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統合的リスク管理
「リスクインテリジェント」アプローチ
デロイト・リスク・アドバイザリー
2015年8月

統合的リスク管理の必要性
効果的なガバナンスは企業の成功に不可欠です。それは、経営層が戦略を達成し、コストを管
理し、投資を引き付け、より良い決定を下し、リスクに対応することを支えます。組織がリスクを
識別し管理する方法に対して、かつてないほど精力的に取り組まれています。規制当局から投
資家向けに、企業の事業に対する主要リスクを識別する方法、および、リスクアペタイトの限度
内で識別したリスクの管理方法を上級経営幹部が明確に説明できることが求められています。

リターン

不十分な
リスクテイク

（株主価値）

リスクとリターンのバランス
企業は、価値を創出するためにはリスクをとる必要があり、価値を保
護するためにはリスクを管理する必要があります。そして、最大リ
ターンを裏付ける「最適なリスクテイク」の範囲、つまり「スイートス
ポット」が存在します。有効なリスク管理とは、組織のとるリスクが適
切なものであり、それらが適切に管理されるようにすることです。上
位4分の1の企業は、「リスクインテリジェントな」意思決定により、す
なわち、下した決定および下さなかった決定の両方との関連で主要
リスクを効果的かつ効率的に測定し管理することにより、スイートス
ポットの範囲で事業を行うことに注力しています。

最適な
リスクテイク

過剰な
リスクテイク

「スイート
スポット」

リスク
コーポレートガバナンス・コードの変更
2014年9月、財務報告評議会（Financial Reporting Council：FRC）はコーポレートガバナンス・コードの新たな改訂版を公
表しました。この改訂コードは、長期的に持続可能な価値創出に向けた企業と投資家の注力を強化することを目的として
います。主要な変更点は以下の通りです。

• リスクの識別 － 組織は、「主要な（principal）」リスクを識別するための頑強なプロセスを導入しなければならない。その
ためには、多くの企業では、リスク管理プロセスならびにそれらのリスクの識別および管理方法の著しい進化が必要とな
るであろう。
• 継続的なモニタリング － 組織のリスク管理および内部統制システムに対するモニタリングを一層重視することにより、
企業は、自社のモニタリングプロセスがどの程度有効か、自らに問い直すことが求められるであろう。
• 長期的な存続可能性ステートメント － 取締役会は年次報告書において、会社の見通しの評価方法、評価対象期間、お
よびその期間を適切と判断した根拠理由説明すべきである。
経営層は、内部統制のモニタリングプロセスの多くの側面を検討すべきです。対象となる側面は、経営層が収集・照合する
経営情報から、事業部門内の様々な保証機能の有効性と協調、技術の向上が統制環境のリアルタイムの理解にもたらし
得る機会にまで及びます。組織が、効果的かつ効率的にリスクを識別し管理するには、自身のガバナンスのフレームワー
クがどの程度包括的かを検討し問い直すことが不可欠であると考えられます。

主要な課題
デロイトの経験によれば、大半の組織が自身の主要リスクがどのようなものかを認識しています。その多くは戦略的
な性質を持ち、上級経営層の会議で定期的に取り上げられます。しかしながら、多くの組織は、十分な範囲で主要リ
スクを識別するリスクプロセスをまだ導入していません。それらのリスク、その軽減およびモニタリングの方法、並びに
リスクプロファイルが変化しているか否かを真に理解するのに必要な詳細な作業が、往々にして欠けていたり、現在
のところ上級経営層にとって透明性は限定的で、協調性を欠いていたりします。さらに、主要なビジネスプランニング
や意思決定プロセスへのリスク管理プロセスの統合も限定的です。
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リスクインテリジェントな企業
リスクインテリジェンス（RI）は、リスクとリターンの適切なバランスの維持を重視するデロイトのリスク管
理の基本方針です。端的に言って、組織はリスクをとることで価値を創出し、その管理に失敗することで
価値を失います。有効なリスク管理プログラムは、価値の保護と価値創出に同時に焦点を合わせま
す。「リスクインテリジェントな企業」TMとは、価値の保全と価値創出のバランスをとる高度なリスク管理
能力を有する組織を言います。

