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これらの要素は、今後も、事業の進め方のみならず業界全体を混乱させると考えられます。この問題に対処するため、企業は、さまざまな方
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法でいろいろなタイプのリスクセンシングの能力を開発してきました。企業がこれらの能力をどのように定義、設計、展開するかによって、
そのリスクセンシングのプログラムの成功と持続性が大きく左右されます。
リスクセンシングの現状を評価するため、Forbes Insightsが実施した調査で、Deloitteは、大企業のCEOをはじめとする取締役レベルの
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役員にそれぞれの企業のリスクセンシングの能力について質問しました。上級経営陣向けに作成した本資料では、リスクセンシングの定
義、調査の主な結果、リスクセンシングの能力を開発・強化するための方法を紹介していきます。

なぜリスクセンシングの方法を提供するのか？
この調査から、大半の経営幹部がそれぞれの企業にはリスクセンシングの能力が備わっていると回答していることが明らかにな
りました。ところが、
（Deloitteの経験とも一致していますが）この調査では、リスクセンシングの能力は重要な要素を見落とし、
技術的な専門性と高度な分析能力に欠け、狭い技術部門で行われ、広範なフォーカスが不十分なため、企業は本来であればリス

何をすべきか？
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クセンシングで検出・監視すべきリスクにさらされている、ということも示しています。
さらに、新たに出現する戦略リスクを感知することで、企業はリスクを回避・軽減できるだけでなく、リスクを利用してその業績を
向上させることができるようになります。つまり、初期の市場の動向や顧客の要望に対応し、新たな技術によるメリットを生かし、
ライバル社の活動を阻止して先発者の優位性を確保するために早めに行動することで、リスクから価値を生み出すことができる
のです。

