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はじめに
ここにグローバル・デジタルリスク・サーベイ 2019 の結果を皆様と共有できることをうれしく思います。インタビュー
した 160 社以上の多くが、様々な形のデジタル化あるいはデジタルトランスフォーメーションを経験しています。参加
者は皆、全く新しいビジネスモデルの構築から、人口知能（AI）、ビッグデータ、クラウドの利用によるパーソナライ
ズされた商品やサービスの創出など、今後デジタル領域で何をなしとげようとしているのか、率直に語ってくれました。
また、自分たちが抱える大きな課題、例えば、変化の速度、文化適応、サイバー脅威、スキルを備えた人材の不足、規
制遵守についても共有してくれました。新たなアイデアの着想や皆様のデジタルジャーニーにこのレポートがお役に立
つことを願っております。また、調査で明らかになった主要な課題について、皆様のご意見をお伺いするのを楽しみに
しております。

概要
顧客ロイヤルティの獲得には何年もかかるのに、デジタルの世界ではこ
の信頼が一夜にして崩れることもあります。組織はデジタル時代に変革
を行うにあたり、統制を図る方法を見つけなければなりません。このレ
ポートでは、2019 年のグローバル・デジタルリスク・サーベイの結果を
お届けします。破壊的テクノロジーの採用によって、どのような機会と
課題がリスクマネジメントにもたらされるか、グローバルな視点からお
伝えします。また、このような課題はどうすれば克服できるのか、いま
私たちが考えていることをお話しします。

私たちの目的は、新たに出現したテクノロジーの採用により「現場で」
何が起きているかに光を当て、そして、組織のデジタル戦略の実現には、
優れたリスクマネジメントが有効であることを明らかにします。そのた
め、本レポート全体に共通するテーマは、デジタル経済がもたらす商業
的機会をできるだけ広げることとしました。強力なリーダーシップ、明
確な責任の所在、生産的な行動によりこのジャーニーは加速します。

この調査にご参加いただいた世界各国のクライアントの皆様に感謝の意
を表したいと思います。知見や課題をオープンに共有していただき、あ
りがとうございました。その多くは、様々な地域や業界に共通していま
した。

スティーヴン・レイ（Stephen Ley）
グローバル・リード・パートナー、テクノロジー＆デジタルリスク

本レポートの構成

1.  破壊的テクノロジーがビジネスに及ぼす影響－組織は、破壊的
テクノロジーをどの程度採用しているか、いかに迅速にデプロ
イメントを行っているか、採用の障壁にはどのようなものがあ
るか ?

2.  デジタルトランスフォーメーションのガバナンス－組織は、破
壊的テクノロジーの採用を適切に統制しているという自信があ
るか、ガバナンスアプローチが目的に適合し、規模を拡大する
ことができると考えられるか ?

3.  デジタルトランスフォーメーションの結果として新たにリスク
が生じた領域－デジタルトランスフォーメーションの速度が上
がり、規模が拡大する中でどのようなリスクテーマが生じてい
るか ? それをどの程度重視しているか ?

4.  リスクに関わるオペレーティングモデル－破壊的テクノロジー
の採用がリスクマネジメント活動へのアプローチにどのような
影響を及ぼすか ? 

5.  リスクを管理するための破壊的テクノロジーの利用－組織は、
現在求められるスピードと規模でリスクを管理するために破壊
的テクノロジーを利用しているか ? 

6.  人材－組織は、デジタルリスクの管理という課題に対応するた
めに、どのようなスキルセットを求めているか ?
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本調査について

概要
本調査は、3 つのディフェンスライン（防衛線）のいずれかに属する経
営幹部が破壊的テクノロジーおよびそれが組織に及ぼす影響に対してど
のような所感を持っているのか測定評価しています。欧州・中東・アフ
リカ（EMEA）、北米・中南米（Americas）、アジア太平洋地域（APAC）
においてオペレーションする組織で、デジタル、トランスフォーメーショ
ン、テクノロジー、リスクおよび内部監査に携わる 166 名を対象に調査
を行いました。調査に参加した組織は、金融サービス、消費財および小
売業、通信、医療・ライフサイエンス、石油・ガス、テクノロジー等の
セクターに属しています。
 

調査方法
本調査は、デロイト LLP の委託により、2018 年 12 月から 2019 年 3 月
にかけて実施されました。

調査チームは、参加者への直接のインタビューまたはオンラインサーベ
イのいずれかにより調査を行いました。

その後、業界および主題の専門家が調査結果を分析し、共通のテーマ、
主な教訓、さらなる検討のための疑問点を明らかにしました。

属性
図 1. 調査回答者の属性

ディフェンスライン別

業界別

地域別

第 1 のディフェンスライン
（リスク関連業務以外）

金融サービス 医療関連

消費財＆小売業 通信

石油・ガス 製造業 ITその他

第 1 のディフェンス
ライン（リスク関連業務）

第 2 のディフェンスライン 第 3 のディフェ
ンスライン
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破壊的テクノロジーがビジネスに及ぼす影響
障壁を乗り越えられた者には一世一代のチャンスが待っている

企業にとって以前から望んでいたことが実現できる環境が整いつつあります。様々な方法で、かつては不可能だったこ
とをテクノロジーが可能にしたからです。皮肉なことに、多くの場合、真のデジタルトランスフォーメーションの達成
を阻む障壁は、今やテクノロジーではありません。文化、スキルセット、実行能力、リスクマネジメント能力が非常に
重要となっています。さらに破壊的テクノロジー導入にむけて、ビジネスケース［訳注：導入の根拠や費用対効果など
を示した提案資料］を作成するには、これらの要素を組み合わせる必要があります。ただ、多くの組織がいまもその方
法を検討しています。

チャンスは多いものの、大きな障壁が行く手を
阻む
あらゆる地域、業界、部門から意見が集められています－破壊的テクノ
ロジーには組織に巨大な価値をもたらす可能性があると。商品化に要す
る時間の短縮から、顧客ニーズの理解、世界規模での新たな商品カテゴ
リーの創出まで、調査回答者は、新たなビジネスモデルが巨大な商業的
価値を明らかにすることを示しています。しかしながら、そのような機
会は障壁を伴います。回答者が明らかにしたデジタルトランスフォーメー
ションを阻む障壁は、今やレガシーとなったプロセス、文化の違い（変
革への抵抗） 、人材不足、古いインフラストラクチャに及びます。

現在、最も影響が大きいのは何か ?
調査によると、全般的に、破壊的テクノロジー導入のトレンドとして、
クラウド（85%）、アジャイル開発（80%）、 アジャイルプロジェクトの
実施（77%）、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）

（76%）が挙げられました。他のテクノロジーの大規模採用は、まだ始まっ
たばかりのようです。モノのインターネット（IoT）、ロボティクス、機
械学習、ブロックチェーン、自然言語処理（NLP）などを「大規模に採
用している」という回答はすべて 10% 未満でした（図 2 参照）。

商品化に要する時間の短縮から、顧客の
ニーズの理解や、世界規模での新たな商
品カテゴリーの創出まで、調査回答者は、
新たなビジネスモデルが巨大な商業的価
値を明らかにすると言います。

デジタル化で優位性を構築する

現在のクラウド、アジャイル、API の採用レベルや採用意欲を考え
ると、リスクチームはそれぞれの技術にガバナンスアプローチを
組み込み、それが十分に理解され、このアプローチに導入の拡大
を支援する能力を具備しなければなりません。
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熱狂を超えて―どのトレンドが最も広く採用されているか ?
図 2. 採用動向の内訳－採用率別、利用タイプ別
最も採用が進んだテクノロジーとアプローチ：クラウド、アジャイル開発、アジャイルプロジェクトの実施、API など、すでに活用が進んでいる
テクノロジーやアプローチの採用率は 75% 以上でした。この 4 つは「大規模に採用した」、「特定の顧客対応業務に採用した」という回答の割合が
最も高くなっています。

次に採用が進んでいるテクノロジーとアプローチ：自動化とロボティクス、機械学習、モノのインターネット（IOT）の採用が次に多く、採用率は
50% から 75% となっています。また、このグループでは概念実証を行っている段階と回答した割合が最も高く、多くの組織がこのようなテクノ
ロジーの最も効果的な利用シーンを模索していることを示しています。

将来のプレイヤー：マイクロサービスやブロックチェーンなどのその他の技術は、採用率が最も低いという調査結果になりました。ブロックチェー
ンに関しては「実証中」が他のカテゴリーを大きく上回り、マイクロサービスに関しては、「採用した」というカテゴリーへの回答数がほぼ同じで
した。 

クラウド

採用率：

採用拡大の障壁トップ 3
• リスク選好
• ガバナンスモデルの成熟度
• 規制当局の監視
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Which regions are leading the way?
Adoption levels in each region broadly mirror the global adoption 
trends, with cloud, agile development, agile delivery, and APIs 
featuring in the top four most widely adopted trends. Cloud came 
top of the list of technologies adopted at scale across APAC and 
the Americas, with agile development techniques most common 
in EMEA. The results point to the APAC region as the leader in 
adoption of cloud technology, with the percentage of organisations 
adopting the technology at scale nearly double that of the 
Americas (see Figure 3).

What are the most common barriers 
to scaling adoption?
Diffi  culty in articulating the business case (20%) was the most 
common barrier to scaling adoption (see Figure 4). With so many 
options now available, it appears that organisations are grappling 
with deciding on how best to apply new technologies to generate 
commercial value. Perhaps tellingly, the second and third most 
popular answers related to capability maturity and lack of talent, 
both of which play a large part in being able to articulate how 
technology can be applied.

The most common barriers to 
scaling adoption are not regulatory 
scrutiny, lack of senior support or 
board acceptance, but challenges in 
articulating the business case, talent, 
capability, governance model and 
culture

APAC Americas EMEA

Cloud Cloud/Agile
Software

Development

Agile Software
Development

41% 19% 32%

Agile Software
Development

APIs/
Micro-services

Agile Project
Implementation

27% 15% 29%

APIs Agile Project
Implementation

Cloud

22% 12% 26%

Who and what is leading the way?
Figure 3. Percentage of respondents by region who have 
adopted disruptive technologies at scale
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Barriers to scaling adoption
Figure 4. Diffi  culty in articulating the business case 
stated as the most common barrier to scaling technology 
adoption
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どの地域で破壊的テクノロジーの導入が進んで
いるか ?
各地域の採用状況は概ねグローバルレベルの採用動向を反映しています。
クラウド、アジャイル開発、アジャイルプロジェクトの実施、API がト
レンドのトップ 4 という状況です。－ APAC と Americas では大規模に
採用されているのはクラウドで、EMEA ではアジャイル開発が最もよく
採用されています。APAC がクラウドテクノロジー採用で他地域をリード
しており、大規模に同テクノロジーを採用している組織は Americas の 2
倍近くになっています（図 3 参照）。

何が採用拡大の障壁になっているか
採用拡大の障壁として最も回答が多かったのは、ビジネスケースの作成
が困難（20%）でした（図 4 参照）。組織は、利用できるオプションが多
数ある中で、商業的価値を生み出すには、新たなテクノロジーをどのよ
うに適用するのがベストか模索しているようです。2 番目と 3 番目に多
かった回答は能力の成熟度と人材不足でした。どちらの要因もテクノロ
ジーの導入を大きく左右します。

どのテクノロジーの利用が一番進んでいるか ?
図 3. 破壊的テクノロジーを大規模に採用した回答者の地域別割合

テクノロジー採用拡大の障壁
図 4. テクノロジーの採用拡大の障壁として最も回答が多かったのは

「ビジネスケースの作成が困難」

障壁として最も回答が多かったのは規制
当局の監視、上級管理職のサポート不足、
役員の承認ではなく、ビジネスケースの
作成、人材、能力、ガバナンスモデル、
文化に関わる問題でした。

クラウド

アジャイル 
ソフトウェア開発

API

クラウド / 
アジャイルソフト

ウェア開発

API/ 
マイクロサービス

アジャイル
プロジェクトの実施

ビジネスケースの
作成が困難

能力の成熟度

人材不足

現在のガバナンスモデルの成熟度

文化の違い

予算の制約

処理能力の欠如

役員の承認・理解

リスク選好

規制当局の監視

上級管理職のサポート不足

該当なし

アジャイルソフト
ウェア開発

アジャイル 
プロジェクトの実施

クラウド
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How quickly are organisations able  
to convert ideas into live solutions?
The vast majority of organisations (69%) reported that they  
are struggling to take ideas to market in under six months (see 
Figure 5). Although this varies slightly between regions, with the 
Americas and APAC regions reporting quicker times taken to 
deploy along with Manufacturing and IT when looking by industry. 
However on the whole, the results indicate there are no significant 
differences across geography or industry, which implies many are 
struggling with the same challenge - how to decrease ‘time to value’ 
whilst still maintaining control.

For organisations that take six months or more to convert ideas  
into live solution the obstacles are primarily around culture  
(e.g. such as a more conservative, waterfall approach to funding 
allocation), legacy processes (e.g. manual environment provisioning) 
and lack of talent. For organisations that are able to deploy quicker, 
culture and legacy processes are less of an issue but lack of talent 
remains as the biggest obstacle to going even quicker (see Figure 6 
for the full breakdown). 