デロイトの統合的リスク管理モデル

監視

リスク文化
監視

リスク戦略およびリスクアペタイト
リスクガバナンス

トップの基本姿勢

システム

リスク資源／インフラ

プロセス

外部への開示

人

プロセス

技術

リスクのモニタリングおよび報告
プロセス

プロセス

リスクの識別
リスク評価

識別

測定

対応

統制

モニタリング

リスク管理

上図に示されるように、リスク管理に関する責任には3つのレベルがあります。頂点には、戦略指針やリスク
の監視を含むリスクガバナンスの責任があり、取締役会がこの責任を負います。中間には、有効なリスクプロ
グラムの設計、導入および維持を含む、リスクインフラやリスク管理に関わる責任があり、経営幹部がこれを
担います。最下層には、特定のリスクの識別、測定、モニタリングおよび報告を含むリスクオーナーシップの責
任があり、事業単位や部門がこれを担います。
リスクインテリジェントな企業の管理に含まれる典型的なグループ
取締役会と経営層は、トップダウンアプローチを用いて戦略レベルのリスクを把握します。これに対し、事業単
位や部門のリスクオーナーは、ボトムアップアプローチを用いて特定のリスクを識別およびモニタリングし、懸
念を上申し、さらには首脳陣の戦略的展望に関わる情報を提供するためにリスク関連データを作成します。

リスクガバナンス

取締役会（および監査委員会）
• リスクインテリジェントな文化の醸成
• リスクアペタイトの承認
• 統合的リスク管理（ERM）プログラムの主要構成要素の承認
• 統合的リスクについて経営幹部と協議

リスクインフラとリスク 経営幹部：
管理
• リスクアペタイトを定義
• 提案された戦略をリスク
アペタイトに照らして評価
• リスク関連情報を適時に
提供

リスクオーナーシップ

統合的リスク管理グループ： 内部監査：
• リスク情報の集約
• ERMプログラム、統制、
• 統合的リスクの識別と評価
および重要なリスクに関
• リスクおよびリスク対応
わるリスク対応計画の有
計画のモニタリング
効性に関する保証を提供

事業単位：
• 賢明なリスクテイク
• リスクの識別および評価
• リスク対応
• リスクのモニタリングおよび統合的リスク管理グループ
への報告

リスク管理：
• 統一されたリスク管理フ
レームワークの策定
• フレームワークの適用に
関する指示
• 技術システムの 導入お
よび管理
• 指針および研修の提供

技術（全レベルと関連）:
• リスクのモニタリングに向
けた定期的／リアルタイム
のマネジメントダッシュボー
ドの提供
• モニタリングおよび報告の
容易化
• 適時なメンテナンスのサポー
トおよび問題発生の防止
• リスクに関する上申の容易化

支援部門：
• 統合的リスク管理グループおよび事業単位に指針／
支援を提供

統合的リスク管理「リスクインテリジェント」アプローチ
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すでに保有するものを生かす
大半の組織にとって喜ばしいことに、リスクインテリジェントな統合的管理の要素の多くをすで
に保有している可能性が高いと思われます。この先なすべきことは、ゼロからのスタートという
よりは、現存するものを基礎とした増強であるはずです。こうした理由から、組織にとって重要
なことは、リスク管理に関する大規模な変更や投資を実施する前に、現在の自身のリスク管
理能力を評価することであると考えられます。

利害関係者にとっての価値

デロイトのリスク管理成熟度モデル
FRC の意図に関するデロイトの最善の解釈
5-7 ぺージのレベル 2
リスクインテリジェント
5-7 ぺージのレベル 3
統合的
初期