定義と設計
リスクセンシングとは、人間的洞察と高度な分析力を
採り入れて、企業のビジネスモデル、長期的な成長能

堅固なリスクセンシング能力に備わっている特性：

力、価値創造の能力に対する新たなリスクを特定、分

戦略的目標

役員の関与

外部からの意見

析、監視することです。そのためには、社内外のデータ

ほとんどの大企業は、金融、業務、規制、風評に関するリ

上級経営陣には、リスクセンシングの孤立化、一点集

企業について、および企業の目標と直面しているリスク

の構造化および非構造化データに見られるイベント、

スク、および事業に固有のその他のリスクを監視して

中、過度な戦術化を阻止する影響力を有しており、また

について理解している外部アナリストの意見は「もう一

トレンド、異常性の戦略リスク指標を特定して監視し、

います。戦略的な判断を下すのに役立つように、リスク

組織全体に関する見解を有しています。同じく重要な

つの目」として重要な役割を果たし、経営陣やその他の

そのリスク指標を企業のリスク許容水準ならびに許容

センシングではこれらのリスクを組み込む必要があり

ことに、上級経営者は、リスクセンシングをリスクガバ

社内関係者の考え方を歪める固有の認知バイアスを正

しきい値と比較します。ビジネス主導のリスク指標と

ます。また、戦略目標を揺るがし、経営陣の考え方を否

ナンスおよびリスクマネジメントのプログラムに組み入

すうえで欠かすことはできません。

組み合わせて高度な分析を行うことで、さまざまなシ

定し、企業のリスク選好を超えるような戦略リスクを特

れる必要があります。これらを統合することで、計画、重

ナリオを想定してこれらのデータを分析し、企業の経営

定・監視することで、企業価値を拡大する重要な機会が

要な評価基準、しきい値に関する行動可能な見解が生

技術的資源と人的資源の統合

陣や意思決定者に最も関連性のあるリスクを特定する

得られます。

まれ、上級経営陣の意思決定をサポートすることがで

データ解析と技術の進歩によって、新たな珍しいイベン

きます。また、これらの見解を重要な利害関係者に伝

トの分析・予測がますます可能になっています。それで

え、協調的な行動をとることができます。

も、任務を遂行するには人間による分析が重要であり、

ことができます。

リスニングポスト（情報収集機能）
リスクセンシングの目的は、リスクによって大きな被害

リスニングポストと観測可能な指標によって、トレンド

や費用を被ったり多額の投資が必要になったりする前

と新たなかく乱要素を追跡することができるようにな

評価基準と追跡

入手できない貴重な情報や見解を提供する役割があり

にリスクを軽減できるように、差し迫ったリスクを検出

ります。たとえば、業界を揺るがす新たな技術的トレン

ベースラインとなるリスクの客観的な評価基準（戦略リ

ます。

することです。また企業は、新たなトレンドを明らかに

ドや、企業、製品、サービスに関する発言に現れる顧客

スクの指標およびパラメーター）を開発し、これらの基

して、価値創造に伴うリスクとリターンのトレードオフ

心理の変化などを監視することが重要になるでしょ

準に従ってリスクを追跡できるようにする必要があり

に対する理解を深め、資金調達や資源配分の判断を一

う。また、リスニングポストを設置することで従業員心

ます。理想的には、リスクを評価、報告、軽減する（リス

層強化することができます。

理を注視し、企業文化の形成と優秀な人材の維持に役

ク許容度に応じた）トリガーをリスクセンシングのプロ

立てることができます。

グラムに組み入れるとよいでしょう。

技術的な分析によって得られた見解を深め、ほかでは
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定義と設計
すべてのイベントが重要な影響を及ぼすというわけで
はありません。どのイベントが最大のリスクと機会をも
たらすかを理解すると、経営陣は最も重要なイベントに
資源を注力できるようになります。つまり、リスクセン
シングのプログラムは、研究室で行われるものではな
く、企業目標に関心のない技術専門家に任されるもの
でもありません。そうではなく、上級経営陣の意思決定
要件を考慮し、リスクマネジメントの要件と連携し、リ
スクに関する組織全体の見解に従ったものでなければ
なりません。リスクというのは互いに関連し合い増幅す
る傾向があるため、協調的な方法で監視し、対応する必
要があります。

リスクセンシングでは、競争上の優位性、市場ポジ

リスクセンシングは、リスクマネジメントおよびリスク

ション、業績に影響を及ぼす可能性のある重要なリス

そのためには、経営陣、リスクマネージャー、事業部門

クに注力する必要があります。また、リスクと機会に
関する総合的見解を展開するための構造を組み込
み、経済、実践、生産上の対応をサポートする必要が
あります。そのためには、取締役レベルの役員からの
情報を常に採り入れたリスクセンシングを展開し、そ

ガバナンスのプログラムに組み入れる必要があります。
の責任者にとって役立つ実行可能なレポートを作成す
るとともに、明確なコミュニケーションおよび対応の計
画を策定することが求められます。つまり、概略レポー
トとダッシュボードなどの視覚化ツールも必要な要素
となります。特に、戦略リスクが 新たに発生する場合
は、リスクセンシングチームや最高リスク管理責任者
（CRO）からCEOや役員への直接伝達も有効となるで
しょう。

の計画策定と意思決定におけるニーズはもちろん、事
業部門、リスクマネージャー、コンプライアンス部門
のニーズを考慮し、適時に対応する必要があります。
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リスク
センシング
の現状
大 企 業 のリスクセンシングの現 状を評 価するため、
Deloitte Touche Tohmatsuの委託を受けてForbes

注目すべき調査結果：

Insightsは、主要産業および主要地域を代表する企業
の155人の 経営 陣に対してある調 査を行いました。
2015年5月から6月にかけて実施されたこの調査で
は、収益10億ドル以上の企業を対象としています。
この調査から、多くの企業が、少なくとも回答者とその
企業が定義する通り、リスクセンシングの能力を開発
していることが明らかに示されています。サンプルの
企業の大半は、ある程度はリスクセンシングを展開し
ていると回答していますが、その能力は企業によって異
なります。また、監視するリスク、リスクセンシングの取
り組みを報告する相手、最も重視しているリスクの種
類も、企業によって異なります。

