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戦略的リスクは独自の脅威と機会を保険会

社にもたらす 
急速に変化し、ますますデジタル化する今日の経済におい

て、個別企業や業界全体が、技術や経済活動、消費者の選

好の著しい変化傾向によって混乱に陥る可能性や、場合に

よっては消滅する可能性さえ高まっています。 
 

保険は、そうした「戦略的リスク」に直面している多くのセクター

の1つです。デロイトアドバイザリー1は戦略的リスクを、企業

のバリュー・プロポジションや根本的なビジネスモデルの中

核にある前提を危うくすると考えられる新興の脅威と定義し

ています2。しかしながら、戦略的リスクにはプラスの裏面も

あります。というのも、それを予期して適時に適応できれば、

新たな環境で生き延びるだけでなく繁栄する機会が生まれる

からです。これに対し、混乱のリスクの兆しを発見し損なった

り、警戒信号を無視したりすると、先を見越したプレーヤーに

対する競争力を維持することが極めて困難になるでしょう。 
 

今日の経済と社会では、変化のスピードが速まっているた

め、保険業界でも、安泰と感じる領域の外に出て、商品の開

発、保険引受および価格設定方法のほか、潜在顧客へのア

プローチ、顧客へのサービスおよび適切なスキルを備えた人

材の採用に関する方法を変革する準備を行おうとするリーダー

が増えると見込まれます。 
 

保険会社は、革新的技術や新たに参入する異業種からの競

合者に対して、より効果的に対応するために、包括的枠組み

として戦略的リスク管理（SRM）を採用することを検討すべき

です。この枠組みは、保険会社が、混乱のリスクが持つ潜在

的なマイナス面を管理するのに役立つだけでなく、結果とし

て生じる機会を活用する準備を入念に整えることにより、急

速な成長を達成するのにも有用となるでしょう。 
 

保険会社が直面する混乱の脅威は著しい変化をもたらす可

能性があるのに対し、SRMへの移行は根本的な変更ではな

く、実質的には、保険会社のリスク管理が自然に次の成熟段

階に進むことを意味します。 
 
 
 
 
 
 
 

1 本文書において「デロイトアドバイザリー」とは、監査およびエンタープライズリスクサービスを提供するデロイト＆トウシュ LLP、フォレンジック、紛争解決およびその他のコンサルテ

ィング・サービスを提供するデロイトファイナンシャルアドバイザリーサービスLLP、ならびにその関連会社で、多岐にわたるアドバイザリーおよびアナリティクス・サービスを提供す

るデロイトトランザクションアンドビジネスアナリティクスLLPを意味します。デロイトトランザクションアンドビジネスアナリティクスLLPは、公認会計事務所ではありません。これらの

事業体はデロイトLLPの別個の子会社です。デロイトLLPおよびその子会社の法的構造の詳細な説明については、www.deloitte.com/us/aboutをご覧ください。公的会計の規則

および規制により、証明業務のクライアントには一部提供できないサービスがあります。 
2 Deloitte Development LLC, "Deloitte on disruption: Changing course in a disruptive world（混乱に関するデロイトの見解：混乱する世界における軌道修正）," October 2014. 
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戦略的リスク管理の相違点

どんなリスク管理の手法であれ、その基本的な目的は、将来の脅威を予期して潜在的損失を防止するか、少なくとも最小化す

ることにあります。保険会社は、他のほとんどの業種と異なり、潜在的な最悪シナリオの評価とその対応を検討してきており、

リスク管理がすでに保険会社の中核機能となっています。実際、保険会社は、ますます複雑化する事業環境に対処するた

め、より高度なデータ分析ツールや技術を組み込んで、保険引受、価格設定、および保険金請求管理の支援を強化するとと

もに、投資リスクをヘッジすることで、社内のリスク管理実務を改善し続けてきました。

しかしながら、保険会社が従来行ってきたリスク管理は、主に以下に焦点を合わせていました。

1. 保険会社が引き受けるリスク

2. 潜在的損失を補填するための準備金の十分性と再保険の適切性

3. 投資ポートフォリオのリスク管理

近年、多くの保険会社が（そのクライアントの多くとともに）、従来のリスク管理の限界を克服し、損失管理能力を拡大するため

に、より広範囲のエクスポージャーとステークホルダーを含む統合的リスク管理（ERM）を採用してきました。デロイト トウシュ 
トーマツ リミテッド（DTTL）の2015年グローバルリスクマネジメントサーベイによれば、回答のあった保険会社の95％がERM
プログラムを実施しているか、もしくは導入の途上にありました3。 