ばらばら
5-7 ぺージのレベル 1

トップダウン

典型的な特徴

リスクマネジメント成熟度の段階

• 場当たり的／無
秩序
• 主に個人の努力、
能力、コミュニケー
ション能力次第

• リスク管理活動が独立している
• リスク間の関連性の重視が
限定的
• 戦略とリスクの結び付けが限
定的
• モニタリングおよび報告機能
が不統一

• 統一されたフレームワーク、
手続書、方針
• 定型化されたリスク評価
• 取締役会に対する戦略上
の重要リスクの報告
• 執行／運営委員会
• リスク管理部門間での知識
の共有
• 意識向上活動
• 正式なリスクコンサルティング
• 専門チーム

• 部門間の組織的なリスク管理
活動
• リスクアペタイトが明確に定め
られている
• 企業全体のリスクをモニタリン
グ、測定、報告する仕組み
• ITの整備
• 危機管理計画と上申手続
• リスク管理研修
• 内部統制および他の保証活動
計画に対する明確なインプット

• 戦略立案、資本配賦、製
品開発などにリスクの議
論が組み込まれている
• 早期警告のためのリスク
指標が利用されている
• 評価基準やインセンティ
ブとのリンク
• リスクのモデル化、リスク
シナリオ
• 業界基準を定期的に利
用している

そうした評価を実施する際、自社の現状だけでなく、リスク管理の観点から望ましくかつ必要な状態を理解することが肝
要です。重要なのは、その状態は、必ずしも最上レベルである必要はないでしょう。様々なリスク分野の重要性は業界
ごとに異なり、さらに同一業界内の企業ごとに異なることさえあります。したがって、考え得るリスクの側面すべてについ
てトップレベルのリスク管理能力を維持することは必ずしも必要ありません。なすべきことは、「これで十分」と考えられる
もののうち、実際に十分なのはどの分野なのか、そして企業にとって、リスク管理に関する利害関係者の期待を満たすた
めに、実際に最高の能力を要するのはどの分野なのかを把握することです。
現状と「あるべき」状態の両方をより良く理解する1つの方法は、デロイトのリスクインテリジェンスの成熟度モデル（上図）
などに照らして、自身の組織のリスク管理能力を評価することです。リーダーにとって、そうした成熟モデルに照らした評
価は、様々なリスク分野でどんな種類の取り組みを追求するのか、および限定された組織の資源のうちどの程度を各取
り組みに投資するのかに関する議論を組み立てるのに有用な方法となり得ます。

4

詳細 － 監視
企業のリスク管理成熟度を決定付ける主因は、リスク管理の役割と優先性に対して取締役会
や上級経営層がとる態度です。それは、そうした態度が組織のあらゆるレベルへと下方に広
がっていくためです。
リスク文化