多くの企業がリスクセンシングを
実施しているが、戦略リスクに対する
注目は低い

最も重視するリスクは
常に変化している

3分の2の企業が、適切な人材を
確保していると考えている

外部の意見の重要性については
さらなる検討が必要
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多くの企業がリスクセンシングを実施しているが、
戦略リスクに対する注目は低い
全体的に見ると、
回答者の約80%がリスクセンシングのツールを利用しています。
ところが、
図1にも示しているように、
10段階評価の
「そう思う」
の上位3位について見てみると、
金融リスク
（70%）
、
コンプライアンスリスク
（66%）
、
オペレーショナルリスク
（65%）
に対してはリスクセンシングを
実施していますが、
戦略リスク
（57%）
に対してはあまり実施していないことが分かります。
それでも、
上級経営陣は戦略リスクが最も重要だと考え
ている傾向が見られます。

図1： 4つの主要リスク*

コンプライアンスリスクを
検出・監視するプログラム

金融リスクを
検出・監視するプログラム
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10%
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戦略リスクを
検出・監視するプログラム

オペレーショナルリスクを
検出・監視するプログラム
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* 集計において、
丸め誤差により合計が100%にならない場合があります
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3分の2の企業が、適切な人材を確保していると考えている
（「そう思う」の上位3位に基づくと）約3分の2が、リスクセンシングのデータを監視・分析し、それに基づいて行動するのに必要な知識を有する
人材を採用していると回答しています（図2）が、残りの3分の1は適切な人材を確実に採用していないと回答しています。

図2：リスクセンシングに適した人材を確保して
いますか？

65%

が、

リスクセンシングのデー
タを監視・分析し、それを
事業に利用できるように
するのに適した知識を有
する人材を採用している
ことについて「そう思う」
または「非常にそう思う」
と回答しています。

実際には、適切な人材を確保している企業でも適切な
ツールを備えているとは限りません。これらのツールに

異常値を探す

は、データの調査や感知のためのツールだけでなく、測

適切なリスクセンシング（戦略リスクの特定と監視）では、レアイベントと観測値、つまり想定されるパター

定、分析、視覚化のツールも含まれます。特に、ビッグ

ンや既存のトレンドからはずれた異常値の検出を行います。異常値の検出と分析では、まず、次のステップ

データや戦略リスクのリスクセンシングと分析には、測

を踏む必要があります。

定、分析、視覚化のツールが欠かせません。多くの企業
が社内データの過去の傾向の視覚化、ダッシュボード

•希少なデータの採用：レアイベントは、その特性上、検出・分析できる観測値がほとんど得られません。

化、分析に注力していますが、パターン分析やシナリオ

高度な分析およびモデリングによって、確率の低い異常値を扱い、わずかなデータであっても開発とイ

分析、またはレアイベント分析などの複雑なその他の分

ベントに対してより深い見識をもたらすことができます。現在のテクノロジーでは、不十分なデータを補

析やしきい値を利用して、リスクを長期的に監視した

い、長期にわたる変化を監視することができます。

り、初期の警戒信号を始動させたりしている企業はほ
とんどありません。

•コンテクストの構築：異常値を重要でないと判断して却下するのではなく、新たなイベントやそれぞれの
情報というのは企業のビジョンを改良してコンテクストを修正する機会を提供してくれるものだと考え

当然のことながら、レアイベントというのはごくまれに

ます。発生したイベントが戦略的に重要である場合、それが珍しいからといって、企業に対する潜在的な

しか生じないため、たとえあったとしても、推定できる

重要性や影響力が弱いということにはなりません。

ほどの観測結果はほとんど得られません。確率の低い
当然のことながら、大規模な企業（年間売上10億ドル

異常値を考慮した分析およびモデリング技法を利用す

•状況の認識：5W（誰が、何を、いつ、どこで、なぜ）に注目することで、レアイベントの分析を新たな事業

～50億ドルの企業ではなく、年間売上50億ドル以上の

ると、レアイベントに対する深い見解を得ることができ

目標とその実現に結びつけることができます。異常値の検出を企業の戦略とビジネスの状況に関連付

企業）ほど豊富な人材を有し、この質問に同意する傾向

ます（囲みを参照）。

けることで、単なる予測に利用するのではなく、リスクマネジメントに結びつけることができます。

が見られます。
注意事項：アナリストは、ほぼすべての主要リスクイベントが発生してから、イベントや類似する事象を予測
回答企業のリスクセンシングのチームの規模にもより