Regardless of deployment time, the results highlight significant 
opportunity for risk teams to play their part in reducing the time, 
and cost, of delivering change. Resolving underlying issues with 
delays due to risk and control requirements, security requirements, 
culture, and agile teams having to interact with non agile teams all 
provide improvement opportunities to explore. 

Just over one third of respondents (36%) report experiencing 
significant incidents due to disruptive technologies going wrong.  
Of that group, many saw more significant impact, lower frequency 
incidents arising from technologies further down the adoption 
curve (automation, blockchain) and lower impact higher frequency 
incidents with technologies being used currently (Cloud, APIs). 
Whilst there will be outliers to this observation, it demonstrates 
how the risk profile of disruptive technologies varies along the 
adoption curve. As adoption grows, the likelihood for service 
disruption increases, demonstrating the need for governance 
approaches to be scaled up in line with adoption.

Most require six months to over 
one year to imagine and deliver a 
new solution. This phenomenon is 
almost uniform among industries 
and regions.

Over 1 year6 months-
1 year

3-6 months1-3 monthsUnder
1 month

29%

40%

22%

8%

1%

Rapid deployment is rare 
Figure 5. Average time taken to convert ideas in to 
live solutions
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迅速にアイデアを生きたソリューションに変え
るには？
大多数の組織（69%）が 6 カ月未満でアイデアを商品化することに手を
焼いていると回答しました（図 5 参照）。これについては若干の地域差が
あり、Americas と APAC 地域は所要時間がより短く、業界別では製造業
と IT が速くなっています。しかし、全体として地域や業界による差が大
きくないことを示しています。これは、多くの組織が同じ課題、すなわち、
統制を維持した上で、いかに「価値創出の時間（time to value）」を短縮
できるかに頭を悩ませていることを表しています。

アイデアをソリューションに変えるのに 6 カ月以上かかる組織もありま
す。障壁になっているのは、主に文化（例えば、資金配分に関して、よ
り保守的なウォーターフォール型アプローチを採用している等）、レガ
シープロセス（例えば、人手によるプロビジョニング）、人材不足にあり
ます。迅速にソリューションを生み出している組織は、文化やレガシー
プロセスは比較的問題視していないものの、ソリューション創出に要す
る時間の短縮には、人材不足が最大の障壁となっています（図 6 参照）。

この調査結果により、デプロイメント（アイデアが生きたソリューショ
ンになる）までの時間の長短にかかわらず、リスクチームが変革に要す
る時間とコストの削減に大きく貢献していることが明らかになりました。
リスクチームはリスクと統制条件から生じる遅れ、セキュリティ要件、
文化、アジャイルチームと他のチームのやりとりから生じる問題の解決
あるいは改善を機会として、その能力を証明することができます。

回答者の 3 分の 1 強（36%）が、破壊的テクノロジーに手違いが生じて
大きなインシデントを経験したと回答しています。その多くが、採用曲
線の下方にあるテクノロジー（自動化、ブロックチェーン）から生じる
インシデントは低頻度ではあるものの影響が大きく、現在使われている
テクノロジー（クラウド、API）から生じるインシデントは影響が小さい
ものの高頻度だと回答しました。この調査結果には異常値も含まれてい
ますが、採用曲線上の各種の破壊的テクノロジーのリスク特性がいかに
多様かを示しています。採用が進むにつれ、ソリューションが破壊する
可能性が高まり、ガバナンスアプローチを高める必要性があります。

迅速なデプロイメントは多くない
図 5. アイデアを利用可能なソリューションに変えるまでの平均時間

新たなソリューションを考え出し、実現
するまでに、ほとんどの組織が 6 カ月か
ら 1 年以上を要しています。この現象は
業界や地域を問わずほぼ同じです。

1 カ月未満 3-6 カ月1-3 カ月 6 カ月 -1 年 1 年超



36%

64%

45%

41%

34%

14%

46%

18%

21%

52%

79%

21%

53%

17%

32%

15%

15%

56%

58%

40%

65%

17%

27%

10%
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リスクマネジメントチームにとっての価値創出の機会－価値創出の時間を短縮する
図 6 – 何がアイデアを生きたソリューションに変換する時間に影響を及ぼしているか（アイデアに変えるのに要する平均時間別）

6 カ月未満でアイデアをソリューションに変えられる

6-12 カ月かかる

12 カ月以上かかる

セキュリティ要件に起因する遅れ 

リスクと統制条件による遅れ

自動化の欠如

組織の文化 

ステークホルダーの理解

レガシープロセス 
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先の道を描く－組織は取り組みの重点をどこに
置くべきか ?
デジタル環境の市場力学により、規模の拡大とスピードの加速を阻む障
壁が、そのまま戦略的リスクになっていくかもしれません。このリスク
はビジネスに大きな影響を与える可能性があります。そのため、リスク
チームは、組織が障壁を乗り越えられるように安全で確実なアプローチ
で新たなテクノロジーを採用していかなければなりません。 

•  テクノロジーではなくビジネスニーズに焦点を合わせた変革－このよう
に急速にテクノロジーが変化する世界では、まずテクノロジーに焦点を
合わせるほうが簡単です。しかし、主な原動力（決定要因）は企業の変
革を求めるニーズでなければなりません。ビジネスニーズを特定した後
で、十分な調査を行い、その成果に焦点を合わせるべきです。同時に、
ビジネスケースが作成され、スキルセットを持った従業員を見つけるこ
とができます。

•  スピードを阻む障壁を理解し打ち破る―調査結果から、レガシープロ
セス、スキル不足、文化、リスクへの対処法、統制要件が、変革を行
うスピードに影響を及ぼす主要因になっているのが分かります。価値
創出の時間（time to value）への影響を考察し、ひとつずつ取り組ん
でいかなければなりません。

•  ガバナンスの枠組みに柔軟性を取り入れながら現在のテクノロジーを
優先して使用する―経営幹部は過大なリスクを抱えたくないと思って
います。しかし、事業の妨げになる、あるいはイノベーションやリス
クテイクを阻むような非効率で厳しすぎるガバナンスを望んではいま
せん。さまざまな技術が導入されるにつれて、ガバナンスとリスクマ
ネジメントは重要になります。一方で、現状で共通するリスクにも対
応しなければなりません。しかし、共通したアプローチがあれば、安
全にテクノロジーの導入を進めることができるでしょう。

デジタル化で優位性を構築する

商品化までのスピードを重要視する世界では、リスクチームにその能力を発揮する機会があります。価値創出までの時間を短縮するガバナンス
プロセスを立案し、組織に利益をもたらします。



Governance of digital 
transformation
デジタルトランス 
フォーメーションのガバナンス



Governance of digital 
transformation

Steering the ship through stormy waters

New technologies have a significant potential to augment, disrupt or replace existing business models. 
The risks brought by new technologies are likely to have a broad impact across the enterprise and 
therefore it is pivotal that businesses reflect on whether their existing governance models are fit for the 
future and able to navigate the considerable existing and upcoming volume of change. This includes 
having a firmer grasp of what the key new risk areas are, who owns these and how are they to be 
managed, monitored and mitigated.

How well defined is the concept of 
digital risk and who is being tasked 
with owning it?
With unprecedented levels of transformation occurring in many 
industries, it is not surprising that our survey results confirmed 
that digital risk is not yet well defined in many organisations. 
The majority are treating digital as an additional inherent risk driver 
for existing risk domains such as Information Security, Cyber, Data 
Privacy and Transformation. Interestingly, some respondents 
stated digital risk was well defined, but as a strategic execution risk 
(i.e. the role played by technology and data in enabling strategic 
objectives being reported at Board level), with the more granular 
operational risks remaining undefined. Another common theme 
was that those in the first line of defence tend to see digital risk as 
either a strategy or marketing risk or the stability of their digital 
channels (e.g. the mobile application), whereas Internal Audit tends 
to take a broader view and see it as cloud transformation, big 
data, and the adoption of emerging technologies such as artificial 
intelligence.

Most organisations appear to be focused on topical areas such 
as cyber and regulatory non‑compliance, which would suggest 
that they have not yet explored the end‑to‑end risk implications 
of digital transformation, which has broader implications for risk 
management than cyber, data and regulation.

Some respondents highlighted a lack of digital expertise in control 
functions as a contributory factor to the absence of greater focus, 
with organisations often relying on ‘gut feel’ of the individuals 
tasked with owning it, as opposed to a structured governance 
approach as is the case with better understood domains such 
as cyber.

The impact on risk ownership
Clearly the challenge of gaining agreement on what constitutes 
digital risk feeds through to the clarity of, or lack of, ownership 
seen in many organisations. Our survey would suggest that, in 
most organisations, it resides either in IT, strategy or marketing 
functions, or is not well defined.

33% of survey participants noted digital risk being owned by the 
Chief Information Officer (CIO) (this was the most popular response 
across all regions). 14% gave their own category such as the CEO of 
the Digital function or ownership being dependent on the scenario 
(e.g. an issue with the mobile application versus a poor customer 
outcome from a digital channel). 12% suggested that ownership is 
not clearly defined and the remaining obvious players such as Chief 
Technology Officer, Chief Executive Officer and Chief Risk Officer all 
sat around the 8% mark.

Given the broad impact of digital across many areas of the 
business, including change, suppliers, finance, real estate, strategy 
and organisation design and culture, it is advisable to have a clear 
view of where the responsibility for managing digital risk lies.

The financial services and consumer products industries were the 
only two industry sectors to mention the emerging role of Chief 
Digital Risk officer.

Governance of digital transformation
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デジタルトランスフォーメーションのガバナンス
荒波を越える

新たなテクノロジーは、現行のビジネスモデルを強化、破壊あるいは大きく転換させる可能性があります。そのリスクは、
全社に大きな影響を与えるでしょう。そのため、現行のガバナンスモデルが将来に適しているのか、このモデルで今後
の変化を乗り切れるのかを考えていかなければなりません。そのため、新たなリスクの主な領域は何か、誰が責任者と
なるか、どのようにリスクを管理、監視、緩和していくか、把握していかなければなりません。

デジタルリスクは明確に定義されているか、 
誰がその責任者の任務を負うか ?
多くの業界で、前例のないトランスフォーメーションが起きています。
多くの組織が未だデジタルリスクを定義できていないと回答しましたが、
私たちはこの結果に驚きませんでした。多くの回答者がデジタル化を情
報セキュリティ、サイバー、データプライバシー、トランスフォーメーショ
ンなどの既存のリスク領域における新たな内在リスク要因と見なしてい
ます。興味深いことに、デジタルリスクは定義されていますが、それは
戦略実行リスク（すなわち、取締役会レベルが実行する戦略に必要とな
るテクノロジーやデータ）と見なされています。また、精緻なオペレーショ
ナルリスクはまだ定義されていないという回答もありました。もうひと
つの傾向は、第 1 のディフェンスラインにいる者はデジタルリスクを、
戦略リスクもしくはマーケティングリスク、またはデジタルチャネル（例：
モバイルアプリ）の安定性の問題として捉えているということです。一方、
内部監査部門ではよりデジタルリスクを広く捉え、クラウドトランス
フォーメーション、ビッグデータ、人工知能などの新しいテクノロジー
の導入がテーマになっています。

多くの組織がサイバーや規制の不遵守といった特定の領域に重点を置い
ているようです。これは、サイバーやデータあるいは規制よりもリスク
マネジメントに対する影響が大きいとされるデジタルトランスフォー
メーションに関するエンドツーエンドリスクの検証にまでは至っていな
い、ということを示しています。

統制部門のデジタル化のための専門知識の欠如により、大きな視点が持
てなくなっているという回答もありました。サイバーのようなデジタル
の分野では、ガバナンス構築のアプローチは周囲の理解を得やすいにも
関わらず、担当者の直観に頼るケースが多くなっています。

リスクオーナーシップへの影響

デジタルリスクの定義について合意形成するには、組織内でだれがリス
クに責任を負うのか、あるいは責任の所在がはっきりしているのか、確
認する必要があります。調査結果では、多くの組織が、責任は IT、戦略
またはマーケティング部門にある、または定義されていないと回答しま
した。

回答者の 33% が、デジタルリスクの責任者は最高情報責任者（CIO）だ
と回答しました（これは全地域で最も高い割合となっていました）。14%
はデジタル部門の CEO などの独自のカテゴリーを選択し、責任者はシナ
リオによって異なる（例えば、モバイルアプリの問題やデジタルチャネ
ルから得た顧客が少なかったなど）と回答しました。12% は責任者が明
確に定義されていないと答え、最高テクノロジー責任者（CTO）、最高執
行責任者（CEO）、最高リスク責任者（CRO）と回答したのは 8% 前後で
した。

デジタル化が、変革、サプライヤー、財務、不動産、戦略、組織設計、
文化を含む多くのビジネス領域に大きな影響を与えています。デジタル
リスクを管理する責任はどこにあるのか、明確にしなければなりません。

最高デジタルリスク責任者（CDRO）と回答したのは金融サービス業界と
消費財業界だけでした。
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現行のガバナンスモデルは採用レベルに適しているか、規模を拡大できるか ?
図 7. ステージ別でのガバナンスアプローチの比較：大規模な技術導入のためのフィージビリティ

自社のガバナンスアプローチは現在のテクノロジーの導入に適していますか？

破壊的テクノロジーの導入に際して、現在のガバナンスアプローチに自信はあります
か ?

