
世界のエグゼクティブ300名が語る
戦略リスクの変化

戦略リスクの探索

 トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれら
の関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつで
あり、各社がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約40

都市に約7,100名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳
細はトーマツグループWebサイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場
のクライアントに提供しています。全世界150ヵ国を超えるメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに
取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約200,000名
におよぶ人材は、“standard of excellence”となることを目指しています。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）およびそのネットワーク組織を構成
するメンバーファームのひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した
別個の組織体です。その法的な構成についての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/ をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に
対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能
性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本
資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited© 2014. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

有限責任監査法人トーマツ
　東　京  〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル  Tel：03-6213-1112
　大　阪  〒541-0042  大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング  Tel：06-4560-6021
　名古屋  〒450-8530  愛知県名古屋市中村区名駅3-13-5 名古屋ダイヤビルディング3号館  Tel：052-565-5517
　福　岡  〒810-0001  福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ  Tel：092-751-1517
デロイトトーマツ リスクサービス株式会社
　本　社  〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル  Tel：03-6213-1300

国内ネットワーク www.tohmatsu.com/ers



3

5

6

7

8

9

10

13

14

16

17

18

19

エグゼクティブサマリー

全世界の企業で重要な焦点として浮上する戦略リスク

企業が変えつつある戦略リスクの管理法

事業戦略とリスク管理の統合

取締役会やCEOが主導する戦略リスク管理

風評リスクが最大の懸念事項

ビジネスモデルを破壊する新技術の力

事業戦略の方向性を決める新技術

戦略リスク管理を独自に改良

組織内外でのソーシャルメディア・リスクに対する取り組み

リスク軽減を目的とした戦略的資産投資

今後に向けて

本調査について
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世界のエグゼクティブは、戦略リスクという領域に関する考

え方が変わりつつあると述べています。それはどのような

変化なのでしょうか。 

効果的なリスク管理は、最も成功した企業となるための基

準となってきました。しかし、今日のリスクに満ちたビジネス

環境では、計画や戦略が予想通り展開するという確信を持

つのは、エグゼクティブにとって難しいことかも知れません。

その大きな理由は、事業戦略上の意思決定に影響を与え

る、またはそれらによって生じる戦略リスクが、目まぐるしく

変わるビジネストレンドや、ソーシャルメディア、モバイル、

ビッグデータなどの技術革新によって、これまでにないス

ピードで発生していることにあります。イノベーション曲線

に追いつけない企業は、直ちに技術革新の持つマイナスの

側面、すなわちディスラプション（破壊）の犠牲になる可能性

があります。これは戦略リスク管理が多くのエグゼクティブ

にとって優先事項となっている理由の一つに過ぎません。 

The Coca-Cola Companyのエンタープライズリスク・

マネジメント担当ディレクター、 Phil Maxwell氏は、「これ

まで企業は、特定のリスクが発生した場合、一つのニュース

サイクルが終わるまでにそれに対応すればよかったのです。

今ではリスクのペースが極めて速くなっているため、以前よ

りもさらに万全に備え、より素早く反応する必要がありま

す。それが過去と現在との最大の違いの一つです。過去と

言っても、わずか3、4年前のことですが」と言っています。

私たちは、最近の調査により、世界中の多くの企業がリス

ク領域について新たな見方を採用しつつあることを示す、
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本報告書における調査結果は、南北アメリカ（33%）、欧州・中近東・アフリカ（EMEA）