するいくつかの兆候、警告、データポイントを見つけます。異常値の検出と分析は、イベントが生じる前にこ

ますが、企業が人材のみに頼っているのか、あるいは

れらの兆候を特定し、
解釈することを目的としています。

ツールを利用してより深い広範囲の分析を行っている
のかも重要な指標となります。ツールを利用すること
で、日常のデータ収集および分析の時間と労力が削減
され、より複雑な分析やより高い付加価値のある活動
に資源を配分することができます。
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最も重視するリスクは常に変化している

図3-A： 2013年に最も重視されたリスク*
次のリスク領域のうち、
（3年前、現在、3年後の）貴社の事業戦略に
最も影響を与えるものはどれですか。**

2010

2013
41% ブランド

28% 景気動向

26% 風評

2016

40% 風評

32% ビジネスモデル

27%

景気動向／
競合（同率）

29% 景気動向

26% ビジネスモデル

24% 風評／競合（同率）

期的なリスク、長期的なリスクに対応できるように、企

ていますが、2015年には景気動向はさほど懸念されて

業が定義するあらゆる計画対象期間でのリスクおよび

いません（アメリカの景気が回復途上にあるからだと

インパクト調査をサポートするものでなければなりま

推測されます）。

せん。

2015年の調査では、過去も現在も将来においても規

最後に、これらのトレンドは、分析の精度や技術が 高

制リスクが 重視されています。興味深いことに、イノ

まっていることも示しています。初期のリスクセンシン

ベーションのスピードが2015年には3位、2018年には

グのツールは、マーケティングやブランドを重視する傾

1位（規制リスクと同率）に挙げられていることから、多

向がありました。より長期的に見ると、企業は、資金調

くの部門でテクノロジーによる混乱の影響を受けてい

達、投資、価値創造などの戦略的問題に注力する傾向

ることが考えられます。

があります。たとえば、経済モデルを使用している企業

これらの結果は、リスクに対する経営陣の見解は（根本

ことを示していますが、今はまだ初歩的な段階にすぎ

的ではないものの）常に変化しているという事実を明

ません。

確に示しています。同様に、リスクの定義はリスクセン

2015
44% ブランド

このように、リスクセンシングは、差し迫ったリスク、短

すべての対象期間でトップ3の優先事項だと考えられ

は、成長率や商品価格などのデータに目を向けている

図3-B： 2015年に最も重視されたリスク*

2012

2013年の調査でも2015年の調査でも、風評リスクは

2018

35% 規制

イノベーションの
30% スピード／規制
（同率）

シングの取り組みを左右する傾向があるため、リスク
を定義する際は広い範囲を考慮することが重要だとい
うことも示しています。また、多くのリスクには相互関
係があるということを念頭に置く必要があります。たと
えば、規制、風評、ブランド、人材（の確保と維持）に関す