ERMは、保険会社が、個々の事業単位を超えて、為替変動や政治リスク、レピュテーションリスク、コンプライアンスに関する

課題といった全社的なエクスポージャーを、識別、測定、軽減する総合的な仕組みの策定を可能にします。

しかしながら、従来のアプローチであれERMのアプローチであれ、その目的は、過去のデータに依拠して将来のリスクを軽減

する戦略を策定することにより、通常の業務過程で発生する可能性のある、明確で理解可能かつ測定可能なリスクから会社

を保護することにあります。こうした従来型の損失管理プログラムは、保険会社の核心的なバリュー・プロポジションや基本的

なビジネスモデルに混乱を引き起こす、予測や測定、最小化が総じて困難な戦略的リスクに対応するようには設計されていま

せん。このことはDTTLの2015年グローバルリスクマネジメントサーベイの結果によっても裏付けられており、回答した保険会

社10社のうちほぼ4社が、新たなリスクや新興リスクの識別と管理は、極めて、または非常に困難であると述べました4。これ

は、今まで多くの保険会社で戦略的リスクが無視されてきた主因の1つである可能性を示しています。 

3  “Global risk management survey, ninth edition（グローバルリスクマネジメントサーベイ、第9版）,” Deloitte University Press, May 13, 2015. 
   参考和訳は”保険ERMとグローバルな金融環境変化への対応「グローバルリスクマネジメントサーベイ第9版」より”を参照。  
   http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/fi-ins-globalrisk.html 
4  前掲書 

ERMプログラムはもともと、保険会社のバリュー・プロポジ

ションやビジネスモデルに混乱を引き起こす、予測や測

定、最小化が総じて困難な戦略的リスクに対応するように

は設計されていません。

http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/fi-ins-globalrisk.html
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さらに、このような全社的なエクスポージャーの所管部署は、往々にして不明確です。戦略策定の責任者の権限になるので

しょうか。それとも、戦略的リスクを検証し対応策を策定するのは、上級経営者と取締役会の責任なのか、または事業部門管

理者の責任なのでしょうか。以下で述べるように、保険会社がこうした疑問を解決し、混乱を引き起こす可能性のある脅威に

対処するには、SRMの考え方および実施体制を組み入れることが不可欠となります。 

認識と対応の取り組みを妨げる別の要因として、保険会社は、付保可能なリスクの管理および収益化においては相当の専門

能力を習得してきたものの、利益計画目標達成のために、主に通常の業務過程で発生するものに、最大の下方リスクを加え

て測定されたエクスポージャーを一般に取扱っていることがあります。では、事業分野の外部で、さらには業界さえ超えて発生

し、商品やサービスの発想、販売、アクセスまたは維持の方法に関する変化として現れるリスクについてはどうなのでしょうか。

そうした混乱が進んだ場合、特定の保険会社の中核的機能やビジネスモデルの価値が毀損したり、場合によっては消滅する

可能性があります。さらに、業界全体の存続可能性さえ脅かされることもあり得ます。企業存続に関わるこれらの脅威は、新

しい手法であるSRMの対象範囲に含まれます。 

戦略的リスクの認識と管理の失敗によって生じ得る結果を示す事例は、様々な業種に数多く存在します。典型的な事例の1
つはビデオ・レンタル業の混乱であり、かつて業界リーダーであったブロックバスターの劇的な破綻に至りました。同社は、大

型のレンタル店で、近隣のターゲット層に基づく地域向けの映画の品揃えを含めた、幅広い種類の映画を提供するという差別

化された戦略により急成長を遂げました。ブロックバスターによるビデオ・レンタル市場の支配は、ネットフリックスが革新的な

方法を発見するまで続きました。その革新的な方法とは、顧客がオンラインで映画を選ぶことを可能にし、選んだDVDを自宅

に郵便で直接配達するというものでした。デロイトの総合研究センター（Center for Integrated Research）のマイケル・レイナ

ー所長は、ERMに関する新刊書5の担当章で次のように指摘しています。「ブロックバスターが消滅したのは、内的な事情に

関連するリスクに取り組まなかったためではない。外的な事情における特定のリスク、具体的には自社の戦略および戦略に

とってのリスクを正確に評価しなかったためである。」

その後、ネットフリックスは、インターネットを通じて映画やテレビ番組を直接顧客にストリーミング配信するとともに、他社の作

品を配信するだけでなく自社コンテンツを製作することにより、自身の戦略的リスクを克服しました。

ブロックバスターの事例は、戦略的リスクの性質と源泉を浮き彫りにすると同時に、SRMが以下の2つの点でオペレーショナル

リスクおよび統合的リスク管理と異なっていることを示しています。

• 第一に、SRMは主として、混乱を引き起こす可能性、および競争上の巨大な脅威をもたらす可能性のある社会的、技術的お

よび／または経済的な変化に対処します。

• 第二に、恐らくSRMの最も重要な相違点は、従来のリスク管理やERMは、総じて潜在的な上方リスクには対処しないのに対

し、戦略的リスクは、効果的かつ適時に織り込んだ場合、著しい成長と差別化を達成する機会をもたらすことも多いという点、

つまり、通常「裏面」を持っているということです。

5  Michael E. Raynor, “The Risks ‘of’ and ‘to’ a strategy: The case of Blockbuster and the need for strategic flexibility（戦略「の」および 
戦略「にとっての」リスク：ブロックバスターの事例および戦略的柔軟性の必要性）,” Enterprise Risk Management: A Common Framework 
for the Entire Organization, Butterworth-Heinemann; 1st edition (September 2015). 

