• 効果的な情報管理
• 透明性ある効果的な社内外コミュニケーション
• 外部専門家も含めたリソース確保

クライシスの
主な対処リスク要因

専門知識・処理能力の欠如
不明確な情報

混乱／不明確な指示系統
意思決定に係る短い時間

クライシスマネジメントライフサイクル図表5
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CFOはクライシス マネジメントにおける司令塔　　である

ための3つの心得
効果的なクライシスマネジメントの

1  クライシス対応は、CFOが主導的立場にあるという認識を持つ
• 企業価値毀損を防ぐ観点で、事業推進上のクライシス対応をリードする
• 企業内外への情報発信やタイミングがレピュテーションに影響を与えることを
認識したうえでコントロールする

2  「準備プロセス」では、企業価値回復までを見据える
• クライシスを引き起こした足下のインシデント対応だけでなく、中長期的な視
点で企業価値回復まで見据える

• クライシスにより影響を受けるファイナンス領域も含めた経営戦略策定をリー
ドする

3  CEOのコミットメントを引き出す
• クライシスマネジメントには、リソース（ヒト・モノ・カネ）を適切に準備す
るという経営のコミットメントが必要である

• CFOは、準備を怠るリスクや企業価値に与える影響を明確に説明することで、
CEOのコミットメントを引き出す

CFOは企業の持続的成長と中長期的な企業価値の維持・向上を支えるインフ
ラとしてのクライシスマネジメントライフサイクルを俯瞰して捉え、各プロセ
スにおいて適切なリソースが準備できるよう、経営判断をリードすることが期
待される。
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北米地域（アメリカ・カナダ
　　　　　メキシコ）

World CFO Survey
デロイトでは世界各国のCFOに対して、四半期ごとにサーベイを実施し、CFOが経
済や自社の動向についてどのように考えているのか調査しています。今回は2015年
の第1四半期（1月～ 3月）について実施したサーベイの結果を共有します。 

※これらのサーベイはデロイトがコンタクトのあるCFOに対して行っているもので、統計学的なアプローチに基づくものではありません。

グローバルのCFOの意識
世界各国のCFOの収益環境に対する認識は、2015年に入っても総じて楽観的
な状況が続いている。しかし、例外として、スイスやノルウェー、フランスな
ど一部ヨーロッパ地域においては、為替レートや原油価格の変動、あるいは、
ギリシャの債務問題に伴う政治・経済情勢の不安定さに対する懸念によって、
悲観論が上回る結果となった。

CFOの収益環境に対する認識の変化
収益環境について、3カ月前と比較して「楽観的である（More optimistic）」または

「楽観的ではない（Less Optimistic）」と回答したCFOの割合の平均値

(※)　北米地域、イギリス、スイス、フランス、ノルウェー、他11ヶ国・地域による平均
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北米地域のCFOの動向 
左の調査結果にあるように、北米地域では、以前から続く楽観的な見方は変わっ
ていない。中東や欧州の不安定要因に左右されることなく、国内の景気の先行
きに対してCFOが自信を持っていることがうかがえる。

サイバー攻撃への備えに不安
「法的あるいは倫理的違反」
については、「十分な備え
ができている」「大部分の
備えができている」の合計
が約90%に達し、多くの
CFOが適切な対応に一定
の自信を示した。
これに対して、「サイバー
攻撃」については「十分な
備えができている」はわず
か10%に過ぎず、「備えは
不十分」と回答したCFO
が25%近くいて、今後の
課題であることがわかる。

北米100社のCFOが、各項目の課題に対して、各社の現状を回答した割合

ファイナンスチームが直面している課題「外部からの優秀な人材登
用」「個人のキャリアパス
や報酬を考慮した適切な人
材配置」について、「解決
が困難/解決途中」と回答
したCFOが そ れ ぞ れ 約
40%に達した。優秀なファ
イナンス人材の確保には、
人事部門との更なる連携
が必要であるようだ。
一方、「事業部門とファイ
ナンスチームの連携」とい
う課題は、8割以上のCFO
が既に解決済みか、ほぼ解
決していると回答した。

ファイナンスタレントの育成・採用に、人事システムが大きな壁

企業の潜在的クライシスリスクへの備え

■ 十分に備えはできている　　■ 大部分の備えができている　　
■ 備えは不十分　　■ 主要リスクと認識していない　　■ わからない

北米100社のCFOが、各項目における自社の備えの水準について回答した

自然災害
(地震、ハリケーン、干ばつ、等)

悪意ある攻撃
(テロリズム、改ざん、等)

サイバー攻撃
(ウイルス、データ盗難、等)

対立
(ボイコット、封鎖、監視、等)

法的倫/理的違反 
(詐欺、収賄、等)

産業/技術的失敗
(流出、リコール、等)

その他 
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10.0%

23.7%

9.0%

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

相談役としての
ファイナンスチームスキル

ファイナンスチームの
分析等技術的スキル

個人の役割、キャリアパス、報酬等を
考慮しながらの適切な人材配置

既存の人事システムを通じての
適切な外部人材採用 

優秀な人材の外部流出

事業部門リーダーと
ファイナンスチームの連携

優秀な人材のリタイアメント

優秀な人材の内部異動 68.3% 7.9%
2.0%

2.0%

21.8%

16.8%39.6%41.6%

3.0%
17.8%12.9%66.3%

12.9%
9.9%

35.6%41.6%

21.0%20.0%26.0%33.0%

7.9%
31.7%31.7%28.7%

20.8%20.8%26.7%31.7%

38.0%28.0%25.0%

■ 問題ではない　　■ ほぼ解決している　　■ 解決途中　　■ 解決が困難 
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