41% 風評

32% 風評

25% 人材

るリスクは、互いに影響し合って増幅する傾向がありま
す。さらに、過去のリスクが現在や未来のリスクと同じ

32% 規制

29%

イノベーション
のスピード

であるというケースはほとんどないため、先見性のある

24% 風評

リスクセンシングの能力が強く求められます。

* 質問は複数回答可とし、上位3位までを表示しました。
** 2013年にDeloitteとForbs Insightsは類似の調査を実施し、2015年の調査と同じように、3年前、調査時点、3年後に直面する主な戦略リスクを選択してもらいました。新たに調査を行うと、リスクに対する認識に変化が生じていることが分かります
（『戦略リスクの探索：世界のエグゼクティブ300名が語る戦略リスクの変化』Deloitte（2013年）より）。
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リスク
センシング
の現状
多くの回答者が、内部者よりも外部者の方がリスクを
客観的に見ることができるということに同意していま
すが、それでも、これに同意しない回答者の方が多いと
いう結果が得られています。
（上位3位で評価して）
「そ
う思う」という回答は合計で40%ですが、中程度の回
答（4～7）、つまり外部の意見の重要性については不確
実だという回答は51%（図4）となっています。この調査
結果は、ソーシャルメディア、ウェブサイトのレビューや
レーティングなども外部の意見だと考える回答者がい
るため、歪みが生じている可能性があります。また、外
部のデータは、長期にわたる戦略的取り組みや方向性
を調整する場合と比べ、短期的な戦略判断には関連性
が低いため、この調査結果は現在のリスクセンシング
の取り組みを反映している可能性もあります。
その一方で、外部の意見によってより客観的にリスク
を分析できるという考えに対して、10%が「そう思わな
い」
「 まったくそう思わない」と回答しています。このこ
とはおそらく、非常に強く、危険をはらんだ内部の認
識バイアスが存在していることを示していると思われ
ます。

外部の意見の重要性についてはさらなる検討が必要

図4： 外部の意見の重要性
経営陣の意図や偏見とは無縁の外部者は、内部
者よりも客観的・専門的にリスクを分析すること
ができます。

40%
そう思う／
非常にそう思う

51%
ややそう思う／
あまりそう思わない

10%

そう思わない／
まったくそう思わない

このように、多くの企業が、リスクセンシングの重要な

風評やイノベーションのスピードに関連するリスクにつ

要素（内部のアナリストや経営陣の認識バイアスを正す

いて検証する際、外部の意見は特に有効です。企業は、

ことができる外部アナリスト）を軽視しています。バイ

顧客の意識調査の肯定的な結果を重視して否定的な

アスには、自信バイアス（自分の信念に対する過信）、有

意見を拒絶し、風評のリスクを過小評価する傾向があ

効性バイアス（最近見たり読んだり経験したりした事

ります。イノベーションに関しては、多数の大企業が、新

柄を重視）、確証バイアス（自分の考えに都合の良い情

しいテクノロジーや製品は未熟だったり重要ではない

報に注目）、楽観バイアス（悪いことが起こらないとい

という誤った考えを持っており、破壊的なビジネスモデ

う考え）などがあります。

ルを有する新たなライバル企業との競争が思いのほか
早く起こることに気づかされるでしょう。

外部の意見には、これらのバイアスを正す役割がありま
す。たとえば、社外のオブザーバーは企業に対するリス

役員はリスクセンシングに積極的には関与していませ

クについて、思惑や意図にとらわれない見解を提供す

んが、リスクマネジメントが堅固で先見性があることを

ることができます。外部の意見は、リスクセンシングか

確かめるうえで重要な役割を担っています。さらに、リ

ら得られた結果にさらなる見解を加えることができま

スクセンシングの能力が成熟すると、役員は、業務や戦

す。ニュースレポート、ブログ、公開文書、ソーシャルメ

術だけでなく、役員に関連性のあるデータや見解を提

ディアなどは断片的な情報や見解を提供していますが、

供する戦略により注目するようになります。外部の意見

外部の総合的な見解によって、内部のデータや分析に

は、堅固なリスクマネジメントおよびリスクセンシング

対して状況による手がかりが得られるため、推測および

のプログラムの重要な要素となるでしょう（実際、外部

誤りの可能性のあるデータや結論を評価する際に役立

の意見を提供して経営陣のバイアスを正す責任を有す

ちます。さらに、外部のデータポイントを経営陣に示

る役員が必要です）。

し、内部での論議を促進し、結果とその影響の可能性
を評価するためのシナリオを検証することができます。

丸め誤差により、合計が 100% にならない場合があります。

リスクセンシング（進化する）最先端技術
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何をすべきか？

戦略リスクの監視を開始するにあたって、まず、企業の主な構成要素と戦略目標を明らかにして、マイナスの影響を及ぼす場合には各部門の方向性を左右する主な「ドライビングフォース」を変更します。これらの「ドライビング
フォース」は、経済、規制、顧客、技術、業務、資金調達、および科学や工学など価値創造に影響を及ぼす分野の研究開発の各部門に配分することができます。
それぞれの部門には、業界や企業に関連する現在のトレンドや可能性のあるイベントがあります。たとえば、以下の6つの部門に見られる問題や課題の例を検証してみましょう。