保険会社にとっての課題は、企業存続に関わる脅威が

自身の業界に存在することを認識する体制や、認識次

第、迅速かつ効果的に対応する体制が整っているかどう

かという点です。 
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保険会社にとっての課題は、同様の企業存続に関わる脅威が自身の業界に存在することを認識する体制や、認識次第、迅

速かつ効果的に対応する体制が整っているかどうかという点です。保険会社は、商品設計、顧客との関係、および／または

サービス提供に関する方法についての前提を損なう「仮定的な」シナリオが、自身の事業環境で形成されつつあるかを調べ、

それに対応すべきです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険会社が戦略的リスクの予期や管理を改善する方法を検討する話題に移る前に、目下、保険業界に生じつつある問題を

いくつか取り上げます。 

戦略的リスクは、効果的かつ適時に織り込んだ場合、著し

い成長と差別化を達成する機会をもたらすことが多いという

点、つまり「裏面」を持っています。 
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保険における戦略的リスク： 
混乱への対処 

 
 
 

新興の技術や文化の変化は、混乱要因となる可能性がある

多くの戦略上の問題を保険業界にもたらします。その中には

すでに顕在したものがある一方、まだ兆候にとどまるものも

あります。以下では、様々なタイプの保険会社が直面する戦

略的リスクの例証的な事例をいくつか示します。 
 
すでに顕在化し、自動車保険会社の従来のビジネスモデル

を覆す恐れのある戦略的リスクの1つは、テレマティクスに基

づく利用ベース保険（usage-based insurance）商品の導入

です。様子見を続けたり、適切な対応を怠った保険会社は、

最重要のリスクに関して、リアルタイムで運転の監視を許容

するドライバーに割引を提供する保険会社との競争に負ける

可能性があります。 
 
数社の大手保険会社は、テレマティクス・プログラムですでに

大きく前進しており、車載監視装置から収集されたデータを

分析して、保険引受モデルや価格設定モデルおよびマーケ

ティング戦略や顧客サービス戦略を見直しています。多くの

小規模保険会社は、この戦略上の脅威に対応する目的で、

保険数理的な観点から自身のテレマティクスの取り組みを実

行可能にする最低限必要な量の情報を第三者から収集して

います。 
 
保険会社がテレマティクスの流行に飛び乗るか否かにかか

わらず、利用ベース保険は、すべての自動車保険会社が織

り込む必要のある戦略的リスクです。保険会社が自動車保

険の標準的なリスクのモデル化の手法を堅持した場合でも、

このことは変わりません。実際、利用ベース保険を採用しな

い保険会社は、テレマティクスを採用した保険会社との間

 

の安全運転ドライバーの獲得競争が熾烈化する中で、利

用ベース保険を好まない消費者層から利益を上げること

が課題になると見込まれます。 
 
再保険者のビジネスモデルが現在課題に直面している、

近年注目すべき戦略的リスクの別の事例は、従来と異な

る源泉から新たな資金が歴史的な水準で損害保険業界に

流入していることです。そうした流入として特筆すべきは、

ハイリターンと低相関のリスクを求める機関投資家や個人

投資家に販売される保険リンク証券（ILS）によるもので

す。その影響によりすでに混乱が生じており、結果として

生じた供給過剰を受けて、再保険者は保険料を引き下げ

て競争力を維持するか、影響を受ける市場から撤退する

かの対応を迫られています。 
 

アナリストは、大規模災害による多額の損失が発生した場

合、そうした代替的な資金提供者が長期的に持続可能か

どうかについて懸念を示しています。しかし、ILSや他の源

泉の成長が現在のペースで続くとすれば、再保険業界の

再編が加速される可能性があります。その一方で、こうし

た趨勢が再保険者に成長の機会を生み出す可能性もあり

ます。少なくとも、「勝てない相手ならそちらに付こう」という

意図でILSを発行し、混乱を活用する柔軟性と十分な態勢

を備えた再保険者についてはそう言えます。 
 

以下では、短期的・長期的に混乱への対処という課題を

保険業界に突き付ける可能性のある戦略的リスクの兆候

をいくつか取り上げます。 
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顕在化しつつある戦略的リスク その1： 
技術、文化の変化がもたらす保険会社への影響 
将来を見越した場合、テレマティクスは、自動車保険会社が