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

リスク認識

ばらばら

情報の存在場所の周知

最優先の考慮事項

安全衛生リスクに関する統一された理解を
除き、各部門は自身の固有リスクしか理解し
ていない。

会社全体の主要リスクをすべて編集した全
社的なリスクレジスターが存在し、少なくとも
年1回更新されている。

リスクとリターンのトレードオフは、すべての
従業員が重要な意思決定を下す時点で真っ
先に考慮する事項である。

「見ざる、聞かざる」

手続の整備

インセンティブの仕組み

極端な事例に関わる内部告発者についての
方針を設けている以外、リスクの認識に対す
る文化的抵抗が根強く存在する。

日常業務の一部として個人について報告する
手続や改善に向けた手続が整備されている。

従業員は、導入される改善を提案した場合、
報奨を与えられ、違反を報告しなかった場
合、懲戒される。

「他人の問題」

担当者の周知

個人的責任

安全衛生が全員の個人的責任であるという
共通理解を除けば、リスクは会社が取り扱う
ものと考えられている。

従業員は、部門内の誰にリスク報告を行うべ
きか、また解決されない場合どのように問題
を上申すべきかを理解している。

従業員は自身の行動の結果に対する個人
的責任を自覚しており、そうした結果が業績
契約に組み込まれている。

求められたときのみ
リスク管理は総じて、商業上の意思決定とは
別個の活動であり、意思決定後に対処すべ
きものと捉えられている。

定期的な計画立案サイクル
リスクは、少なくとも年1回実施されるビジネ
スプランニングや予算の予測のサイクルの
一部として考慮されている。

リスクに関する十分な情報に基づく意思決定
リスクは、日常的な業務上の意思決定およ
びより低頻度の戦略上の意思決定など、重
要な意思決定の時点で考慮されている。

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

リ スク ア ペ タイ ト ・ ス テー ト
メント

目的適合性の欠如
安全衛生を除けば、リスクに関する指針が
存在しても、たいていの場合非常に一般的
なものでしかなく、実際にはほとんど役に立
たない。

定性的
重要な意思決定の時点で実際に使用するた
めに、個々の主要なリスクカテゴリーについ
て定性的なリスクアペタイト・ステートメントが
存在している。

重要リスク指標（KRI）
影響度やエクスポージャーの限度に関する確
固としたKRIに裏付けられたリスク・リターンの
トレードオフに基づくリスクアペタイト・ステート
メントが、リスクに関する十分な情報に基づく
意思決定のために使用されている。

リスクを提起する意欲

ばらばら
事故ゼロに関する共通理解を除けば、他の
種類のリスクに関する許容可能限度の共通
理解は存在しない。

情報の存在場所の周知
従業員は、自身の仕事中に会社をどの程度
のリスクに晒せるかを把握するために、誰に
相談すべきかまたは何を参照すべきかを理
解している。

最優先の考慮事項
自身の仕事の一部として生じるリスク・リターン
のトレードオフおよび許容可能な限度の理解
は、従業員が真っ先に考慮する事項である。

リスクオーナーシップ

求められたときのみ
意思決定は総じて二者択一の活動（「やる」／
「やらない」）とみなされ、リスクは事後的に
対処すべきものと捉えられている。

定期的な計画立案サイクル
リスクアペタイトは、少なくとも年1回実施され
るビジネスプランニングや予算の予測のサイ
クルの一部として考慮されている。

リスクに関する十分な情報に基づく意思決定
リスクアペタイトは、日常的な業務上の意思
決定および戦略上の意思決定など、重要な
意思決定の時点で考慮されている。

リスクガバナンス

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

リスクアペタイト・ステート
メント

不完全／不実行
リスクに関連する意思決定の権限委譲は、
非効率性や不完全性のため、または存在す
らしないために実行されていない。

定性的
重要な意思決定の時点で実際に使用するた
めに、個々の主要なリスクカテゴリーについ
て定性的なリスクアペタイト・ステートメントが
存在している。

重要リスク指標
影響度やエクスポージャーの限度に関する
確固としたKRIを伴うリスクアペタイト・ステー
トメントが、リスクに関する十分な情報に基づ
く意思決定のために使用されている。

リスクのモニタリングと軽減

上申の必要性
リスクに関連して日常的に直面する問題は、
個別的かつ場当たり的に経営層へ上申せざ
るを得ない。

決められたアジェンダの一部として
リスクに関連する問題は、リスク管理委員会
の定例会議で報告・解決され、緊急の場合
は臨時に委託されることもある。

補完性の原則
リスクに関連する問題は、安全性に関して譲
歩することなく効率性を最大化するために、
組織内の可能な最低レベルで解決される。

リスクを提起する意欲

リスクオーナーシップ

意思決定へのリスクの組み
込み

リスク戦略およびリスク
アペタイト

* 執筆時（2015年8月）における、FRCの意図に関するデロイトの最善の解釈
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詳細 － システム
ERMフレームワークの「中間層」では、会社のリスクインフラ、外部への開示、ならびに継続的
なモニタリングおよび報告の能力の成熟度には、総じて高い相関があります。

リスク資源／インフラ

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

リ ス ク 管 理 推 進 者 （ Risk
Champion）

低すぎる職階／兼任

適切な職階および支援
適切な時間と資源を有する上級職のリスク
管理推進者が任命され、リスク管理責任者
および会社全体に報告する。

上級職の利害関係者
リスク管理推進者は、会社全体を通じたその
役割の重要性を明確に示すために、リスク
管理責任者／CROまたは経営陣の他のメン
バーの支援を受けている。