デジタル化で優位性を構築する

デジタルトランスフォーメーションの影響から、組織全体のリスクオーナー（リスク責任者）間の連携や依存関係が生じた結果、リスク改善
は妨げられ、遅くなるかもしれません。リスクチームは、ガバナンスモデルを使って適切な人材に適切な情報を与え、そして透明性と協力を
大切にする文化の中で業務を遂行していきます。

IoT

そう思わない そう思わない そう思わない

IoT

API

API

アジャイル開発

アジャイル開発

非常に
自信がある

非常に
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非常に
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What areas of the organisation 
are involved in governing digital 
transformation?
Currently 73% of respondents have their technology function 
represented on the governance body tasked with managing digital 
transformation with the Accountable Exec, Operations, Strategy, 
Risk and CISO also frequently represented (in 37% of companies). 
Only 16% of organisations have HR represented on their digital 
transformation governance body with Supply, Manufacturing, 
Logistics and Procurement being represented in under 10% of 
organisations.

Respondents noted that the key functions driving digital 
transformation governance are technology, risk and accountable 
business units (74%, 40% and 39% respectively), which might 
suggest that risk functions have a seat at the digital transformation 
table but have not yet succeeded in turning strong governance into 
digital advantage. Half of respondents suggested that they have 
limited functional representation on the governance body tasked 
with managing digital transformation (three functions or less).

7%

Only 7% of respondents feel the 
information provided to governance 
bodies to help them manage risks 
effectively is comprehensive and 
efficiently produced.

Only 15% of respondents said that 
their Internal Audit function has 
a strong impact and influence on 
governance of digital transformation.

15%

Have organisations defined what 
their appetite for risk is in the context 
of digital transformation?
Only 13% of organisations stated that they have clearly defined 
their risk appetite in relation to digital transformation. 46% of 
respondents have discussed risk appetite in the context of digital 
transformation but do not have anything formally defined or 
published, and 33% of organisations have not considered defining 
risk appetite specifically for digital transformation at all, although 
this was more common in organisations with under 1,000 people 
working on digital projects.

Are organisations using metrics to 
assess their risk exposure?
Approximately half (49%) of respondents said they are adopting 
the enterprise wide operational risk approach to defining risk 
metrics. Given the emerging risks highlighted in section 3 of this 
report, the question remains whether, in a digital environment, 
these traditional metrics provide sufficient coverage of the 
digital landscape. With only 7% of respondents saying they felt 
information provided to governance bodies is comprehensive and 
efficiently produced, there is clearly work to be done here.
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ガバナンスを担当する部署に与えられ
た情報は有効で不足がないと回答した
のは 7% にすぎませんでした。

内 部 監 査 部 門 が デ ジ タ ル ト ラ ン ス
フォーメーションのガバナンスに責任
を持っていると回答したのは 15％にす
ぎませんでした。

どの部門がデジタルトランスフォーメーション
の管理に関わっているか ?
デジタルトランスフォーメーションを管理するガバナンス組織の構成（所
属部門または役職）に関して、現在、回答者の 73% が、テクノロジー部
門を挙げています。また、担当幹部、 オペレーション（業務）、戦略、リ
スク部門および最高情報セキュリティ責任者（CISO）という回答も多く
なっています（企業の 37%）。人事部門と回答した組織は 16% にすぎず、
供給、製造、ロジスティクス、調達部門を挙げた組織は 10% 未満でした。

テクノロジー（74%）、リスク（40%）、担当事業部門（39%）がデジタ
ルトランスフォーメーションのガバナンスを推進しているという回答も
ありました。リスク部門はまだデジタルトランスフォーメーションにつ
いて検討段階にあり、デジタル化の利益を得ていないということかもし
れません。回答者の半数が、限定的にデジタルトランスフォーメーショ
ンを管理していると回答しています。（関与している機能部門は３つ以下）
だと答えています。

デジタルトランスフォーメーションの推進でリ
スク選好を定義しているか ?
デジタルトランスフォーメーションに関連してリスク選好、すなわち予
想できないリスクをどの程度取るかを明確に定めている組織はわずか
13% でした。回答者の 46% がデジタルトランスフォーメーションの過
程でリスク選好を検討してきたものの、定義付け、公表していないと答
えています。また、33% の組織が、特にデジタルトランスフォーメーショ
ンのリスク選好の定義付けを行うことは検討していないと回答していま
す。この傾向は、1,000 人未満でデジタルプロジェクトに取り組んでい
る組織に多く見られます。

顕在するリスクを評価する指標を使っているか ?
回答者の約半数（49%）が、リスク指標を定義する上で、全社的なオペレー
ショナルリスク手法を使っていると回答しました。本レポートのセクショ
ン３で取り上げている新たなリスクを考えると、デジタル環境において、
このような従来の指標がデジタル化の状況を網羅しているのか、疑問が
残ります。ガバナンス組織に提供される情報は有効で不足はないと考え
る回答者が 7% にすぎないことからも、明らかに、この領域でやるべき
ことがあります。
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回答者が明らかにしたガバナンスアプローチを改善するための 5 つの機会 

多くの回答者が、現行のガバナンスモデルを強化するための機会について、情報提供しました。最も重要なテーマは、ガバナンスモデルを分
離して運用するのではなく、デジタル戦略全般のモデルと整合性を図ることが重要ということです。以下のテーマがトップ５です。

テクノロジーの影響をダイレクトに受けないビジネス・ステークホルダーを教育する：ビジネスチームは、いつもテクノロジー
の変更が顧客体験やブランドにどのような影響を与えるのか見ているわけではありません。その影響はデータや技術的な事柄の
両方に及びます。ステークホルダーの理解を得るには、リスクを特定し、管理する能力を高める必要があるでしょう。

組織の縦割り構造を排除する：ガバナンスモデルが一面的になることや、互いにガバナンスモデルを決める責任は他のチームに
あるとの考えを避けるためには、ビジネス、テクノロジー、リスクチームが連携して取り組む必要があります。

テクノロジーの採用および実装のフレームワークを定める：回答者は、共通のフレームワークと体制を整備することが、報告に
一貫性を持たせると言います。また、テクノロジーの概念実証から大規模な導入まで、その段階に応じてガバナンスアプローチ
を強化できるようになるとも述べています。一度フレームワークを作れば、リスクマネジメントがプログラムベース（複数のプ
ロジェクトで構成される）ではなく、プロジェクトベース（プロジェクトによって差が生じる可能性がある）であっても、その
説明責任を回避できるかもしれません。

組織内の優先事項を理解する：商品化のスピードアップ、コストの削減、最新のアーキテクチャへの投資インフラストラクチャ
の寿命を延ばすなど、何を優先するか、組織内には対立があります。それを理解してそれぞれを進める必要があります。

内部監査部門の役割を明確にする：調査の結果から、デジタルトランスフォーメーションの過程でアシュアランス（保証）を担
う内部監査部門の役割が不明確だということが分かりました。内部監査部門が強い影響力を持っていると答えた回答者は 15% し
かいませんでした。内部監査部門にはスキルセットがあります。それにもかかわらず、組織はトランスフォーメーションに厳密
なルールとシステムを取り入れる機会を逃しています。
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Areas of emerging 
risk as a result of 
digital transformation

デジタルトランスフォーメーション
の結果として新たにリスクが生じた
領域



complexity of known risks

themselves attempting to manage known risks, such as cyber and data privacy, at the same time 
as trying to understand and address areas of emerging risk. As the line between business and 
technology teams continues to blur, emerging areas of risk are likely to have a greater strategic 
impact than traditional technology risks have done in the past.

What is seen as the primary source of 
emerging risk?
The overarching theme emerging from survey respondents 
is the integration of business and technology having an ever 
increasing impact across all risk categories within a traditional 
risk management framework, not just operational risk. With many 
existing risk frameworks having been based on principal risk 

today, assessing the impact of digital transformation exclusively 

With the focus on cyber security and data privacy in recent years 
it is no surprise that organisations believe the top three areas of 
emerging risk are cyber (21%), data privacy (17%) and regulatory 
non compliance (12%). These top three responses were consistent 
across all lines of defence. However, some respondents gave the 
view those areas are no longer ‘emerging’ – awareness of these 

gone in to reducing risk in these areas. 

Digital transformation does add further complexity to these known  
areas though – an increase in digital assets and 3rd party integrations  
create additional cyber threat entry points, the use of vast 
volumes of data created by digital assets poses privacy and ethical 
considerations, and assurances on regulatory compliance can be  

looking beyond the top three answers. First line respondents cite  
‘pace of change’ as the fourth area of emerging risk, second line  
respondents cite ‘third party relationships’ and third line respondents  
cite ‘adequacy of risk management process for digital’ (see Figure 8).  
This appears logical – with operational teams likely to be concerned 
about the speed at which they are being asked to deliver, risk teams  
likely to be more worried about the implications of the extended 
enterprise, and audit teams being concerned about whether the 
organisation is scaling their risk management capacity in line with 
the growth of the digital organisation. These are all valid concerns 

across the lines of defence to ensure risk remediation activities 
are prioritised in line with the needs of organisation rather than 
a particular function.

Areas of emerging risk as a result of 
digital transformation

1st line 2nd line 3rd line

ions of emerging risks?
Figure 8. After cyber, regulatory non compliance and data privacy the categories that respondents feel present the 
highest source of risk to the organisation varies by line of defence
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デジタルトランスフォーメーションの結果と
して新たにリスクが生じた領域
現存のリスクが複雑になっていく中で、新たなリスクにも十分な注意を払う

リスク環境は急速に変化し続け、組織はサイバーやデータプライバシーなどの現存するリスクを管理すると同時に、新
たに生じるリスク領域を理解し、対処を試みています。ビジネスチームとテクノロジーチームの境界線が曖昧になり続
ける中で、過去のテクノロジーリスクに比べて、新しい領域のリスクは、戦略的に大きな影響を及ぼす可能性があります。

新たに生じるリスクの主要因は何か ?
回答者が示唆した最重要テーマは、ビジネスとテクノロジーの統合でし
た。その影響力はオペレーショナルリスクにとどまらず、従来のリスク
マネジメントフレームワークのリスクカテゴリーに及んでいます。既存
のリスクフレームワークは、テクノロジー導入の前に決められたリスク
のカテゴリーに基づいているため、このレンズを使ってデジタルトラン
スフォーメーションの影響を測定するだけでは不十分です。

近年はサイバーセキュリティやデータプライバシーに重点が置かれ、組
織が新たに生じるリスク領域のトップ３はサイバー（21%）、データプラ
イバシー（17%）、規制の不遵守（12%）でした。私たちはこの結果に驚
いていません。すべてのディフェンスラインで同じ結果になりました。
しかし、これらを「新規領域」と捉えていない回答者もいました―ただ
十分に認識していて、リスクを低下させるために多くの労働力を費やし
ています。
 
デジタルトランスフォーメーションにより既知の領域は一層複雑になり
ました：デジタル資産の増加や第三者との統合によりサイバー脅威のエ
ントリーポイントが増えたこと、デジタル資産が生成する膨大な量のデー
タを利用するために、プライバシーや倫理などの問題が顕在化してきた

こと、ガイダンスがないため規制遵守の保証が難しくなっていることな
どがその要因です。

トップ３以外の回答を見ると、ディフェンスラインによって意見は異なっ
ています。第 1 ラインの回答者によれば、新たに生じるリスク領域の第
4 位は「変化の速度」でした。第 2 ラインの回答者は「第三者との関係」を、
第 3 ラインの回答者は「デジタルに関わるリスクマネジメントプロセス
の適切さ」を挙げています（図 8 参照）。これは理にかなっていると思わ
れます。オペレーション（業務）チームは自分たち求められるスピード
に心を砕いています。リスクチームは拡張エンタープライズ（extended 
enterprise）の影響を心配しているようです。監査チームはデジタル化
に合わせて組織がリスクマネジメント能力を向上させているのか案じて
います。いずれも重要な事柄で、有効なガバナンスが求められている様
子が分かります。特定の部署でというより組織全体でリスクの解消を優
先する必要があります。

新たに生じるリスクの影響を理解するために十分な注意を払っているか ?
図 8. サイバー、規制の不遵守、データプライバシーのカテゴリーに続いて、大きなリスクを組織にもたらす可能性がある要因は、ディフェン
スラインによって異なる

第 1 ライン

変化の速度 第三者との関係
デジタルに関わる 
リスクマネジメント
の適切さ

第 2 ライン 第 3 ライン
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as trying to understand and address areas of emerging risk. As the line between business and 
technology teams continues to blur, emerging areas of risk are likely to have a greater strategic 
impact than traditional technology risks have done in the past.
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emerging risk?
The overarching theme emerging from survey respondents 
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increasing impact across all risk categories within a traditional 
risk management framework, not just operational risk. With many 
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emerging risk are cyber (21%), data privacy (17%) and regulatory 
non compliance (12%). These top three responses were consistent 
across all lines of defence. However, some respondents gave the 
view those areas are no longer ‘emerging’ – awareness of these 

gone in to reducing risk in these areas. 