直面する混乱を引き起こす、戦略的リスクの一事例にすぎ

ず、恐らく最も並外れた事例として無人自動車の開発が挙

げられます。こうした自動運転車は、感知装置によるブレー

キ操作や衝突防止装置など様々な安全技術の急速な進歩

によって可能になったものですが、個人自動車保険の価格

を大幅に低下させ、恐らくいずれはその市場の存続さえ危う

くする可能性や、少なくとも必要な保障の種類に大幅な変化

をもたらす可能性があります。 
 
自動運転車は、個人自動車保険事業の基本的価値を危うく

する可能性がある一方、この新技術が保険引受や価格設

定、保険金請求に与える影響を織り込んで、最も効果的に

保障範囲を修正する保険会社にとっては、この戦略的リスク

が機会を生み出す可能性もあります。一部の保険会社で

は、自動運転車の事故が、運転をしなくなった所有者ではな

く、むしろ、メーカーやソフトウェア会社の責任になる可能性

を踏まえて、製造物責任保険の分野に進出することを検討

することさえあるかもしれません。 
 
少なくとも、自動運転車のために使用される安全技術は、損

害頻度（その使用により、事故の発生件数が減少した場合）

と重大度（そうした車両を制御する高性能の装置の取替費

用の上昇に伴い、破損修理費用が増大した場合）に大きな

影響を与える可能性があります6。 
 
さらに、「シェアリング・エコノミー」として知られるより広範な

輸送システムの潮流が、急速に拡大して主流になりつつあり

ます。例えば、ウーバーやジップカーは、通勤者が自動車を

所有する代わりに他人の自動車に乗ることを選択できるサー

ビスを提供しています。その結果、路上を走る被保険自動車

の数や個人自動車保険の需要が減少する可能性がありま

す。そうした「共用自動車」を対象とする損害賠償保険を巡る

問題は、すでに多くの州で立法者から提起されており、自動

車保険会社にとっては、商品設計や保障範囲を見直す機会

や、新興の輸送提供業者向けの新保険を発売する機会が

生まれています。 

一方、保険会社は、「モノのインターネット（ Internet of 
Things）」として広く知られるセンサーベース技術によって引

き起こされる更なる混乱に目を光らせる必要があります。こ

の技術では、監視装置がより多くの種類の機械や財産、そし

て人間にさえ取り付けられるため、自動車保険をはるかに超

える大きな影響を与える可能性があります。リアルタイムで

監視する技術は保険の境界線を超えることを可能にし、まっ

たく新たなリスク評価方法を生み出し、カスタマイズされた保

険商品を個人顧客に提供することを可能にします。こうした

「接続された」社会の出現は、最終的に住宅保険、生命保

険、医療保険、企業保険のビジネスモデルに影響を与えると

みられます。 
 
顕在化しつつある戦略的リスク その2： 
医療の進歩の加速 
混乱を生じさせて保険会社に影響を与える可能性が高い、

別のイノベーションの事例は、医療と技術の目覚ましい進歩

です。過去1世紀にわたり、より効果的な診断ツールや医薬

品、治療プロトコールの出現が平均寿命の伸びに寄与して

きましたが7、イノベーションのペースが混乱を引き起こす段

階に入ったのは恐らく現在が初めてであり、生命保険、医療

保険及び年金保険の保険引受モデルや価格設定モデルに

不確実性を生み出しています。 
 
ヒトのゲノム配列決定（遺伝子検査）やリアルタイムで生命に

関わる健康データを追跡するウェアラブル・フィットネス・デ

バイスの進歩を受けて、生命保険会社や医療保険会社は、

より高度かつ実証的なリスク評価を採用するようになると見

込まれます。こうした進歩がもたらす全体的な影響は、保険

会社が、より精密なリスク・クラスを設定し、現在の保険数理

モデルの誤差範囲を縮小することを可能にすると同時に、最

終的には価格設定戦略の有効性を高め、収益性を改善す

るという意味でプラスに働くと思われます。 
 
さらに研究者は、各人に合わせてカスタマイズでき、より効

果的に疾患を治療するのに役立つ医療の原型をすでに開

発しつつあります。「個別化医療（personalized medicine）」
として知られるこうした進歩は、様々な治療段階で患者の個

人的な特性やニーズ、選好に応じて医療をカスタマイズする

ことを目的としています8。 
 
 
 

6  “Self-Driving Cars and Insurance（自動運転車と保険）,” Insurance Information Institute, February 2015. 
7  John Lechleiter, “Extend Life Expectancy and Reduce Deaths? Yes We Can!（平均余命の延長と死亡者数の低減は可能か？やればできる）” 

Forbes.com, May 22, 2012. 
8  “Paving the Way for Personalized Medicine, FDA’s Role in a New Era of Medical Product Development（個別化医療への道を開く、医薬品

開発の新世紀におけるFDAの役割）,” U.S. Food and Drug Administration, October 2013. 
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加えて、三次元（3D）印刷（「付加製造」とも呼ばれます）の