（33%）、アジア・太平洋（34%）の300社以上が参加した世界的規模の調査に基づいてい

ます。回答者はほぼ全員が最高責任者レベルのエグゼクティブ（263名）、取締役会メン

バー（22名）、またはその他のリスク担当役員（21名）です。調査対象企業は、5つの主要産

業部門（消費財・工業製品（「C&IP」）、ライフサイエンス・医療（「LS&HC」）、技術・メディア・

通信（「TMT」）、エネルギー・資源（「E&R」）、金融サービス（「FS」）を網羅しており、すべて

年間売上高が10億米ドル（または相当額）を超える企業です。

内容に関する補足的見解は、主要産業と世界の各地域をバランスよく代表する大企業8社

のエグゼクティブとの個人インタビューを通じて得られたものです。さらに詳しい情報につ

いてはwww.deloitte.com/strategicrisksurveyをご覧ください。

注：本資料はDeloitte UKが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。

この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、オリジナルである英

語版の補助的なものです。

重要な証拠を発見しました。これは世界の300以上の主

要企業における戦略リスク管理の実務をグローバルに調

査したもので、2013年春にDeloitteを代行してForbes 

Insightsが実施しました。調査の実施にあたり、Deloitte

は、現在および将来の戦略リスクを企業がより効果的に管

理するにはどうすべきか知りたいと考えました。同調査で

は、以下を含め、広範囲にわたる問題や質問を網羅してい

ます。企業は事業戦略を策定し、それを評価する際に、どの

程度までリスクを検討し、それに対処しているのだろうか。

企業の戦略が作り出す新たなリスクとは何か。避けるべき、

また取るべき戦略リスクはどれか。新技術による戦略的な

影響とは何か。リスクを管理し、新たな機会を模索するた

めに不可欠な投資とはどのようなものか。また、企業の戦

略が完璧に実施されている場合でも、組織を弱体化させる

可能性のあるその他のリスクとは何か。同調査では、主に

戦略とリスクとのすり合わせ、戦略的投資の監視、戦略リス

クの管理に関する新たな見方などを中心に検討しました。

調査結果には、大多数の信念を裏付ける部分もありました

が、意外な結果も判明しました。以下は、主な調査結果の一

部です。

•調査対象企業の81%は、業務リスク、財務リスク、コンプ

ライアンスリスクなどの従来のリスク領域に限定する

ことなく、明示的戦略リスク管理を実施していることか

ら、戦略リスクはすでに重要な焦点になっているといえ

ます。また、多くの企業は、戦略の失敗だけでなく会社の

長期的な地位や業績に影響を及ぼす可能性のある主要

なリスクにも焦点を当て、広い視野で戦略リスクを検討

しています。
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回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