任命された「リスク管理推進者」は、職階が
低すぎるため真剣に対応してもらえなかった
り、多忙すぎてその役割に十分な時間を充
てられない。

データの質（形式、網羅性、
正確性）

誤りと脱落
リスクに関する情報が往々にして、不完全、
不正確で、詳細性が一貫せず、矛盾があり、
および／または古い。

定性データと定量データの組み合わせ
重要リスク指標のモニタリングと報告のため
に十分かつ信頼できるデータが存在し、定性
データと定量データが組み合わされている。

意思決定と整合
KRIがKPI（重要業績指標）と整合しているた
め、リスク管理は、コンプライアンス活動にと
どまらず戦略管理の一部と捉えられている。

報告プロセス

手作業
リスクに関するデータの編集が、労力を要す
る手作業の活動であるため、実際の日常業
務を行う時間が奪われている。

目的適合性
標準的なリスク報告一式が存在し、依然とし
て手作業による編集が必要なものの、できる
限り迅速に実行されるため、時間損失は最
小限にとどまる。

自動化
標準的なリスク報告一式が存在し、最新デー
タによって更新され、必要に応じてシステム
から取り出すことが可能である。

ITシステム

複数のシステム
互いに互換性のない複数のITシステムが存
在し、報告は全般にスプレッドシートによって
行う必要がある。

目的適合性
リスク報告一式は、単一の目的適合的なシ
ステムによって生成され、そのシステムは、
少人数の重要人物に限らず、かなりの人数

統合的
リスク報告一式は、すべてのデータおよび報
告について全社的に使用される単一のITシ
ステムによって生成される。

が使用できる。
外部への開示

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

リスクの開示

一般的開示
開示されるリスクは、そのセクターの一般的

固有の開示
開示されるリスクは、会社の戦略に固有のも

階層化
リスクは内部の信頼性によって階層化され、

なものであり、会社の見通しを競争相手から
区別するのに役立たない。

のであり、FRCの指針の精神に従い追加情
報を付け加える。

そのセクターの様々な見通しのシナリオに対
応する根本要因と相関している。

長期的な存続可能性ステート 看板倒れ
メント
長期的な存続可能性ステートメントは断り書
きがあまりに多いため、12カ月から先につい
ては実質的に追加情報を提供しない。

知見の提供
ステートメントは、FRCの指針の精神に従
い、会社の潜在的な長期的見通しに関する
追加的な知見を提供する。

認識の変化
ステートメントおよび裏付けとなる分析は、会
社が長期的な戦略目標に真に注力している
明確な証拠を提供する。

モニタリングおよび報告

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

頻度

要求に応じて
リスクのモニタリングと報告は総じて回避さ
れる活動であり、取締役会から要求された場
合のみ行われる。

報告一式に含まれる
リスクのモニタリングと報告は、実行委員会
および取締役会向け報告一式のために行わ
れ、会議以外でも必要に応じて臨時的に実
行される。

すべての重要な意思決定に含まれる
リスクのモニタリングは概ね自動化されてい
るため継続的に実行されており、その結果、
報告は必要に応じて編集できる。

KPIとの関連性

限定的な関連性
リスクは、大規模で扱いにくいリスクレジスター
を用いてボトムアップベースで報告されるた
め、事業のKPIとの直接的な関連性がほとんど
ない。

KPIと整合したリスク
リスクはボトムアップベースで報告された後、よ
り有意義な報告のために、トップダウンベース
の事業のKPIに対する影響に従って分類され
る。

定量化されたリスクおよびKPI
リスクはボトムアップベースで報告された後、
確率、影響度および相関性の観点から事業
のKPIに関して定量化される。

戦略目標との関連性

ボトムアップのみ
リスクは、大規模で扱いにくいリスクレジスター
を用いてボトムアップベースで報告されるた
め、戦略目標全体との関連性がない。

戦略目標に整合
リスクはボトムアップベースで報告された後、
会社の戦略目標全体に対する影響に従って
分類される。

戦略への影響の定量化
リスクは報告された後、確率、影響度および
相関性の観点から戦略目標に関して定量化
される。

* 執筆時（2015年8月）における、FRCの意図に関するデロイトの最善の解釈
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詳細 － プロセス
リスクの管理方法は、リスク管理と実際の意思決定の関連性、すなわち、リスク管理の「効用
（so what）」 を最も明瞭に示すとともに、リスクインテリジェントな意思決定の価値を最も高め
るものです。
リスクの識別