経済部門

規制部門

顧客部門

業務部門

資金調達部門

技術部門

地域や国の成長、金利と通貨、環

法の整備、規制当局の優先課題、

製品やサービスの選好、購入に影

サプライチェーン、代替のサプラ

成長計画や戦略目標を支援する

科学および研究開発の基本的な

境、セクターの開発、
（労働力を含

コンプライアンスの手法とコス

響 を 及 ぼ す 要 因 、カ ス タ マ ー

イヤー、能力に関する問題、生産

官民による資金源の利用、十分な

傾 向 、知 識 の 移 転 、技 術 の商 品

む）投入原価、需給関係

ト、判例と訴訟の傾向

ジャーニーの進化、競合する製品

や配送に関する問題、アウトソー

資本利益を生み出す能力

化、教育活動、特許の申請・引用、

や価格戦略、技術採用曲線

シング 、提 携 や チャネルパート

技術の習得

ナーの活用

これらは、各部門の一般的な例にすぎません。実際には、業界や企業に固有の問題や課題（および部門）があるでしょう。また、各部門に影響を及ぼす「ドライビングフォース」を明らかにすることは、プロセスの第一歩にすぎません。部門
には重複している要素もあるため、認識されるリスクや潜在的な機会についてそれぞれの相互作用を確認する必要があります。さらに、それぞれの企業は、潜在的なトレンドや混乱の重大性と影響や、それらが事業の実現に及ぼす影響
を判断し、適切な対応計画を策定する必要があります。

リスクセンシング（進化する）最先端技術
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何をすべきか？

プログラムに取り掛かる

リスクセンシングのプログラムを開発、実施、維持するには、専門的で特別な人材が必要です。そのため、企業の事業および固有のリスクを理解した社内の人材を確保することが重要になります。また、技術基盤、高度な分析、アウトサイ
ドインの視点を考慮すると、社外の人材も必要になるでしょう。このほか、リスクセンシングには、必要なデータやデータソースを特定し、最適なワークフローを定め、ダッシュボードやレポートおよびその他の見解や提出物のアラートと
フォーマットを開発するためのデータサイエンティスト、データエンジニア、セクターアナリストなどの専門家も必要です。

適切なリスクセンシングのプログラムを開発・実施する際に考慮すべき4つのステップ：

1

監視すべき戦略リスク、
取り組みの範囲を特定する

2

戦略リスクを監視するのに
必要な要素を明らかにする

•上級経営陣や主な利害関係者とのワーキングセッ

•人間による分析など、主な戦略リスクを分析するの

ションを実施して、戦略リスクを特定・確認し、それ

に最適なアプリケーションやその他のリソースを明

ぞれに優先順位をつけます

らかにします

•監視すべきリスク、セクターの要因、潜在的な混乱要
素について意見をまとめます
•監視すべき戦略リスクの指標、追跡すべき基準、報
告・上位レベルの処理事項・対策を始動させるしきい
値を明らかにします

•関連するデータ抽出、および構造化・非構造化された
データソースを確立します
•重要なリスクを分析するのに必要なワークフローを
描きます
•データ、分析、フラグ、見解を構成するアウトプット、
およびこれらのアウトプットを分かりやすいかたちで
示すのに最適な視覚化方法を明らかにします
•アウトプットを受け取るまたは利用できる利害関係

3

戦略リスクを調査、分析、追跡
するための基盤を確立する

•確立した範囲内で分析を実施し、関連する情報を収
集します
•収集した情報を検討し、主な戦略リスクに関する見
解の草案を作成します
•セクターのトレンド、関連業界のトレンド、経済、市
場、技術、規制などその他のトレンドを組み合わせ
て、データと調査結果を強化します
•自動および手動の調査および分析能力を組み合わせ
て、初期のプラットフォームを開始します
•各部門の専門家やその他の関係者と協力して、レ
ポートを検討します