Digital transformation does add further complexity to these known  
areas though – an increase in digital assets and 3rd party integrations  
create additional cyber threat entry points, the use of vast 
volumes of data created by digital assets poses privacy and ethical 
considerations, and assurances on regulatory compliance can be  
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about the speed at which they are being asked to deliver, risk teams  
likely to be more worried about the implications of the extended 
enterprise, and audit teams being concerned about whether the 
organisation is scaling their risk management capacity in line with 
the growth of the digital organisation. These are all valid concerns 
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リスク環境がますます複雑になる
調査結果から、どこで既知のリスクが複雑になっていくのか把握するこ
とができました（図 9 参照）。また、新しいテクノロジー（クラウド導入
における論理的アクセス制御など）に関連して、統制以外に何をしなけ
ればならないのかを理解し、リスクを特定しなければなりません。既存
のオペレーショナルリスクに基づいてリスクを分類することは可能です。
以前は詳細がわからなかったかもしれませんが、具体的には次のような
リスクがあります。

•  様々な顧客セグメントでデジタルチャネルが虚偽行為の影響をうける：
例えば、銀行の顧客が支店などの物理的チャネルからではなく、ウェブ
やモバイルなどの特定のチャネルから取引をする場合、虚偽行為の影響
を受けやすくなるでしょうか ?

•  規模拡大のリスク：この調査で明らかになったのは、（組織が）デジタ
ル部門以外のチームにリスク管理を依存していることです。あわせて、
作業量やカスタマージャーニーに合わせて、それぞれのチームがスケー
ルアップし、時間とともに大きくなるデジタル部門が所有するポート
フォリオの変更を行うことができるかどうかです。

 

•  ツール利用のリスク：デジタル資産が増えるにつれ、それを支えるツー
ルも増えていきます。いままで統制チームのレーダーはこのようなツー
ルの多くを検知しなかったかもしれません。そのため、コードのデプ
ロイメントに使用する自動化コンソールなどのツールの統制には十分
な注意を払う必要があります。

•  待機のリスク：多くのデジタルチームは製品に加えた変更を頻繁にリ
リースしたいにもかかわらず、組織の別部門の制約のため、それが叶
わないというコメントが見られました。迅速な変更ができないことに
よるコストおよび戦略的リスクの他に、デプロイメントのタイムラグ
が長くなると、リリースの都度の変更点が増え、インシデントが発生
した場合、原因を特定するのがより困難になります。

•  文化と組織設計のリスク：デジタルトランスフォーメーションを行う
組織の構造が進化していますが、自律の度合い、レポートライン、ガ
バナンス体制のあり方は様々です。組織設計の最適化を行っていくこ
とが重要になります。

デジタル化で優位性を構築する機会

実行リスク、第三者リスク、オペレーショナルリスク間のつながりなどのデジタル環境で、リスククラスに介在する相互依存関係を理解し、
また管理することでオペレーショナル・レジリエンス（強靭性 ) は強化されていくでしょう。この際にデータや自動化を利用すれば、さらに
大きな利益をもたらすことができるでしょう。
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デジタル組織は従来のリスクの枠組みを再考する必要があるか ?
図 9. 従来のリスク領域が一層複雑になってきている

システムおよびデータへの論理的アクセス
実施チーム内の役割が次第に流動的になり、それは設計、開発、テスト、
環境管理、リリース管理、アプリケーションサポートにおける従来の役
割の境界線が曖昧になっていくことを示しています。そして、個人が複

数の役割を担わなければならないときに、「役割に基づいた」アクセス
制限手法が依然として有効なのかという疑問を投げかけられています。

インシデントマネジメント
コードのデプロイメントやリリース管理など、これまで様々なチームが
携わっていたプロセスが自動化されるようになったとき、インシデント

が発生した場合は、誰がその対応を主導するのでしょうか ?

変更管理
デジタル資産は複雑さを増し、より早く変更を行う必要があります。
画一的な変更管理手法はボトルネックになりかねません。

データガバナンス
デジタルチャネルが膨大な顧客行動データを提供するため、データ
の質が商業的な成功を左右します。規制と倫理の遵守が一層難しく
なっています。
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グローバルな視点―回答者は、デジタルトランスフォーメーションの結果、オペレーショナル・レ
ジリエンスが高まったと思っているか、低下したと思っているか ?
図 10. 全回答者の集計

Americas の企業は、デジタルトランスフォーメーションがオペレーショナル・レジリエンスを低
下させたと捉えている傾向が強い。
図 11. 地域別集計

リスク管理者と監査担当者は、デジタルトランスフォーメーションがオペレーショナル・レジリエ
ンスに及ぼす影響を前向きに捉えている。
図 12. ディフェンスライン別集計

テクノロジー企業は、デジタルトランスフォーメーションがオペレーショナル・レジリエンスを高
めていると考える傾向が強い。
図 13. 組織別概要
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How is the risk landscape expected to 
change over the next three years, and 
what challenges is this presenting?
Many survey respondents believe the risk landscape is changing 
quickly, and the extent to which this results in increased or 
decreased risk exposure for organisations depends on their ability 
to adapt and respond.

Some key challenges highlighted by respondents include:

 •  Maintaining control as third party integration increases – 
organisations reported increasing efforts to incorporate third 
parties into their value chains – whether that be with established 
technology vendors or technology start ups. Our results suggest 
that Sales and Marketing, Strategy and Technology departments 
are leading the way in forming these relationships, with a broad 
range of opinions on how well integration efforts have gone so 
far ranging from ‘easy’ to ‘impossible’. Challenges stated were 
centred on achieving the right level of governance, both initially 
and at scale, around topics such as security, business continuity 
and data, especially when risk teams are not involved up front, 
and in some cases after contracts have already been signed. 
Examples given of techniques to overcome these challenges 
included treating the third party as a partner rather than 
a vendor, larger organisations providing start ups with access 
to skills and resources to get them up to the required level, and 
conducting proof of concepts with upfront involvement from risk 
teams to ensure that risk is not overlooked from day one.

 •  Understanding concentration risk – whether it be moving 
infrastructure to a single cloud provider, outsourcing a critical 
part of the customer journey, such as onboarding, to a single 
third party, or automation of core processes, concentration 
risk, a critical dependency on a single process or provider, was 
perceived to be on the rise. The challenge highlighted in our 
survey is one of ownership – whose job is it to understand 
concentration risk and monitor it on behalf of the organisation.

 •  Adapting the operating model as change becomes business 
as usual – continual, incremental change is a core part of 
product development. With the volume and frequency of change 
having increased dramatically, change is effectively already a BAU 
process for certain change categories, but not all. This is driving 
process change (such as the increased use of automation), 
cultural divergence (between digital and non digital teams) 
and organisational structure changes (such as the desire for 
increased autonomy for delivery teams tasked with delivering 
change quickly).

 •  Providing adequate oversight of automation – the extent to 
which organisations leverage automation, whether it be through 
deployment of robotic process automation software, automating 
data flows between systems in an end to end customer journey, 
or automatically provisioning environments and running 
automated test scripts, is likely to increase. As it does, one of 
the key questions to answer will be one of accountability for 
automated processes spanning multiple departments, including 
those partially automated processes that are then handed off to 
manual processes elsewhere in the organisation.

 •  Closing the technical knowledge gap outside of technical 
teams – some organisations noted concerns around the speed 
of change across the digital estate outstripping the speed 
at which an organisation can understand and manage the 
associated risks. This is particularly pertinent for traditional 
technology risk and audit teams, who are tasked with trying to 
keep up with technology trends when technical roles are not 
their full time job.
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今後 3 年間でリスク環境はどのように変化する
と思うか、その課題は何か ?
多くの回答者が、リスク環境は急速に変化していて、組織の対応能力に
よってリスクの度合いは違ってくると考えています。

回答者はいくつかの課題を明らかにしました。

•  第三者との統合が増えてもコントロールを保つ：組織は、第三者をバ
リューチェーンに加えていく取り組みが増えていると報告しています。
その第三者は既存のテクノロジー業者の場合もあれば、スタートアッ
プ企業の場合もあります。調査から、このような関係構築をけん引し
ているのはセールス＆マーケティング、戦略、テクノロジー部門だと
いうことがわかりました。これまでに統合が成功しているかという問
いには、「容易にできた」から「不可能」まで幅広く意見が寄せられ、
適切なガバナンスに関連する課題が指摘されました。特に最初からリ
スクチームが参画していない場合や契約締結後に、セキュリティ、事
業継続、データなどのトピックについて、初期段階から強いガバナン
スが効いていたか、ということです。このような課題を克服する手法
を 2 つご紹介します。1 つは、大企業がスタートアップ企業の統制に
必要なスキルとリソースを与え、第三者をベンダーではなくパートナー
として扱ったという事例です。2 つ目は、リスクチームが初期段階から
参画して、リスクが見落とされることがないように、概念実証を行う
という事例です。

•  集中リスクを理解する：単一のクラウドプロバイダーにインフラスト
ラクチャを移行する、オンボーディングなどのカスタマージャーニー
の主要な部分を第三者にアウトソーシングする、コアプロセスを自動
化するなど、単一のプロセスやプロバイダーに依存する集中リスクは
大きくなっています。調査で浮き彫りになったのは、オーナーシップ（リ
スクに対する責任）も単一だということです。その仕事とは、すなわち、
集中リスクを理解し、組織のかわりにリスクを監視することです。

•  変化をビジネスに変えながら、オペレーティングモデルも変えていく：
絶え間のない変化が商品開発の中核となっています。変化が大きくな
り、また頻繁に起きるようになりました。いくつかのカテゴリーで、
変化に対応するのは、すでに BAU（business as usual）［訳注：日常業
務］となりました。この BAU が（自動化の促進などの）プロセスの変更、

（デジタルチームとそれ以外のチームとの間の）文化の相違、（チーム
が迅速に変化に対応できるよう自律性をもたせるための）組織構造の
変更を牽引します。

•  自動化を適切に監督する：ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン（RPA）ソフトウェアのデプロイメント、カスタマージャーニー全体
におけるシステム間のデータフローの自動化、あるいは、自動プロビ
ジョニング環境とテストスクリプト作成の自動化など、今後企業はオー
トメーションを活用していくでしょう。その中で問題になるのは、自
動化プロセスが複数の部署をまたいでいる場合の（組織の）説明責任
です。これには、自動化プロセスの一部が他の部署で人手によって行
われるケースも含まれます。

•  技術チームとのギャップをうめる：想定されるリスクの理解と管理が
変化のスピードについていけないと懸念を示す組織もありました。こ
れは、特に従来のテクノロジーや内部監査チームにあてはまります。
テクノロジーが使えなくても、最新の動向についていかなければなり
ません。



How is the risk landscape expected to 
change over the next three years, and 
what challenges is this presenting?
Many survey respondents believe the risk landscape is changing 
quickly, and the extent to which this results in increased or 
decreased risk exposure for organisations depends on their ability 
to adapt and respond.

Some key challenges highlighted by respondents include:

 •  Maintaining control as third party integration increases – 
organisations reported increasing efforts to incorporate third 
parties into their value chains – whether that be with established 
technology vendors or technology start ups. Our results suggest 
that Sales and Marketing, Strategy and Technology departments 
are leading the way in forming these relationships, with a broad 
range of opinions on how well integration efforts have gone so 
far ranging from ‘easy’ to ‘impossible’. Challenges stated were 
centred on achieving the right level of governance, both initially 
and at scale, around topics such as security, business continuity 
and data, especially when risk teams are not involved up front, 
and in some cases after contracts have already been signed. 
Examples given of techniques to overcome these challenges 
included treating the third party as a partner rather than 
a vendor, larger organisations providing start ups with access 
to skills and resources to get them up to the required level, and 
conducting proof of concepts with upfront involvement from risk 
teams to ensure that risk is not overlooked from day one.

 •  Understanding concentration risk – whether it be moving 
infrastructure to a single cloud provider, outsourcing a critical 
part of the customer journey, such as onboarding, to a single 
third party, or automation of core processes, concentration 
risk, a critical dependency on a single process or provider, was 
perceived to be on the rise. The challenge highlighted in our 
survey is one of ownership – whose job is it to understand 
concentration risk and monitor it on behalf of the organisation.

 •  Adapting the operating model as change becomes business 
as usual – continual, incremental change is a core part of 
product development. With the volume and frequency of change 
having increased dramatically, change is effectively already a BAU 
process for certain change categories, but not all. This is driving 
process change (such as the increased use of automation), 
cultural divergence (between digital and non digital teams) 
and organisational structure changes (such as the desire for 
increased autonomy for delivery teams tasked with delivering 
change quickly).

 •  Providing adequate oversight of automation – the extent to 
which organisations leverage automation, whether it be through 
deployment of robotic process automation software, automating 
data flows between systems in an end to end customer journey, 
or automatically provisioning environments and running 
automated test scripts, is likely to increase. As it does, one of 
the key questions to answer will be one of accountability for 
automated processes spanning multiple departments, including 
those partially automated processes that are then handed off to 
manual processes elsewhere in the organisation.