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

アプローチ

限定的 － ボトムアップのみ

ボトムアップとトップダウンの組み合わせ

ホライゾン・スキャニング（将来予測）

ボトムアッププロセスの一部として捉えられ、
リスクレジスターに追加されるリスクのみが
報告される傾向がある。

ボトムアップベースの業務リスクが、主要リ
スクに関する経営層のトップダウン的な見
解、および追加的な全社的リスクによって補
完されている。

取り組みの焦点は、事業やその戦略に重大
な悪影響を与える可能性のあるリスクを、十
分事前に予期することにある。

リスクの種類

財務リスクに重点
リスクレジスターは、容易に識別可能なリス
クや財務リスクのみが報告されがちな性質
を持ち、他のリスクは仮説として捉えられて
いる。

重要な事業リスク
レピュテーションリスクなど比較的捉えにくい
種類のリスクを含め、事業に重大な影響を
与え得るリスクに重点が置かれる。

重要な事業リスクおよび戦略リスク
通常業務を混乱させる可能性のあるリスクに
加え、長期的により重大な影響を与える、会
社の戦略に関わるリスクにも同等の重点が
置かれる。

リスク評価

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

測定

RAG
リ ス ク は 、 伝 統 的 な RAG （ 「 赤 （ red ） 黄
（amber）緑（green）」）マトリックスを用いて

定性的な順位付けを伴うRAG
リスクは、RAGによる等級付けを用いて測定
され、一貫した尺度（例えば、確率、影響度
および脆弱性の組み合わせ）に従って順位
付けされる。

定量的な優先順位付け
リスクに関する十分な情報に基づく、より確
実な意思決定のために、不確実性の範囲を
用いて定量的な確率および影響度が推定さ
れる。

測定される。

集約

欠如
すべてのリスクが顕在化した場合、すなわ
ち、考え得る最悪のシナリオにおける、最終
的な合計エクスポージャーによって、リスクを
リスクレジスターに追加する。

ポートフォリオの観点
リスクエクスポージャーの総量を集約する取
り組みがなされている。すなわち、それらす
べてを単純に合計しただけで、極めて可能
性の低い否定的なシナリオにつながることが
認識されている。

相関を含む定量化
定量的な確率および影響度を用いることによ
り、様々な次元について、いかなる統計的な
信頼水準でもリスクを容易に集約できる。

リスク管理

レベル1：ばらばら

レベル2：FRCの期待*

レベル3：リスクインテリジェンス

アプローチ（受容／移転／

「直感」

選択肢に関する費用対効果分析

不確実性に関する費用対効果分析

回避／軽減）

リスクへの対応方法に関する意思決定は、し
ばしば早急に行う必要があったり、データが
存在しないため、直感に基づいて下される。

様々な選択肢を特定した上で、最終候補リ
ストに基づき、定性的におよび可能な場合は
定量的に費用対効果分析を実行している。

費用と効果および残余リスクエクスポー
ジャーに関する不確実性を含め、定量的な
費用対効果分析を実行している。

事後的なモニタリング

リスクレジスターへの追加
リスクはリスクレジスターに追加され、リスク
レジスターは、定期的な全体点検の一部とし
てまたは要求を受け次第、レビューおよび更
新されている。

経営層の会議の一部として
主要リスクは、経営層が満足できる形で解決
されるまで、経営層の会議の一部として議論
される。

リスクアペタイトに照らした追跡および対応
の選択肢の再検討
リスクエクスポージャーは、リスクアペタイト
に照らして継続的に追跡およびモニタリング
され、必要に応じて当初の対応の変更が選
択される。

* 執筆時（2015年8月）における、FRCの意図に関するデロイトの最善の解釈
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