4

継続的にデータソースを監視し、
見解を生み出す

•実践に役立つ見解を生み出し、リスクが企業に及ぼ
す影響の程度を考慮して、企業や事業部門が直面し
ている戦略の問題とこれらの見解を結び付けます
•これらの見解を、戦略および事業計画、製品の開発
や停止、IT購入、資金調達計画、アウトソーシング、合
併買収などの主な事業判断に組み入れます
•調査と分析を継続的に強化・改善し、範囲と頻度を
拡大または縮小し、ダッシュボードとレポートを改善
し、より深い情報と見解を獲得します
•モデルを定期的に見直して妥当性を確認し、それに
応じて改良を加えます。モデルを使用する際は、企業

者を指定し、アウトプットの報告、適用、使用に関して

で一貫して適用できるように厳しく監督・統制する必

求められる行動を明らかにします

要があります

リスクセンシング（進化する）最先端技術

11

何をすべきか？

リスクセンシングのプログラムを開発・強化するには、次の専門家が必要になります

スペシャリスト

プラットフォームのセクターアナリスト

専門のデータアナリスト

プロセスモジュールのデベロッパーなど、広範で高度

セクターとデータに関する知識に基づいてスペシャリ

セクターアナリストやスペシャリストの指導に基づい

な分析手法に精通した専門家

ストと協力してセクター分析を開発し、ワークフロー

てプラットフォームを使用し、特定のレポートやレポ

を明らかにするアナリスト

ートの構造を改善するアナリスト

リスクセンシングの検出力と分析力を強化するには、
技術的な能力と人間の洞察力を組み合わせ、適切に注力することが重要です。
また、リスクセンシングを成功させるには、ツールとそれを使用する人材が欠かせません。

リスクセンシング（進化する）最先端技術
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進化する能力

多くの業界の大企業にとって、リスクセンシングの定義、開発、展開は必要不可欠な能力となっています。一時的で

企業とその戦略、
リスク環境の変化に応じてリスクセン

中途半端で、調整のとれていない資金不足の取り組みでは、新たな戦略リスクを検出・評価・追跡する手法を開発で

シングも進化しなければなりません。また、経営陣、リ

きないだけでなく、
リスクの全体像を描くこともできません。

スクマネージャー、事業部門からのフィードバックをア
ナリストに伝えてその結果を実践で利用できるように

リスクセンシングを戦略的に実施する3つのステップ：

する必要があるのと同様に、リスクセンシングを定期
的に調整・改善してその能力を高める必要があります。

1

2
1

3
1

第1に、経営陣の基本的な推測、ま

第2に、単なるデータマイニングや

第3に、リスクセンシングの結果を、

たは企業の戦略目標の達成能力を

メディアモニタリングではなく、企

上級経営陣（および企業や事業部

損なう恐れのある戦略リスクに注

業に関連するリスクを考慮してリス

門）が 計画策定や経営判断を下す

目します。

クセンシングをリスクマネジメント

際に利用できるように、有益なもの

とリスクガバナンスに組み入れ、リ

にします。実際に適 用できなけれ

スクセンシングのプログラムのレ

ば、リスクセンシングのプログラム

ベルを向上させます。

が適切に設計・開発・管理できてい
ないことを意味します。

Deloitteが最近実施したリスクセンシングの調査およ
び現場での経験から、大企業のほとんどがリスクセン
シングの取り組みを進めていますが、適切なリスクセン
シングのプログラムを確立するということに関しては、
その多くは前途遼遠であると思われます。より端的に
言うと、リスクセンシングのプログラムの価値は、戦略
リスクや優先事項とどの程度関連しているか、上級経
営陣がどの程度サポートしているか、リスクガバナンス
やリスクマネジメントと適切に統合されているか、適切
な技術的資源と人的資源で構成されているか、という
要素によって左右されます。
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