登場により、医師による人工装具やインプラントのカスタマ

イズが想定できるまでに可能性が広がっており、さほど遠く

ない将来、人工的に移植用臓器を作り出す可能性も秘めら

れています9。理論的には、従来の治療プロトコールよりも

低コストでそうした成果を達成することが可能です10。 
 
このような医療の進歩は何百万人もの病人や負傷者に恩

恵をもたらします。その一方で、継続的に寿命が伸びること

により、生命保険の基礎をなす死亡率の前提や、寿命に左

右される年金の中核をなす所得保証の経済性が影響を受

ける事態に、保険会社はどのように対処して順応するので

しょうか。 
 
 
顕在化しつつある戦略的リスク その3： 
保険販売を巡る新たな競争 
米国の保険販売は従来、代理店を使った販路に加え、イン

ターネット、電話、さらにはダイレクトメールも使用した保険

会社自身による直接販売が大部分を占めていました。しか

し、インターネット販路の拡大に伴い、多くの保険種目で販

売状況が変化しています。最も顕著なのは自動車保険で、

インターネットによる顧客への直接販売が、第三者の収集

サイト（aggregators）を通じて引き続き拡大しています。同

時に、オンライン検索エンジンなど新たなプレーヤーが参入

して、市場をさらに混乱させる脅威となっており、オンライン

商品小売業者もやがてそれに続くものと思われます。 
 
さらに、英国市場では混乱を引き起こす多くの競争相手が

登場しており、同じことが米国でも発生する可能性がありま

す。そうした例としては、ピアツーピア保険（消費者がリスク

を共有したり、グループとして第三者の保険を購入したりす

るために、オンライン・ソーシャル・ネットワークに参加した 

り、自身のソーシャル・ネットワークを立ち上げたりします）、

（価格中心ではなく）価値に基づく比較を行うウェブサイト、さ

らにはソーシャル・ブローカー（若年の安全運転ドライバーな

どの消費者グループの代理人として保険の交渉を行う、新し

いタイプのオンライン仲介業者）の登場が挙げられます。 
 
上記のような競争相手が参入した場合、保険会社がそれま

で販売システムに対し有していた支配が奪われたり、少なく

とも弱まったりして、場合によっては保険者と顧客の結び付

きに混乱が生じる可能性があります。さらに保険者は、オン

ライン・ショッピングや他の業種におけるカスタマー・エクスペ

リエンスによって培われたハイテクに精通した顧客の高い期

待に応えることを余儀なくされる可能性が高くなります。 
 
以上に挙げた事象は、保険会社にとって混乱の影響を有す

る戦略的リスクの独自の性質と源泉を理解するための少数

の事例にすぎません。保険会社は、重大な戦略的リスクとな

る可能性のある、新たな動向や展開を全て把握するために、

そして、生じ得る結果を緩和するとともに、それらのリスクが

提示する潜在的な機会を捉える準備をより適切に整えるた

めに、体系的かつ先見性のあるSRMのアプローチを採用す

ることを検討すべきです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  C. Lee Ventola, “Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses（3D印刷の医学的応用：現在の用途と予想される用途）,” NCBI, October 2014. 
10  前掲書 

保険会社は、重大な戦略的リスクとなる可

能性のある、新たな動向や展開を全て把

握するために、そして、生じ得る結果を緩

和するとともに、それらのリスクが提示する

潜在的な機会を捉える準備をより適切に

整えるために、体系的かつ先見性のある

SRMのアプローチを採用することを検討す

べきです。 



保険における戦略的リスク管理  待ち受ける荒波を乗り越える  

 

11  

潜在的な混乱の管理：SRMの枠組み 

 
 
 

SRMプログラムを確立した保険会社は、そうでない競争相手に対して多くの優位性を享受できると思われます。まず、混乱の

可能性のある展開の兆候をいち早く発見できるはずです。さらに、SRMに基礎を置く保険会社は、変化する競争環境に合わ

せて自身の製品、サービスやビジネスモデルをより効果的に変更できるはずです。最後に、そういった保険会社は、急速に

変化する市場環境で生き延びるだけでなく成功できるという、優位な立場を享受できます。 
 
したがって保険会社は、二重の性質を持つ戦略的リスクを軽減・活用するためのツールや、手法スキルを備えたモデル・フレー

ムワーク（図表1参照）の作成方法の検討に着手すべきです。以下の説明では、保険会社が新たな設計図を活用して、SRM
に関する強固な基礎を確立する方法を取り上げます。 

 
 

図表1：SRMの導入 
 
 

SRM能力の確立 
 

リスク検出のための

SRMの統合 

 
シナリオに基づく 
行動計画の作成 

 
意思決定を強化する認知

ツールの活用 
 

リーダーの特定 
 
リスクアペタイトにおけ

る戦略的リスクの影響

の位置付け 
 
顕在化しつつある戦略

的リスクに対し、早期警

戒信号を発するリスク

検出ツールの活用 

最高経営幹部と取締役

会が、会社の直面する

主要な戦略的リスクを

常時掌握するのに役立

つリスク検出システムの

構築または強化 

新たに設置された戦略

的リスク監視委員会

が、上級経営者と取締

役会からのインプットや

承認に基づいて作り上

げる行動計画の作成 
 
準備の万全性をテスト

するための定期的な模

擬訓練の実施 

経営幹部が様々なシナ

リオに基づく自身の意思

決定の強みを検証する

のに役立つ、コンピュータ

に基づくシミュレーション・

モデルの活用 
 
戦略的リスクの評価を

妨げる可能性のある認

知の罠を浮き彫りにする

ために、フィードバック・

ループの継続的な運用 
 
意思決定を強化し、バイ

アスの影響を極力なくす

是正プログラムの導入 



12  

 
 
 
 
 
 
 