 •  Closing the technical knowledge gap outside of technical 
teams – some organisations noted concerns around the speed 
of change across the digital estate outstripping the speed 
at which an organisation can understand and manage the 
associated risks. This is particularly pertinent for traditional 
technology risk and audit teams, who are tasked with trying to 
keep up with technology trends when technical roles are not 
their full time job.
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リスクに関わる
オペレーティングモデル



Enabling control in times of change and ambiguity

The structure of the organisation is slowly changing – digital transformation is driving new business 
models, new technology implementations, new processes and ways of working, and evolving 
organisational structures. This constant flux creates a challenging environment to establish 
ownership and accountability for risk, as well as responsibility for execution of core risk management 
processes and applicability of those processes to different parts of the organisation. The traditional 
functional model for risk management must adapt accordingly.

How is the adoption of disruptive 
technology changing what’s required 
from risk management at an 
operational level?
Our survey shows that risk management activities are undoubtedly 
evolving as the business adapts to a digital economy. The most 
commonly recognised impacts across all respondents were:

 • the increased importance of continuous monitoring versus 
retrospective assurance (47%)

 • the need for more technical skills (46%)
 • a need to redefine the engagement model for risk and control (46%)
 • the need to tailor the risk management approach for each 
disruptive technology (42%)

Whilst these top four categories were broadly consistent across 
respondents, there were some variances across different  
reporting lines. 

Those in the second and third lines of defence identified redefining 
the engagement model as the main priority, suggesting that these 
teams recognise the need to evolve the way they interact with 
operational teams to remain effective. Those in non risk roles in the 
first line put the increased importance of continuous monitoring 
first. This may have been anticipated given first line stakeholders 
are likely to value insight from risk teams that drives day to day 
escalations and decision making, rather than retrospective point in 
time interventions.

Interestingly, first line respondents in risk roles put the need for 
more technical skills as their main priority, as well as including the 
need for ‘increased speed’ in their top four. This is understandable 
given they are likely to be managing day to day technical issues.

Many of the changes in the role of the risk management function 
highlighted relate to the increased criticality of risk management on  
the front line, and the increased demand for a risk capability amongst  
operational and change teams. These changes were neatly summed  
up by one respondent as more of an “enabling role” rather than 
just the “protect” role traditionally played by the Risk function itself.

The operating model for risk

Dialling up risk engineering and analytics on the front line
Figure 14. The expanding role of a Risk Manager on the front line

Risk 
engineering

Risk 
analytics
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リスクに関わるオペレーティングモデル
変化と曖昧性の時代における統制を可能にする

組織構造は緩やかに変化しています。デジタルトランスフォーメーションが新たなビジネスモデル、新たなテクノロジー
の実装、新たなプロセスや働き方を推進し、組織構造を進化させています。この絶え間ない流動が、リスクの管理責任

（オーナーシップ）や説明責任（アカウンタビリティ）を定めたり、リスクマネジメントのコアプロセスを実行し、そ
のプロセスを組織の様々な部門に適用する責任を定めたりするのが困難な環境を生み出しています。従来のリスクマネ
ジメントの機能モデルは、そのような状況に適応させなければなりません。

破壊的テクノロジーの採用は、業務レベルでリ
スクマネジメントが求めるものをどのように変
えているか ?
調査結果は、ビジネスがデジタル経済に適応するにつれ、リスクマネジ
メント活動も明らかに進化していることを示しています。全回答者の間
で最もよく認識されていた影響は以下のとおりでした。

•  過去を振り返り検査するアシュアランス（保証）に比べ、継続的モニ
タリングの重要性が高まっている（47%）

• より多くのテクニカルスキルの必要性（46%）
•  リスクとコントロールのためのエンゲージメントモデルを再定義する

必要性（46%）
•  個別の破壊的テクノロジーに合わせたリスクマネジメント・アプロー

チの必要性（42%）

これらの上位４つのカテゴリーは回答者の間で概ね一致していたもの
の、レポートラインによって若干の差がありました。
 

第 2、第 3 のディフェンスラインに属する人は、エンゲージメントモデ
ルの再定義が主な優先事項だと回答しており、これらのチームが有効性
を維持するために業務チームとのやりとりの仕方を進化させる必要性を
認識していることを示唆しています。第 1 のディフェンスラインでリス
ク関連業務以外に就いている人は継続的な監視の重要性が高まっている
ことを一番に挙げています。第 1 ラインのステークホルダーが過去に遡
る形の介入よりも、日々のエスカレーションや意思決定を促進するリス
クチームの洞察を高く評価する傾向があることを考えれば、これは予想
できたことかもしれません。

興味深いことに、第 1 ラインでリスク関連業務に就いている回答者は、
技術的スキル拡充の必要性を主な優先事項として挙げており、「スピード
の加速」もトップ４に入っています。この層は日常的に技術的な問題を
管理していると思われ、この結果は当然とも言えます。

今回浮き彫りになったリスクマネジメント機能の役割の変化の多くは、
最前線のリスクマネジメントの決定的な重要性の高まりと、業務および
変革チームの間でのリスク管理能力に対する要求の高まりに関連してい
ます。ある回答者がこのような変化を、単に従来リスク機能部門が果た
していた「守り」の役割ではなく、「何かを可能にする役割」と端的に言
い表しています。 

リスクエンジニアリングおよび分析の強化
図 14. 最前線のリスクマネジャーの役割の拡大

リスク 
エンジニアリング リスク分析



Enabling control in times of change and ambiguity

The structure of the organisation is slowly changing – digital transformation is driving new business 
models, new technology implementations, new processes and ways of working, and evolving 
organisational structures. This constant flux creates a challenging environment to establish 
ownership and accountability for risk, as well as responsibility for execution of core risk management 
processes and applicability of those processes to different parts of the organisation. The traditional 
functional model for risk management must adapt accordingly.

How is the adoption of disruptive 
technology changing what’s required 
from risk management at an 
operational level?
Our survey shows that risk management activities are undoubtedly 
evolving as the business adapts to a digital economy. The most 
commonly recognised impacts across all respondents were:

 • the increased importance of continuous monitoring versus 
retrospective assurance (47%)

 • the need for more technical skills (46%)
 • a need to redefine the engagement model for risk and control (46%)
 • the need to tailor the risk management approach for each 
disruptive technology (42%)

Whilst these top four categories were broadly consistent across 
respondents, there were some variances across different  
reporting lines. 

Those in the second and third lines of defence identified redefining 
the engagement model as the main priority, suggesting that these 
teams recognise the need to evolve the way they interact with 
operational teams to remain effective. Those in non risk roles in the 
first line put the increased importance of continuous monitoring 
first. This may have been anticipated given first line stakeholders 
are likely to value insight from risk teams that drives day to day 
escalations and decision making, rather than retrospective point in 
time interventions.

Interestingly, first line respondents in risk roles put the need for 
more technical skills as their main priority, as well as including the 
need for ‘increased speed’ in their top four. This is understandable 
given they are likely to be managing day to day technical issues.

Many of the changes in the role of the risk management function 
highlighted relate to the increased criticality of risk management on  
the front line, and the increased demand for a risk capability amongst  
operational and change teams. These changes were neatly summed  
up by one respondent as more of an “enabling role” rather than 
just the “protect” role traditionally played by the Risk function itself.

The operating model for risk

Dialling up risk engineering and analytics on the front line
Figure 14. The expanding role of a Risk Manager on the front line
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リスクマネジメント部門の役割と責任はどのよ
うに進化しているか ?
回答者がいち早く示した点は、従来のリスクマネジメント活動の最重要
目的は相変わらず妥当性を持っているものの、実行方法が変わり、成果
を経営陣のニーズにうまく合わせるようになってきているという点でし
た。具体的には、事後対応的、遡及的で、起きたことを見つけ出す形から、
事前対応的、予防的で、将来を予測する形になってきています。これは
リスクマネジメント活動が進化しているということです。調査で明らか
になった事例には以下のようなものがあります。

•  ソリューション設計への関与を高める：リスクチームに託された検討事
項が拡大する明らかな兆しがあります。これには、ファクトリー、すな
わちデジタルトランスフォーメーションによって引き起こされる変化の
多くの基礎となる商品やソリューションの実現を担うデジタル実装チー
ムも含まれます。当初からリスクとコントロールの視点をソリューショ
ン設計に組み込むことは、組織にとって将来的に保証コストを削減する
大きな機会となります。

•  データ分析重視が強まる：経営陣が現在は検知した結果ではなく予測的
分析を期待していることを受け、デジタル環境で生成されるデータ分析
への依存が強まっている傾向が多く見られました。

•  リスク対象範囲の増大：デジタルトランスフォーメーションが組織内
の様々な部門に及ぶようになってきて、そのためにリスクチームが理
解し、助言しなければならないリスクの数が増えていることが指摘さ
れました。これは、広義のデジタル組織について理解しているリスク
リーダーの必要性を示唆しています。

•  プロセス自動化イニシアチブに統制を組み入れる：組織が自動化の利
用を拡大する中で、リーダーになるような組織は、新たに自動化され
たプロセスに統制を組み入れる機会を積極的に探し求め、将来の保証
モデルの特性を人手による定期的なものから自動化された継続的なも
のに変化しています。

•  「年に一度」のウォーターフォール型の保証サイクルから脱却する：従
来の保証プログラムの多くは年単位のサイクルを採用し、統制が有効
に機能していることを経営陣が証明できるように、定められた計画立
案、テスト、報告、改良のサイクルを毎年繰り返しています。組織は
どうすれば継続的なアジャイル型の保証アプローチ（図 15 参照）、す
なわち半年ごとのレポートではなく、「（会議室の）壁に映し出された
スクリーン」上に報告される情報を意思決定に使えるようなアプロー
チに移行できるかを検討しています。

デジタル化で優位性を構築

自動統制を設計することで、保証コストを削減できる大きな可能性があります。適切に設計すれば、保証チームはコストがかかる人手による
サンプルベースでの運用状況の有効性テストではなく、自動統制の設計に専念できるようになります。
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デジタル化で優位性を構築する

新たなデジタル商品やソリューションの開発に費やした投資金額を考えると、この結果はリスクチームに、デジタル実装チームと一緒にエン
ゲージメントモデルを定義し、組織が変革の時間とコストの削減に貢献することによって、リスクチームが提供できる価値を実証せよと呼び
掛けています。

「アジャイルな働き方」採用状況の違いは組織に
どのような影響を及ぼすか ?
調査の結果、アジャイルな文化の採用に成功したリスクマネジメント部
門は非常に少なく、成功したと回答したのは 9% にすぎませんでした。
対照的なのはデジタル実装チームで、アジャイルな文化が標準的な働き
方になっています。この採用状況の違いが、なぜ回答者の過半数（55%）
がアジャイルによる実装を対象としたリスクマネジメント手法の採用が
うまくいかなかった、または成功は限定的だったと回答したのか、ある
程度説明しています。回答者はアジャイルによる実装のリスク評価に関
して、自社のリスクチームは「スタートを切ってさえいない」と答えて
おり、両方の立場がフラストレーションを抱えていることが伺えます。
デジタル実装チームはより速く実行したいと考え、戦略的に組織にとっ
て遅延のコストは高くつくと認識している一方、リスクチームはどうす
れば適切なレベルの統制が維持されるかを明確にすることなく急ぐこと
の影響を懸念しているのです。

リスクマネジメント部門がアジャイルな
文化の採用に成功したと回答した人の割
合はわずか 9％でした。

アジャイルによる実装を対象とするリス
クマネジメント手法の採用にどの程度成
功したかという質問に対して、回答者の
55% が「全く成功していない」または「採
用しようとしたが、成功は限定的」と答
えています。

アジャイル型保証はどのように見えるか ?
図 15. アジャイル型保証の裏側にある原則
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リスク管理を目的とした将来のオペレーティングモデルはどのようなものになりそうか ?
デジタルな世界の到来前に設計したオペレーティングモデルを用いて現在のリスク環境を管理しようとすることは、最適とはいえません。私たちは、
組織がリスクマネジメント能力から引き出せる価値を高めたいならば、真の分野横断型モデルが必要だと考えます。将来のリスクマネジメント能力
の構成要素の例には、以下のようなものがあります。

人手による仕事をデジタルに
ケーススタディ：コントロール・ライブラリーの質と範囲を評価するための自動ソリューション
あるクライアントがコントロール・ライブラリーに文書保存されている 8,000 件以上の統制事案の質をレビューしようとしていました。手作
業ならば 26 週間かかると推定されました。デロイトの自動コントロール・ライブラリー評価ツール「コントロール・インテリジェンス（Controls 
Intelligence）はその 8,000 件のアップロードと分析を 45 分で完了させました。

根本原因の分析により改善のロードマップが作成され、改善の優先順位に関する洞察が提供されました。特定のチームが統制を構築する上で
基準を満たしていないことが分かり、そのチームに研修を行えるようになりました。

一元管理する能力

•  テクノロジー・インテリジェンス：各種テクノロジーに関連するリスク
やエンタープライズ・アーキテクチャを理解し、リスク分類の完全性を
監督できる経験豊かな技術者。