SRM能力の確立 
多くの保険会社が、既存のリスク管理部門内の能力強化と

してSRMを確立できるのなら、それに越したことはありま 
せん。実際、ERMをすでに進めている保険会社や、最高リ

スク責任者（CRO）もしくは同等職（右記参照）を任命してい

る保険会社は、一からやり直す必要はないと思われます。

それは、SRMはリスク管理の成熟過程においてもう一歩進

化した段階であると考えられるからです。SRMは、高度な 
データ・アナリティクスや予測的なモデル化など、ERMのた

めにすでに構築された組織のインフラやプロセスを活用し

ながら、保険会社のバリュー・プロポジションやビジネスモ

デルに混乱が生じる可能性のある存続リスクに焦点を絞る

ことができます。 
 
既存のERM部門やCROを持たない保険会社は、経営幹

部および事業部門責任者から構成されるSRM専門のチー

ムの設置を検討すべきです。その責任者には、先を見越し

つつ、体系的かつ総合的に戦略的リスクへ対処するため

の取り組みを、組織し実行するのに不可欠な経歴とスキル

セットを有する者が就くべきです。SRMに係るリーダーの役

割は、会社の内部構造や文化に応じて、CRO、最高財務

責任者または最高戦略責任者等、様々な者が担うことがで

きます。 
 
その目的は、保険会社が戦略的リスクに対する認識を深

め、当該リスクをより迅速に発見してそれに対処するため

に規律あるアプローチを構築し、さらには経営幹部レベル

や取締役会にまで幅広くSRMに関する議論の場を広げる

ことにあります。 
 

SRMの取り組みを効果的に管理するには、最高経営責任

者をはじめとする経営陣の強力な同意とサポートが必要と

なります。SRMに関する取組みの推進者の主要な責任

は、戦略的リスクの枠組みを組織全体になじませること、実

務的なビジネス用語を使ってSRMを周知すること、および

潜在的な混乱のリスクが戦略計画の中心となるように主要

な利害関係者との関係を構築することです。 

 
最高リスク責任者の役割の格上げ 
SRMの取り組みで教育担当者、オーガナイザー、推進者の役割を担うのに最適な候補

の一人は最高リスク責任者（CRO）です。多くの保険会社はすでにCROを導入しており、

そのような場合、従来のように業務上の懸念のみに注力するのではなく、より戦略的な

役割へとCROを格上げすることが可能になります。 
 
過去10年、包括的なリスク管理がますます重視されるようになるのを受けて、より広範な

エクスポージャーに対してより総合的に識別・対応するために、専任のCROを任命する

保険会社が増加しました。しかしながら、CROの役割はこれまで、事後対応や業務運営

が中心とみなされ、伝統的な世話役や運営者の役割（図表2参照）に著しく偏っていまし

た。さらに、多くの保険会社では、CROは独立の役職ではなく、往々にして副次的な役割

として最高財務責任者（CFO）などによって兼任されていました。 
 
しかしながら、経済状況の進展、規制当局の期待の拡大、コーポレート・ガバナンスの厳

格化の傾向、技術進歩、およびSRMの登場は、CROの役割をより密接にカタリストやス

トラテジストの役割に整合させるニーズや機会を生み出しました。 
 

CROの機能は強化され、保険契約者への債務や会社の健全性に備えるために資本を

保護するにとどまらず、リスク情報に基づく戦略的な意思決定の習慣を浸透させるため、

保険会社のビジネスモデル、市場のダイナミクス、さらには会社の文化といった核心部分

にも取り組んでいく可能性もあります。リスク管理者の視点を通してすべての戦略的意思

決定を評価することは、コーポレート・ガバナンスに全く新たな次元を付け加え、保険会社

が市場や財務に関して、従来以上に情報に基づいた選択を行うのに資する可能性があり

ます。 

 
CROの機能は強化され、従来の責任を

超えて、リスク情報に基づく戦略的な意

思決定の習慣を浸透させるために、保険

会社のビジネスモデル、市場のダイナミ

クス、さらには会社の文化といった核心

部分にも取り組むべきです。 
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保険会社のSRMの取り組みを構築し指揮する責任者を任命した後の重要な課題は、会社のリスクアぺタイトフレームワーク

の中における、戦略的リスクに関する現在の理解を図表に描いてみることです。戦略的リスクの影響の測定は厳密に科学的

なものではない上、場合によっては過去の先例が存在しないこともあり得ることを踏まえると、この課題には、会社が直面する

可能性のある混乱のリスクの性質を正しく評価するために、会社の現在のリスク・プロファイルに関するより深い理解および豊

富な業界経験が必要となります。DTTLの2015年グローバルリスクマネジメントサーベイによれば、回答のあった保険会社の

ほぼ53％が、戦略的リスクに係るリスクアペタイトを定義する取り組みを極めてまたは非常に困難であると特徴付けました

が、この課題を少なくともやや困難であると考える回答者を含めると、その比率は88％と非常に高くなります11。 
 

しかしながら、混乱を引き起こす、若しくは引き起こす可能性のあるリスクがもたらす幅広い影響についてブレーンストーミング

を行うことで、存続に関わる潜在的な脅威や、よりプロアクティブな対応方法について検討を始める枠組みを、経営陣や取締

役会メンバーに提供することが可能となります。 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 “Global risk management survey, ninth edition（グローバルリスクマネジメントサーベイ、第9版）,” Deloitte University Press, May 13, 
2015.参考和訳は”保険ERMとグローバルな金融環境変化への対応「グローバルリスクマネジメントサーベイ第9版」より”を参照。 