•  デジタルリスク・ソリューション・ファクトリー：ソリューションを設
計、構築、テストし、利用可能な状態にできるソフトウェアエンジニア。
例えば、テクノロジーを用いたリスクマネジメント活動を可能にするこ
とや、継続的モニタリングができるように一連の既存テクノロジーにリ
スクとコントロールの枠組みを構築することを含む。

•  リスク関連業務：リスクマネジメントのコアプロセスを設計・運用し、
ソリューション・ファクトリーに要件を落とし込み、日常的にリスクを
管理する業務スタッフを支援する「サービスデスク」機能を提供できる
リスクとコントロールの専門家。

•  リスク分析：様々なデータセットを組み合わせて、事前対応的にリスク
に関する洞察を明らかにする、大量のデータセットの分析経験が豊富な
データサイエンティスト（例：異なるデジタルチャネルに関連する不正
取引）。

•  リスク体験：社内のステークホルダーと関わり合ってリスク関連の提供
品・サービスを開発・進化させ、摩擦を取り除き、組織全体のリスクプ
ロセスに対する満足度とエンゲージメントを高めるサービス設計専門家
およびプロダクト・マネジャー（図 16 参照）。

•  リスクとコントロールの保証：組織のどこに所属しているかを問わず、
他のチームのために独立した保証業務を遂行できる一元的な保証能力。 

 

分散管理する能力

•  商品 / サービス / チャネルのリスク管理責任者：特定の商品、サービス、
デジタルチャネルに関連するリスクの技術面および商業面の両方の管
理責任を負う経験豊かなデジタルリスクの専門家。

•  リスク班（Risk Squad）：短いスプリント（期間）で特定の目的を達
成する任務を負う様々な分野の者で構成される機能横断型チーム（統
制設計スプリント、統制実施スプリント、リスク是正スプリント）。
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どうすればリスクチームは今までの仕事を続け
ながら、転換を図るためにキャパシティを使え
るようになるか ?
多くの業界では常にコストが重視されており、これまでの取り組みを続
けるのに必要な資金に加えて、変革の取り組みのための資金を確保する
のがより困難となります。したがって、ここでの問題は、組織はどうす
れば既存チームのキャパシティを解放して、最終目標に向けて少しずつ
進んでいけるのかということです。検討すべき重点領域が３つあります。

日常的なリスクマネジメント活動の多くは未だに手作業によるものだ
が、テクノロジーで可能になる（tech-enabled）ものもある：リスク
報告のための人手によるデータ操作、リスクパック用の最新状況の追跡、
既存のコントロール・ライブラリーの範囲の評価、世界各国で行われて
いる統制評価の品質保証の実施。これらの活動の多くは、低コストのテ
クノロジーソリューションを使うことで改善できます（前頁のケースス
タディ参照）。
 

すでに組織内にいる技術専門家とのエンゲージメントを確立する：多く
の組織では、より多くのテクノロジーの採用を加速するために、有効な
統制を実証することに関心がある技術専門家の数が増えています。リス
ク部門はこのような個人を積極的に見つけ出し、関係を構築することも
できるでしょう。

付加価値をもたらさない作業を容赦なく排除する：複数のステップがあ
るプロセスには、合理化の機会があります。「ムダを排除する」という
視点から既存のプロセスを見直すことが、 貴重なリソースをより価値を
生む活動にまわす機会を生みだす可能性があります。

RX の改善
図 16. テクノロジーを駆使した組織内のリスク体験の向上
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A largely untapped opportunity

Managing risk at scale is a complex task. Whilst some industries have been more successful 
than others at using technology to manage risk, many organisations still manage key assets and 
processes such as risk taxonomies, control libraries and risk assessments in standalone, legacy 

better value from risk management spend are emerging, but in order for those initiatives to be 
successful the right foundations must be in place – a consistently understood risk taxonomy 
and control library, robust and mature processes, and most importantly, clear ownership and 
responsibility for risk.

tooling today?
Our survey indicated that overall 60% of respondents rate the 

less, out of ten (77% Americas, 56% EMEA, 59% APAC). This is 
a worrying indicator of organisations’ inability to deal with the 
increased speed of change, complexity and volume of activity that 
digital transformation is driving.

When asked what barriers exist that prevent organisations from 

themes emerged:

 • Lack of knowledge of what’s now possible, and a lack of time to 
think about it

 • Inability to integrate tools with legacy systems and across 
software packages

 • Lack of alignment between operational tools and the risk 
management framework and processes

 • Poor quality data

 •

 •

teams and functions

 •
tooling

 • Cultural resistance to change.

Notably very few, if any, of the barriers above relate to a lack of 
technology capability. The barriers stated imply that the underlying 

issues in the underlying risk management frameworks, processes, 
accountability models, technical knowledge of decision makers and 
culture. This suggests that if organisations can resolve these aspects 

risk management capability.

Use of disruptive technology to 
manage risk digitally

Tech tooling
Figure 17. Categories of toolsets being used by  
organisations who adopted disruptive tech
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デジタルにリスクを管理するための 
破壊的テクノロジーの利用
ほぼ手付かずの機会

大規模なリスク管理は複雑な作業です。一部の業界は他よりもテクノロジーを利用してリスクを管理することに成功し
てきましたが、多くの組織は依然としてリスク分類、コントロール・ライブラリー、スタンドアローン（単独）のリス
ク評価、レガシーシステム、スプレッドシートなどの重要な資産やプロセスを管理しています。リスクマネジメントへ
の支出に対してより優れた価値をもたらすために、最新のテクノロジーを利用する大きな機会が生まれています。けれ
ども、そのようなイニシアチブを成功させるためには、適切な土台が整備されていなければなりません。その土台とは、
分かりやすいリスク分類とコントロール・ライブラリー、健全で成熟したプロセス、そして、最も重要なのは明確なリ
スクオーナーシップと責任です。

リスク管理ツールは現在どのくらい有効に利用
されているか ?
本調査では、回答者の 60% が現行のリスク管理ツールの有効性を 10 段
階評価で 5 以下と評価しました（Americas は 77%、EMEA は 56%、
APAC は 59%）。これは、組織が変化のスピードの加速、デジタルトラ
ンスフォーメーションにより増大する活動の複雑さと量に対処すること
ができていないのかもしれません。

組織がリスク管理ツールの有効性を高めようとする際に障壁となるのは
何かと質問したところ、いくつかの重要なテーマが浮かび上がってきま
した。

• 現在何が利用できるのか分からない、それについて考える時間がない

•  ソフトウェアパッケージ全体で、レガシーシステムとツールとの統合
ができない

•  業務ツールとリスクマネジメントの枠組みやプロセスとの整合性がな
い

•  質の低いデータ

•  変化の速度が様々なチームや機能間で手法やツールに関して合意を取
ることを困難にしている

•  組織内で使われているコントロール・フレームワークの構造の違いが、
チームや機能全体のデータの集計を困難にしている

•  ツールへの投資に関するビジネスケース作成が困難である

•  変化を受け入れない文化
 

注目すべきは、上記の障壁にはテクノロジー能力に起因するものがほと
んどないという点です。この結果は、ツールが有効でない理由はむしろ
リスクマネジメントの枠組み、プロセス、アカウンタビリティモデル、
意思決定者の技術知識、文化の問題に関係があることを示しているのか
もしれません。これは、まず組織がこのような側面を解決できれば、テ
クノロジーがリスクマネジメント能力を大きく躍進させるということを
意味しています。

テクノロジーツール
図 17. 破壊的テクノロジーを採用した組織に使われているツール
セットのカテゴリー
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How many organisations use  
disruptive technology to manage risk?

organisations are leveraging disruptive technology for core stages 
19%), risk 

monitoring (21%) and risk reporting (17%). We expect those 
numbers to grow as organisations currently piloting approaches 
(35%) build out use cases to widen adoption.

technologies were being deployed, the examples given related 
primarily to the use of advanced analytical capability in domains 
such as anti money laundering, fraud and cyber. With typically 
large operational data sets these are a logical place to start given 
technology now allows for analysis of entire data sets where 
historically a sample based approach has been taken.

areas, such as a tangible percentage reduction in fraudulent 
payments, which helps to justify upfront investment in these 
technologies. The survey results show that the majority 
of organisations are heavily relying on mature vendor 
software packages (70%), which is as expected given the use cases 
outlined above (see Figure 17).

A number of emerging use cases for typically manual risk 
management processes were also highlighted by the survey –  
see Figure 18. With only 9% of respondents applying new 
technology for assurance activities such as controls testing 

35%

35%

21%

19%

17%

9%

5%

利用していない

試験段階

リスクの監視に利用

リスクの特定に利用

リスクの報告に利用

コントロールのテストに利用

その他

From dabbling to doing
Figure 18. Adoption of disruptive technology for 
managing risk

29

Beyond the hype  | Global Digital Risk Survey 2019熱狂を超えて | グローバル・デジタルリスク・サーベイ 2019

リスクを管理するために破壊的テクノロジーを
利用している組織はどのくらいあるか ?
調査の結果、約 5 分の１の組織がリスクマネジメント・ライフサイクル
のコアとなる段階で破壊的テクノロジーを利用していることが明らかに
なりました―リスクの特定（19%）、リスクの監視（21%）、リスクの報
告（17%）。現在は試験段階（35%）の組織がユースケースを確立して
採用が広がれば、この数はさらに増えると予測されます。

最新のテクノロジーを利用した具体的なユースケースについて質問した
ところ、その回答は主にマネーロンダリング防止、不正、サイバーなど
の領域での高度な分析能力の利用に関連するものでした。オペレーショ
ナルデータセットは大量にあります。かつてはサンプルベースの手法を
採用していたところで、今やテクノロジーによりデータセット全体の分
析ができるようになっていることを考えると、上記の領域が出発点とな
るのは理にかなっています。 

この領域には既に浸透しているビジネス上のメリットもあります。例え
ば、不正支払の割合が目に見えて減ることもそのひとつで、これがテク
ノロジーへの先行投資の正当化に一役買います。調査の結果、大多数の
組織が大手ベンダーのソフトウェアパッケージ（70%）に大きく依存し
ていることがわかりました。これは上記のユースケースを考えれば予想
どおりです（図 17 参照）。

通常は人手によるリスクマネジメントプロセスに関して、新たなユース
ケースの出現が、調査により明らかになりました（図 18 参照）。新たな
テクノロジーをコントロールのテストなどの保証業務に利用していると
答えた回答者はわずか 9% でした。保証業務は一般的に手作業が大量で
あるため、さらに効率を向上させる機会があります。

試験的利用から本格的利用まで
図 18. リスク管理を目的とした破壊的テクノロジーの採用



combination of tools to support management of risk has proved 

be getting harder as digital transformation drives cultural, process, 
structural and technology changes. Business and technology 
teams, risk managers and enterprise risk teams all play a role in 

pressures and requirements that makes alignment of tooling 

Whilst it is fairly straight forward to identify a technology solution 

supporting manual risk management processes that span more 
than one team or department and require a consistent aggregation 
framework to report up the hierarchy, as risk management 
processes do, we see a lot of organisations struggling. Many have 
defaulted to using existing tooling and supplementing it with 
manual consolidation, analysis and reporting that brings disparate 

ratings shown by our survey, especially as it comes at a time when 
expectations have risen considerably as a result of the incredibly 

everyday life. This also goes some way to explaining the low scores 
given by survey respondents to the adequacy of information being 
provided to governance forums, given the manual nature of how 
this data is being pulled together.

The primary impact of this current landscape is that it may become 

impacting their ability to focus on what’s most important and make 
the right decisions to reduce risk. In many cases the most common 
areas of risk exposure – regulation, cyber security as examples – 
are actively monitored, but other less obvious or immediate risk 
categories may not be adequately managed and may destroy value 
for the organisation.

The potential value creation from the application of disruptive 

clearer, but many organisations might want to revisit the 

in to large scale investment in new solutions. Some key questions 
to be considered include:

 •
value to the organisation of managing risk well, and is what’s 
required from individuals at all levels clear?

 • is the taxonomy of inherent risks consistently understood across 

happens on the ground?

 • are enterprise wide risk management processes mature and 
stable, and do front line teams understand how they apply to 
what they do every day?

 • are processes in place to triage data and enforce data quality, as 
opposed to just capturing and reporting data?