  http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/fi-ins-globalrisk.html  

図表2：保険会社のCROの4つの機能 

ストラテジスト 
リスクリミットを成長目標に関連

付け、全社的投資に対するリス

ク調整後資本のアプローチを支

持し、リスク軽減と資本のソリュー

ションに対する創造的なアプロー

チを維持する。 

カタリスト 

アプローチや戦略に関して商

品、価格設定、運用の各部

門を積極的に関与させること

を含め、リスク重視の文化を

確立・維持する。 

世話役 

リスクの定義、尺度、哲学、選好

度、限度、アプローチ等のリスク

フレームワークを管理し、内外の

ステークホルダーとの意思疎通

を図る。 

運営者 

再保険、ヘッジ、資産負債管

理および資本管理プログラ

ムの執行に関する、部分的・

全体的な説明責任を含め、

継続的なリスク測定・報告を

監督する。 

リスク 
機能 

http://dupress.com/articles/global-risk-management-survey-financial-services
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/fi-ins-globalrisk.html
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まず初めに、SRMチームは、顕在化しつつある戦略上の

脅威の兆候を発見するための探知能力を構築すべきで

す。この能力が発達した時点で、保険会社は、混乱をもた

らす可能性のある戦略上の課題を特定するために、アウト

サイド・イン（外から内へ）のリスクの捉え方をステークホル

ダーに提供することを目的とした、リスク検出（ risk 
sensing）などの高度なツールを採用することを検討すべ

きです。このツールは、主流メディア・ソーシャルメディアの

情報源からもたらされる広範な構造化・非構造化データを

体系的に使用して、顕在化しつつある混乱のリスクを示唆

する前兆や傾向を特定できます。 
 
保険会社のリスク報告書においては、識別された戦略的リ

スクに係るプラス・マイナス両方の潜在的な影響を評価す

る、SRMに関するパートを拡充させるべきです。そのため

には、経済環境、技術的変化、人口動態変化、競争相手

の活動、および保険業界の動向など、外部に関する情報

に関する厳密な分析が必要となります。 
 
 
シナリオベースの行動計画の作成 
SRMチームは、最優先の戦略的リスクを識別した後は、

人間の経験や判断と、高度なアナリティクスや予測的なモ

デル化などの先進技術を組み合わせて、個々のリスクに

ついてさらに掘り下げ、各リスクに関わる脅威と機会の評

価を行う必要があります。 
 
財務やその他の統計的観点から影響を測定するのが困

難なリスクについては、モンテカルロ・シミュレーション12な

どのツールの使用が最適な結果を算出することに役立ち

ます。また生命保険会社は、生命保険や年金商品につい

てリスクベースのシナリオを作成する際に、すでに使用し

ている確率論的モデル化の手法を活用することもできま

す。こうしたツールでは、リスク・アナリティクスの専門家か

ら提供されるインプットを用いて、現実の状況が財務に与

える影響をシミュレーションできます。結果は発生確率とと

もに算出されるため、経営陣や取締役会が異なる条件下

における様々な結果の重大度を視覚的に捉えるのに役立

ちます。 

最優先の戦略的リスクに関するシナリオが記載されたSRM
報告書は、経営陣と取締役会が潜在的な結果について議論

し、脅威と機会を管理するための選択肢を熟慮するために、

定期的に開催されるフォーマルな会議の一部として組み込

むべきです。戦略的リスクは二重の性質を持つことから、保

険会社は、リスク軽減戦略と商業化戦略をどちらも含んだ両

面的なアプローチを策定することが必要になります。 
 

SRMチームと最高経営幹部にとっての課題は、個々のシナリ

オに対する最適な対応を設計するのに役立つソリューション・

マトリックスを検討することです。さらに、経営陣全体にシナリ

オベースの行動計画を配布することも重要です。経営陣はそ

の後、戦略的リスクが発生または悪化した際に会社の体制

が整備されていることを確実にするため、定期的なシミュレー

ションに参加し、明確な前提に基づいた各シナリオについ

て、対応を設計し検証することに関与することもあるかもしれ

ません。競争相手が採用する可能性がある対応策について

も検討できるコンピュータベースのシミュレーション・モデル

は、現実の状況における自社の対策の有効性を経営幹部が

評価するのに役立つ可能性があります。 
 
保険会社は、オンラインの対話式プラットフォームなどの技

術を利用して、戦略的リスクへの対応方法に関する有意義な

議論に発展させることができます。その対応を要約したり評

価するために、データ・アナリティクスのツールを活用するこ

とが可能です。こうした実務を定期的に実施することは、保

険会社が戦略的リスクに対処するためのシナリオを作成す

るのに有用です。 
 
鍵となるのは、戦略的リスクが全体あるいは一部でさえ事前

に予期されていない場合でも、発生した時点で対応できるシ

ステムが整備されていることです。 

 
 
 
 
 
 
 

12  モンテカルロ・シミュレーションとは、ランダム変数を用いて多数の試行を実行することにより、様々な結果の確率を近似的に算出するために

使用する問題解決手法です。 
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意思決定を強化するための認知ツールの活用 
どのような戦略的意思決定も、目に見えない障害、すなわち

認知バイアスまたは制度バイアスの影響を受けます。それら

は人間の本質の一部であり、ほとんどの生活分野に影響を

及ぼします。 
 
SRMの分野では、戦略的リスクを巡る不確実性の水準が高

いことを考慮すれば、そうした障害が一層大きく立ちはだか

る可能性があります。戦略的リスクのシナリオでは、少なくと

も部分的には、確かなデータや過去の経験といった、より客

観的な要素ではなく、予感や直感に基づいて決定が下され

ることがあります。人間の本質を踏まえると、そうしたバイア

スを完全に回避できる可能性は低いため、解決策は、その

影響を最小化する方法の発見にあると思われます（右記参

照）。 
 
一例として、軍隊の指揮官が採用する戦闘戦略を考えてみ

ます。指揮官は通常、予測可能なあらゆる攻撃方法や考え

得る限りの反撃に対する対応を計画しようとします。また、

現代の戦争は戦場だけで戦われるのではないため、軍隊

では、激しい肉体訓練とともに、異なる条件下の行動や対

応に係る計画とテストを行うのに、しばしば高度なコン 
ピュータ・シミュレーション技術が使用されます。 
 
保険会社にも、様々なシナリオに基づく、潜在的な戦略上の

脅威への対応をテストするために、シミュレーション・ツール

を使用する機会があります。こうしたツールは、戦略に関す

るブレーンストーミングの範囲を拡大するのに有用で、現実

の状況ではクイック・リファレンスとして機能することがありま

す。シミュレーションを行わないと、経営幹部が、右記のよう

なバイアスの犠牲となる可能性がより高くなります。また、潜

在的な戦略的リスクによる脅威を低減したり、リスクによって

産まれる機会を捉えたりするための体制を、事前に十分準

備できない可能性があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  Deloitte Development LLC, "Deloitte on disruption: Changing course in a disruptive world（混乱に関するデロイトの見解：混乱的な世界

における軌道修正）," October 2014. 

多くの経営者が直面するバイアスの例 13 

• 自信過剰（overconfidence）のバイアスがあると、そうす

べきないときに自分の直感を信頼し、自分の知識の限界

を適切に見定めることができなくなります。自分が何を知

らないのか分からず、自分が信じたことの真実性を過大

評価します。 

• 可用性（availability）バイアスがあると、最近見たり読ん

だこと（つまり最も記憶に残っていること）の重要性や蓋

然性がより高くなり、何が実際に重要なのかに関する見

解が歪められます。 

• 確証（confirmation）バイアスがあると、自分がすでに信

じていることに合致する情報に着目する傾向が強くな

り、それに一致しないと思われる情報を軽視してしまい

ます。 

• 楽観（optimism）バイアスは、すべてのバイアスの中で

最も厄介と思われるものですが、何も悪いことは起こら

ず、計画はすべて予定通りに実現するという誤った確信

を抱かせます。 

 

http://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/deloitte-on-disruption.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/deloitte-on-disruption.html
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SRMによる軌道修正 
 
 
 

 
 
 
 

経済や文化が急速に変化するこの状況の中で、事後対応ではなく先を見越して戦略的にリスクを対処することが不可避になっ

ています。革新的な技術や新たな競争のパラダイムが、急激なペースでほぼすべての事業分野に浸透し、混乱を引き起こし

ており、少なくともこの混乱が保険事業のファンダメンタルズや標準的な業務手続きの正当性に対して、かつてないほど疑問

を投げかけることが見込まれます。 
 
したがって保険会社は、従来とは異なるアプローチによって、そうした戦略的リスク事象に対応する準備を整えるべきです。保

険会社は、まず、組織全体にSRMの規律を確立することから対応を開始することができます。 
 
SRMの体制を構築することにより、保険会社は、適時に戦略的リスクを発見・管理し、軌道修正を図るプロセスを制度化する

ことが可能になります。同時に、競争相手に先んじるだけでなく、自身のビジネスモデルが無効化する恐れが生じる前に、混

乱の趨勢を捉える可能性を高めることも可能になります。その一方で、SRMは、顕在化しつつある脅威を回避するだけなく、

成長の機会を見いだすことにより、防御から攻撃へと思考を転換させます。 
 
そうしない場合、場当たり的に戦略的リスクに対処することになります。その結果、保険会社は、存続に関わる可能性のある

脅威の兆しを見逃したり、あるいは少なくとも、困難な事態を避けるだけでなく、リスクを活用するために体系的に対応する能

力が損なわれることになります。 
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