 • are the right decision making processes and escalation routes 

 
大量の異なる業務および

リスクマネジメントツール
多種多様のニーズを

 満たすために
どれも様々な方法で
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管理が一層複雑になる
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リスク管理ツール利用状況の影響
リスク管理を支援する適切な組み合わせのツールを探して統合すること
は、非常に困難だということが判明しています。また、デジタルトラン
スフォーメーションが文化、プロセス、構造、テクノロジーの変化を促
すため、多かれ少なかれその困難さが増しています。ビジネスチーム、
テクノロジーチーム、リスクマネジャーおよびエンタープライズ・リス
クチームは皆リスクを管理する役割を担っていますが、多くの場合、そ
れぞれが異なる要求、圧力、要件にさらされており、それらがツール利
用戦略の整合性を取ることをますます困難にしています。

不正分析などの特定のユースケースに利用するテクノロジーソリュー
ションの特定は極めて簡単です。けれども、人手によるリスクマネジメ
ントプロセスの支援となると、複数のチームや部署にまたがっており、
リスクマネジメントプロセス同様、ヒエラルキーの上の階層に報告する
ために一貫性のある集計フレームワークを必要とするため、多くの組織
が苦労しています。多くの場合、基本設定は既存ツールを利用し、それ
を手作業で異なるデータソースを取りまとめて、統合、分析、報告で補
うというものです。これらは調査で分かった有効性の評価の低さを説明
しているのかもしれません。特に、信じられないほど優れたユーザーフ
レンドリーなテクノロジーが日常生活の一部となったために、期待の
ハードルがかなり上がっていた場合に当てはまるかもしれません。また、
このデータのまとめ方が手作業によるものだということを考えると、ガ
バナンス組織に提供される情報の適切さに対する回答者の評価が低かっ
たことについて説明がつくでしょう。

このような現在の環境の一番の影響は、経営陣が「木を見て森を見ず」
の比喩のごとく本質を見極めることが困難になりかねないこと、つまり、
最も重要なことに焦点を合わせ、リスクを軽減するために適切な判断を
下す能力に影響が及びかねないことです。多くの場合、規制やサイバー
セキュリティのように最もよくリスクにさらされる領域は積極的に監視
されていますが、あまり明白ではない、または差し迫っていない他のリ
スクカテゴリーは適切に管理されておらず、組織にとっての価値を損な
う可能性があります。
 

実際のところ有効なリスクマネジメントシステ
ムには何が必要か、それを推進するためにどの
ようにテクノロジーを利用できるのか ?
特定のリスクマネジメントのユースケースに破壊的テクノロジーを適用
することによる価値創造の可能性は明白になってきていますが、多くの
組織は新たなソリューションへの大規模な投資に飛びつく前に、まず健
全なリスクマネジメント文化の土台を再考したいと思っているかもしれ
ません。検討すべき重要な問いには以下が含まれます。

•  あらゆるレベルの文化はリスクをうまく管理することが組織にもたらす
価値についての真の理解を反映していますか ? あらゆるレベルの個人に
何が求められているか、明確になっていますか ?

•  固有リスクの分類について、組織内の理解は一致していますか ? 現場で
何が起きているかを反映したコントロール・ライブラリーとの整合性は
ありますか ?

•  全社規模のリスクマネジメントプロセスは成熟し安定していますか ? 現
場で対応するチームはそのプロセスが毎日やっていることにどのように
適用されるか理解していますか ?

•  単にデータを収集し、報告するのではなく、データの優先度を仕分けし、
データの質を強化するプロセスが整備されていますか ?

•  適切な意思決定プロセスとエスカレーション経路はしっかり定義され、
社内のガバナンス委員会と調整を図っていますか ?
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categories may not be adequately managed and may destroy value 
for the organisation.

The potential value creation from the application of disruptive 

clearer, but many organisations might want to revisit the 

in to large scale investment in new solutions. Some key questions 
to be considered include:

 •
value to the organisation of managing risk well, and is what’s 
required from individuals at all levels clear?

 • is the taxonomy of inherent risks consistently understood across 

happens on the ground?

 • are enterprise wide risk management processes mature and 
stable, and do front line teams understand how they apply to 
what they do every day?

 • are processes in place to triage data and enforce data quality, as 
opposed to just capturing and reporting data?

 • are the right decision making processes and escalation routes 

 
大量の異なる業務および

リスクマネジメントツール
多種多様のニーズを

 満たすために
どれも様々な方法で

採用された
組織の様々なところから 増大するリスクの

管理が一層複雑になる
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より現代的なテクノロジーソリューションが主
流になるにつれ、どのような新しい可能性が開
かれるか ?
現代的なテクノロジーを活用して、ツールの利用がいかにリスクマネジ
メントの議題の解決に役立つか、見直すべき成長機会がいくつか見られ
ました。

•  統制を組み込むように設計したプロセス自動化への投資を活用する：
ロボットによるプロセスの自動化であれ、リリース管理などのコア IT 
プロセスの自動化であれ、多くの組織が自動化プログラムに乗り出し
たことを受け、プロセスの初めから統制要件を組み込むことが、人手
による保証の必要性と関連コストを将来的に削減します。

•  日常業務のツールに統制の視点を組み込む：組織のリスクフレームワー
クに沿った有効な統制の考え方を日常的に使う業務ツールに組み込む
ことで（顧客対応サービスの維持や、デジタルチャネルの利用可能性
のモニタリングなど）、社内の多くの人が理解する言葉で実証し、経営
陣はリスク管理の役割を果たすことができるかもしれません。

•  様々に異なるシステムからデータを統合することにより、新たな洞察
を生み出す：多くの場合、利用可能なサービスは多種多様なチームの
様々なプロセスの組み合わせから提供されます。他のチームの知識や
データとの組み合わせが洞察を生み出す貴重な情報源になるにも関わ
らず、組織の縦割り構造が知識とデータの効果的な共有を妨げること
がよくあります。何がうまくいかなかったかを理解するためにインシ
デントデータとコントロール・ライブラリーのデータを組み合わせる
ことが一例として挙げられます。

•  テクノロジーが手作業によるリスクマネジメントのライフサイクルに可
能性を与える：リスクマネジメント活動には、リスクの特定から、評価、
改善、報告まで、人手によって行わなければならない要素が常にありま
す。スプレッドシートではなくテクノロジーを利用すれば、データの有
効な取捨選択によりデータの質が向上し、改善措置の追跡・モニタリン
グも容易になるでしょう。また、意思決定を可視化するための一連のワー
クフローの利用や、報告の自動化も進んでいくでしょう。

•  ユーザーエクスペリエンスを向上させる：多くの組織がリスクマネジメ
ントの文化を向上させ、健全なリスクマネジメントの価値に対する理解
を深めてもらいたいと願っています。簡単に言えば、この２つの領域で
の変化を促進し、従業員を参加させるためには、利用するツールは簡易
でシンプルである必要があります。従業員が、日常業務において楽にな
るから手元にあるツールを使いたいと思わなければなりません。

•  協働を促す：コラボレーションツールやコラボレーション技術が、デジ
タル提案の設計には欠かせません。例えば、コンテンツの種類や最適な
レイアウト（例えば、ウェブページ用）をユーザーのニーズに基づいて
定義づけるワイヤーフレームがあります。主要なリスク報告書の書式や
レイアウトを改善するために、同様のアプローチやコンセプトをリスク
環境で使うことができます。そうして、目の前のデータ構造にとらわれ
がちな委員会が正しいことに集中できるようになります。

デジタル化で優位性を構築する

リスク管理の事務的な部分を自動化することは、組織がデータの質を向上させ、意思決定を迅速に行い、単に今までやってきたことを続ける
のではなく、より戦略的に考える余裕を持てる大きな機会になります。



人材



Is the biggest digital risk, people risk?

For all the debate around the future impact of disruptive technology on the workforce, an organisation’s 
ability to get the best out of its human capital will always be a key driver in determining its success. 
Individuals are at the heart of what organisations do, and whilst having the right person in the right role 
has always been crucial, having the right people managing risk is now more important than ever.

Is it time to revisit the traditional role 
of a technology risk manager in an 
increasingly complex and integrated 
corporate environment?
Continued technological advancement, the ever increasing 
pace of change, and the resulting challenges in agreeing and 

makes managing technology risk an increasingly complex task. 
It is therefore unsurprising that we see a lack of conviction from 
leadership that their current teams have the appropriate skillset 
to manage risk in a digital organisation – a term we refer to as the 

are equipped with the skillset to do the job (see Figure 19 below).

The responses to our survey imply that the risk manger role is 

and communicating with others in the organisation, often outside 
the Risk function itself, to get the job done, rather than assuming the 
responsibility of managing the risk itself as the job title ‘Risk Manager’ 
implies.

Talent

isk Manager
Figure 19. The increasing integration of business and technology teams in digital delivery teams is creating the need 
for digital risks managers
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デジタルリスクマネジャー
ビジネスおよびテクノロジー
リーダーが認識するリスクに
対して、包括的な視点を推進
する人材が求められている。
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人材
最大のデジタルリスクは人的リスクか ?

破壊的テクノロジーが従業員に将来及ぼす影響をめぐるあらゆる議論については、組織が人的資本を最大限に活用する
能力が、常に成功を左右する重要な要素となるでしょう。個人個人が組織のやることの中心となり、適材適所の人員配
置はこれまでもずっと重要でしたが、リスクを管理する適切な人材を確保することがいまだかつてないほど重要になっ
ています。

ますます複雑になり統合が進む企業環境にあっ
て、従来のテクノロジーリスクマネジャーの役
割を再考すべきときが来たのか ?
絶え間ないテクノロジーの進歩、加速し続ける変化のスピード、その結
果もたらされる課題、社内での優先事項の決定が、テクノロジーリスク
の管理をますます複雑にしています。そのため、リーダーたちの確信―
今のチームがデジタル組織でリスクを管理するのに適切なスキルセット
を持っていない―は驚くに値しません。私たちはこの状況を―自信不足

（confidence gap）と呼んでいます。―自分たちのチームが仕事を遂行
するためのスキルセットを備えていることに「非常に自信がある」と答
えたのはわずか 19％でした（図 19 参照）。
 

本調査の回答は、リスクマネジャーの役割が「リスクマネジャー」とい
う肩書が示すようにリスクを管理する責任を負うことよりも、組織内の
他者（リスク部門以外の場合も多い）に仕事をしてもらうために、影響
を与え、調整し、協働し、コミュニケーションを取ることに重点が置か
れるようになってきていることを示唆しています。 

自信不足の要因－デジタルリスクマネジャーの出現
図 19. デジタル実装チーム内のビジネスチームとテクノロジーチームの統合が進み、デジタルリスクマネジャーの必要性が生じている



Figure 20. How the current operating environment is changing the skills required from risk professionals
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テクニカルリスクマネジャーの必要性を生
み出しています。

従来のコントロール・フレームワークが破壊的
テクノロジーにどのように適用されるか組織が
理解する助けとなるように、テクノロジーに造
詣が深いリスクマネジャーの必要性も高まって
います。 
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リスクマネジャーに求められるスキルはどのよ
うに変わってきているか ?
調査の結果、テクノロジーリスク職の新たな候補者を採用する際に最も
重視されるスキルは、技術とビジネスの経験（72%）とリスクマネジメ
ントの経験（66%）の組み合わせだということが分かりました。より興
味深いことに、候補者採用の際に、特定の技術経験（49%）や問題解決
に当たっての「アジャイル」思考（46%）も重視されるようになってき
たことが明らかになりました。私たちはこれを「バタフライ効果」と呼
んでいます。従来のリスクマネジャーのスキルセットが広がり、技術面
と商業面のスキルの融合や、アジャイル型と従来型の企業環境の両方に
適応し、目標を達成する能力がより重視されるようになってきました（図
20 参照）。

追加されたスキルセットは、採用が最も難しいスキルの上位にもランキ
ングされています。経験者を優先していることを考えると、組織はおそ
らくこれまでずっと採用してきたのと同じ人材プールで人を採用してい
ることを示唆しているかもしれません。これが、従来のリスクマネジメ
ントのキャリアパスをたどってきた者が磨いてきた従来のスキルセット
に加えて、新たに望まれるスキルセットを持つ候補者を探すのを困難に
しているのかもしれません。

デジタル化で優位性を構築する

•  何が必要か明確にする：求めているスキルセットや行動を明確にすることで、適切な場所で候補者を探せるようになります。従来の採用チャ
ネル以外に目を向けることを検討して下さい。

•  募集条件に柔軟性を持たせる：応募の際にリスクマネジメント経験を条件にすることが、求めているスキルセットを持つ候補者に応募を思
いとどまらせるかもしれません。

•  理想的な候補者が何を求めているか理解する：それを理解することで、あなたが候補者を見つけるのではなく、候補者があなたの組織を見
つける環境を作るようにします。

バタフライ効果
図 20. デジタル実装チーム内のビジネスチームとテクノロジーチームの統合が進み、デジタルリスクマネジャーの必要性が生じている
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The impact of not addressing the 
widening skills gap
Our survey suggests the gap between the skillset required 
to navigate the evolving risk landscape and the skillset of the 
traditional technology risk manager has been widening for 
a number of years. Organisations who are unable to close the gap 
are likely to find it increasingly difficult to manage risk effectively. 
As digital transformation continues to disrupt many industries 
we see five key implications for those with a risk management 
capability lacking in the core skillsets now required:

 • Slowed adoption of new technology and slow delivery of 
change – our survey highlighted a lack of talent as one of the 
primary barriers to scaling the adoption of disruptive technology, 
as well as a key barrier in reducing the time taken to convert 
ideas in to live solutions. This highlights that importance of having 
a talent strategy that aligns to the needs of the business.

 • Risk blind spots across the organisation – pockets of risk 
exposure that go unmanaged, either because of a lack of the 
knowledge and experience required to identify, understand 
and manage the risk, or because those that have the relevant 
experience and knowledge do not see it as their responsibility to 
manage that risk.

 • A lack of engagement with risk management activities at 
grass roots level across the organisation – the most successful 
and robust organisations are able to successfully align front 
line teams managing risk on a daily basis with enterprise wide 
operational risk processes. The skills and influence of those in 
formal risk management roles play a crucial role in facilitating this.

 • Reallocation of risk management funding away from Risk 
function itself – risk management functions that are unable to 
demonstrate the value they provide will likely see their funding 
cut, as other functions in the organisation pick up the mantle for 
defining more effective assurance processes.

 • Inability to retain high performers – top talent is in high 
demand as the first wave of ‘digital natives’ reach senior 
management positions and the onus is on organisations to make 
permanent risk management roles attractive in order to retain 
high performers. With attractive offers on the table from industry 
leaders, many high performers will not be prepared to wait for 
their own organisations to ‘catch up’.

Talent tactics – what can be done in 
the short term to make the most of 
existing talent pools?
 • Harness people’s natural curiosity for learning, but provide 
a framework aligned to the needs of the business – the need 
to stay up to date has never been more pressing, but a situation 
where everyone is expected to know everything can be counter 
productive.

 • Embed a risk aware culture via the on-boarding process – as 
organisations hire staff from outside of their own industry sector, 
this can create an awareness gap if individuals are moving from 
a non regulated industry to a regulated one.

 • Train risk management staff to apply the ‘digital’ skillset in 
their own day to day activities – the emergence of the ‘digital’ 
skillset, the ability to research user behaviours, define problem 
statements, create solutions, conduct usability testing, are all 
skills that could be deployed in updating methods for managing 
risk and providing assurance.

 • Understand the different sources of talent available to 
you – the skillset now required to manage risk effectively is so 
broad that it is unlikely to be found in one individual, despite the 
‘risk manager’ job title still prevailing. This makes it increasingly 
important to have access to a broad range of skillsets and be able 
to ramp up and ramp down resource quickly.

 • The emergence of Risk Mentors in addition to Risk Managers 
– given the scale and complexity of change in many industries, 
answers to our survey revealed the emergence of the ‘risk 
mentor’ role i.e. experienced individuals within the organisation 
who have relevant prior experience offering advice to peers on 
pitfalls and strategies to manage risk.
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広がるスキルのギャップに対処しないことの影
響
調査結果は、進化するリスク環境で進んでいくために必要なスキルセッ
トと、従来のテクノロジーリスクマネジャーが長年にわたり拡大してき
たスキルセットにはギャップがあることを示しています。このギャップ
を埋められない組織は、次第にリスクを有効に管理するのが困難になっ
ていくことに気付くでしょう。デジタルトランスフォーメーションが多
くの業界にインパクトを与える中、リスクマネジメント機能が現在求め
られているコアスキルセットを欠いている組織はどうなるでしょうか。
５つの影響が予想されます。

•  新たなテクノロジー採用の遅れおよび変革の実現の遅れ：調査は、人
材不足が破壊的テクノロジー採用の規模拡大の主な障壁のひとつであ
り、アイデアを利用可能なソリューションに変える時間を短縮する上
での大きな障壁であることを浮き彫りにしました。これは、ビジネス
ニーズに合致した人材戦略を持つことの重要性を明らかにしています。

•  組織全体の中でリスクが見えないスポット：リスクを特定、理解、管
理するために必要な知識や経験がないため、または、上記の経験や知
識のある者がそのリスクを管理する責任としてそれを捉えていないた
め、管理されなくなる一部のリスク。

•  組織の草の根レベルでリスクマネジメント活動へのエンゲージメント
がない：最も成功する強い組織は、日常的にリスクを管理する前線の
チームをエンタープライズ全体のオペレーショナルリスクとうまく整
合性を取ることができます。社内のリスクマネジメントの役割を担う
者のスキルや影響力が、これを推進する上で決定的に重要な役割を果
たします。

•  リスクマネジメントのための資金をリスク部門自体ではなく他に再配
分する：提供する価値を実証できないリスクマネジメント部門は活動
資金を削減されるかもしれません。組織内の他の部門がより有効な保
証プロセスの定義を代わりに行うためです。

•  業績のよい人材が流失する：「デジタルネイティブ」の第一波が経営幹
部になる時期が到来し、トップクラスの人材は引く手あまたです。人
材流失を防ぐために、組織にはリスクマネジメントの常勤職を魅力的
にする責任があります。業界リーダーからの魅力的なオファーがあれ
ば、業績の優れた者の多くは、所属組織がそのオファーに「追いつく」
のを待つ気はないでしょう。

人材戦術－既存の人材プールを最大限に活用す
るために、短期的に何ができるか ? 
•  人が生まれつき持っている学びに対する好奇心を利用しながらも、ビジ

ネスニーズに合致した枠組みを作ることです―時代に遅れないでいるこ
とは、かつてないほど重要になっていますが、誰もが何でも知っている
ことを期待する状況は非生産的になり得ます。

•  オンボーディングプロセスにリスク認識の文化を組み込む：組織が業界
外からスタッフを雇用する際に、そのスタッフが規制対象ではない業界
から規制対象の業界に来る場合、認識のギャップが生じる可能性があり
ます。

•  リスクマネジメント担当スタッフが日常の活動に「デジタル」スキルセッ
トを利用できるように研修を行う：「デジタル」スキルセットの出現。ユー
ザーの行動を調査し、問題を文章で定義し、ソリューションを創出し、
有用性テストを行う能力は、すべてリスクを管理し、保証を提供する際
に利用できるスキルです。

•  人材獲得のための様々な情報源を把握する：リスクを有効に管理するた
めに現在必要なスキルセットは非常に広範に及ぶため、「リスクマネ
ジャー」という肩書がまだ使われてはいるものの、一人がすべて担って
いることはまずありません。そのため、広範なスキルセットにアクセス
し、迅速にリソースを増減できることがますます重要になります。

•  リスクマネジャーの他にリスクメンター（Risk Mentor）が登場：多く
の業界における変化の規模と複雑さを受けて、調査回答は「リスクメン
ター」の役割が登場したことを明らかにしていました。リスクメンター
とは、リスクを管理する際の落とし穴や戦略について同僚にアドバイス
を提供する経験を有する組織内の経験豊かな人のことです。



What are others doing around the world?
Figure 21. Examples of talent initiatives given by survey respondents

Long term strategy – delivering the 
vision for risk management across 
the organisation, not just for the 
Risk function
With the pace of change over the last 15 years there have 

embed a sustainable operating model to embed the right risk 
management culture and behaviours within technology teams 
over the long term. Getting risk management teams across 

as maintaining an appropriate level of independence, has proved 
challenging for many organisations.

Many organisations aspire to having a risk management 
capability that not only protects the organisation but also drives 
performance and adds value to the bottom line. In order to do that 
many organisations have a vision for risk management that involves 
culture change as well as leveraging new capabilities such as 

real time insight that drives decision making.

Whether the method of achieving this vision involves a build, 
partner or buy approach, an organisation’s success is likely 
to be dependent on having the right talent strategy in place. 
Simply hiring the best talent, on its own, is not likely to be enough. 
Those in leadership roles tasked with delivering on the vision 
need to be comfortable dealing with ambiguity in the short term 

organisation so that they can provide the platform for their teams 
to deliver the vision.
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LEAN原則および「リスク班（Risk 
Squad）」というコンセプトの出現に
関する公式な研修

あまりデジタルに詳しくない幹部がデ
ジタルに精通した若手社員からテクノ
ロジーについて指導を受ける逆メンタ
リング（reverse mentoring）

リスクについての共通理解を深めるた
めに、リスクチームとテクノロジーチ
ームが一緒に講義や会議に参加

専門分野を組み合わせるために他の組
織と知識を共有

デジタルに関する学習経路を公式に定
め、全スタッフが一貫した基本知識を
持つことを促す

他の部署とのワークショップを定期的
に開催し、協働、知識共有、透明性を
促進する

「学び方を学ぶ（learn to learn）」と
いう原則を採用し、従業員主導の学習
を重視

リスクマネジャーをテクノロジー部門
や各ディフェンスラインに合理的に配
置換えする

多様化―リスクマネジメントを唯一の
専門分野とする従業員は誰もいない
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長期戦略―リスク部門のみならず組織全体にリ
スクマネジメントのビジョンを打ち出す
この 15 年間の変化の速度を受けて、組織が長期にわたり適切なリスク
マネジメントの文化と行動をテクノロジーチームに根付かせるために持
続可能なオペレーティングモデルを組み込もうとする中で、対処すべき
いくつかの重要な課題がありました。異なるディフェンスラインのリス
クマネジメントチームが適切なレベルの独立性を維持しながら協働する
ことは、多くの組織にとって困難であることが分かりました。
 

多くの組織は、単に組織を守るだけではなく、業績を押し上げ、純利益
に付加価値をもたらすようなリスクマネジメント能力を持ちたいと願っ
ています。それを実現するために、多くの組織には文化の変革や、意思
決定を促すリアルタイムの洞察を提供する高度な分析、自動化、人工知
能などの新たな能力の活用を含むリスクマネジメントのビジョンがあり
ます。

このビジョンを達成する方法が「自社開発・提携・買収（build, partner 
or buy）」アプローチを伴うか否かに関わらず、組織の成功は適切な人材
戦略の構築にかかっています。単に最高の人材を雇用するだけでは不十
分です。ビジョンを示す役割を担うリーダーシップは、短期的な曖昧さ
に対処するのが苦ではありません。また、組織の各所の他者に影響を与え、
協働することで、その人々が自分のチームにビジョンを伝えるプラット
フォームを提供できるようにすることに長けています。

世界各国で他の組織はどうしているのか ?
図 21. 調査回答者が示した人材イニシアチブの事例



What are others doing around the world?
Figure 21. Examples of talent initiatives given by survey respondents

Long term strategy – delivering the 
vision for risk management across 
the organisation, not just for the 
Risk function
With the pace of change over the last 15 years there have 

embed a sustainable operating model to embed the right risk 
management culture and behaviours within technology teams 
over the long term. Getting risk management teams across 

as maintaining an appropriate level of independence, has proved 
challenging for many organisations.

Many organisations aspire to having a risk management 
capability that not only protects the organisation but also drives 
performance and adds value to the bottom line. In order to do that 
many organisations have a vision for risk management that involves 
culture change as well as leveraging new capabilities such as 

real time insight that drives decision making.

Whether the method of achieving this vision involves a build, 
partner or buy approach, an organisation’s success is likely 
to be dependent on having the right talent strategy in place. 
Simply hiring the best talent, on its own, is not likely to be enough. 
Those in leadership roles tasked with delivering on the vision 
need to be comfortable dealing with ambiguity in the short term 

organisation so that they can provide the platform for their teams 
to deliver the vision.
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置換えする

多様化―リスクマネジメントを唯一の
専門分野とする従業員は誰もいない

「デジタルリスク
マネジャー」
ツールキット

リスクとコントロールの専門家 

ピープルマネジャー 生来のコミュニケーター

チェンジ・エージェント

 

アジャイル思考/問題解決者

テクノロジスト 関係構築者

商業上の洞察力

The Digital Risk Manager toolkit
Figure ��. The complexities of the Digital Risk Manager role
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リスクとコントロールを深く理解
しており、それを新しい不慣れな

状況でも適用できる 

常に現状を打破しようとし、
「今までやってきた方法」を

避ける

テクノロジーを広範に理解し、
最新動向を常に把握したいと

願っている

次世代を育成するために
チームを管理し、

やる気を起こさせる

全社レベルでのビジネスと
リスクを理解し、ビジネスの
視点からリスクについて語ること
ができる

迅速に価値をもたらすことを
重視し、障害を乗り越える能力
がある

影響を与え、信頼を築き、
若手社員から経営幹部まで、
幅広いステークホルダーに
リスクマネジメントのビジネス
価値を伝える能力がある

文書による報告か、直接の会話か、
公式のプレゼンテーションかを
問わず、相手に理解されるように
メッセージをシンプルにする能力が
ある
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正しくやることでどのようなメリットがあるの
か ?
この 10 年以上、テクノロジーは、どれだけの人が自分の人生を生きて
いるか、根本的な見直しを迫っています。現在、幼少期からテクノロジー
に囲まれて育ってきた多数のデジタルネイティブが経営幹部レベルに昇
進し始めています。これは、組織がデジタルリスクに関わる能力を構築
するための長期計画を定め、デジタルに精通した人材を引き付け、今後
20 年間トップレベルの業績を上げた者にキャリアプラットフォームを提
供するための大きな機会となります。この集団を追い抜く機会はいつま
でもあるものではないでしょう。

業務環境がますます複雑になる中で、リスクマネジメント手法を簡略化
し、広く理解し、日常業務に組み込むことができる組織は、業務チーム
が専任のリスクマネジャーを当てにせず、リスクを「自分たちで特定」し、
管理するような文化を根付かせることに成功するでしょう。

「デジタルリスクマネジャー」ツールキット
図 22. デジタルリスクマネジャーの役割の複雑さ

デジタル化で優位性を構築する

組織にとってリスクマネジメントの人材に関わる最大の問題は、ある程度、リスク部門以外にかかっているかもしれません。リスクマネジ
メントの役割を担う人の割合は、組織内の他の役割に比べると、はるかに少ないものです。そのため、組織がリスク担当を改善するために
利用できる機会は、従来のリスクマネジメントチームやリスクとコントロールの視点から物事を考える役割以外の人材を登用することだと
考えます。
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