83%
17%

79%
21%

81%
19%

「誰にとっても、リスクは一番の関心事です」とBarclays

のコーポレート・アンド・インベストメント・バンキング担当

マネージング・ディレクター兼ヘッド・オブ・ストラテジー、

Reto J. Kohler氏は言います。「当社では戦略を策定する

際に、それに伴うリスクだけでなく、その戦略に従うことに

よってどのような（ビジネス）リスクを最小限に抑えること

ができるのかを考慮します」。

「リスクを扱う場合、企業の経営陣は戦略的・横断的リスク

にはっきりと焦点を合わせるべきです。また、事業部門は、

部門内のリスクを管理する責任があります」と言うのは、

Sanofiのグループリスク・マネジメント担当アソシエイト・

バイスプレジデント、Elisabeth Pacaud氏です。「戦略リ

スクとは、多角化、技術革新、また新興国など、会社が特定

した戦略目標が何であっても、それに直接影響を与えるも

のです」。

全世界の企業で重要な焦点として
浮上する戦略リスク

効果的な戦略リスク管理は、潜在的な欠点を回避すること

によって価値を守る以上のことを可能にします。それは実

際に、不確実性と不安定さを利用して利益を最大化し、競

争上の地位を改善することによって、価値の向上に役立つ

のです。

「リスクは不確実なものです」と言うのは、Sysco  

Corporation のエンタープライズリスク・マネジメント・ア

ンド・コンプライアンス担当バイスプレジデント、Sandra 

G. Carson氏です。「しかし、特に変化が激しい時には、目

標に到達するためにリスクを取る必要があります。した

がって、戦略リスクは、単にリスクがもたらすマイナスの影

響ではなく、利得の部分最適化でもあります。私は、リスク

が持つ2つの側面、すなわち企業価値の保護と企業価値の

向上の両方を把握する企業こそ、将来成功する企業だと考

えます」。

4つのリスクタイプ

本報告書では、全体を通じて、多くの企業のリスク認識と

ほぼ一致するとDeloitteが考える、4つの主要なリスクカ

テゴリーに言及しています。

•戦略リスクとは、組織の事業戦略および戦略目標に影

響を与える、またはそれらよって生じるリスクです。 

•オペレーショナルリスクは、戦略的計画の実施に影響

を及ぼす主要なリスクです。 

•金融リスクには、財務報告、評価、市場、流動性、信用リ

スクなどの分野が含まれます。 

•コンプライアンスリスクは、法令遵守に関するリスクです。

Q. 貴社は、戦略リスク管理をはっきりと重要視していますか。

│はい
│いいえ

│はい
│いいえ

│はい
│いいえ

はい 81%

いいえ
 19%

•ほとんどの企業では、単に戦略リスク管理を優先事項とし

ているだけでなく、それを行う方法を変更しつつありま

す。実際、ほぼすべての回答者（94%）が、過去3年間に戦

略リスク管理に対するアプローチを変更しています。この

数字は、アジア・太平洋地域でやや高く（96%）、欧州・中

東・アフリカ（EMEA）（91%）でやや低くなっています。 

•重要な進歩として、全体的な事業戦略および計画策定プ

ロセスに、戦略リスクの分析を統合する企業が増加して

いるという点が挙げられます。また、この統合は成功を

収めているようです。調査対象企業のうち61%は、自社

のリスク管理プログラムは、事業戦略の策定と実行をサ

ポートするという目的において、少なくとも適切に機能

していると考えています。

•戦略リスク管理はCEOおよび取締役レベルの役員の優

先事項となっています。調査対象企業の3分の2（67%）

が、戦略リスクの管理はCEO、取締役会、または取締役

会付属のリスク委員会の管轄下にあると答えています。

•風評リスクは今や最大のリスク上の懸念事項です。これ

は主にソーシャルメディアの台頭に起因しています。ソー

シャルメディアはグローバルなコミュニケーションを瞬

時に可能にするため、企業にとっては自らに対する市場

の認識を制御することがより困難になります。

•その他の技術もビジネスおよびリスク環境に大きな影響

を与えています。調査対象企業の過半数（53%）は、ソー

シャル、モバイル、ビッグデータなどの技術イネーブラー

（実現要因）およびディスラプター（破壊要因）が、確立さ

れたビジネスモデルを脅かす可能性があると考えてお

り、91%の企業は、こうした技術の台頭以降、自社のビジ

ネス戦略を変更しています。技術が最も大きな影響を与

えているのは、 情報・メディア・通信（TMT）（97%)、消

費財・工業製品（C&IP）（96%）、およびライフサイエン

ス （94%）の3部門です。地域的に最も大きな影響を受

けているのはアジア・太平洋地域で、回答者の98%が自

社のビジネス戦略を変更したと報告しています。 

•今から3年後には、企業にとって投資が必要な最大の戦

略的資本は、ヒューマンキャピタル（人的資本）と技術革

新になると予想されます。

過去10年間に、人々は情報爆発を目のあたりにしてきまし

た。これは、最近『ニューヨーク・タイムズ』紙のTom 

Friedmanが「グレート・インフレクション（大いなるうね

り）」1と名付けた、ソーシャルメディア、クラウドコンピュー

ティング、4Gワイヤレス、超高速帯域幅、システム・オン・

チップ（SOC）回路、モバイル機器、タブレットなどを基礎と

した、ハイパー接続された世界です。この新たなビジネス環

境においてリスクを管理するには、顧客のフィードバックに

耳を傾けるよりもはるかに多くのことが必要になります。名

のある新聞や報道機関を含め、これまで受け入れられてき

た情報は、大勢の意見によって構成される多次元型情報基

盤に急速に取って代わられつつあります。あらゆる種類の

情報や意見に容易にアクセスすることができる一方、それ

らを評価し、制御することはいっそう困難になっています。 

こうした問題や傾向を受け、企業は、戦略リスク管理能力

および業績を向上させるため、計画的に努力しています。 

従来のリスク管理アプローチは、主要な財務指標や、変化

する法的規制環境を監視することにその焦点を置く傾向

があります。しかし、こうしたアプローチは監査済み財務諸

表に基づいて行われることが一般的であるため、そのリス

ク戦略およびリスクヘッジは、以前の業績や過去の否定的

イベントに左右されることが多く見受けられます。した

がって、従来のアプローチは必ずしも将来の戦略リスクを

発見する、または将来の業績を予測するのに役立つわけで

はありません。つまり、企業価値の向上よりも企業価値の保

護に焦点を当てているのです。 

本報告書では、調査結果を詳細に検討し、戦略リスクをよ

り効果的に管理するために、主要産業および世界各地域の

企業がどのような対策を実施しているのか、またより自信

を持って意思決定を行い、事業価値の向上を図るための

ツールとして、いかに戦略リスク管理を利用しているかに

ついて、深い知見を提供します。

本調査により、企業の大多数（81%）が明示的で積極的に戦略リスク管理を実施していることが判明しました。この結果

は、地域や業界にかかわらず、一貫したものでした。さらに、多くの企業は、単に戦略の失敗につながるリスクだけではな

く、会社の長期的な地位や業績に影響を及ぼす可能性のある主要なリスクにも焦点を当て、より広い視野で戦略リスク

を検討しています。

1 http://www.nytimes.com/2013/01/30/opinion/friedman-its-pq-and-cq-as-much-as-iq.html?partner=rssnyt&emc=rss
4 5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



1-3 | あまりよくサポートしていない　　4-5 | 良く・非常に良くサポートしている

3331%

228% 5513%

111%

4448%

回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

0

はい  
94%
いいえ 6% 回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

0

 

Cisco Systemsは、エンタープライズリスク管理（ERM）

を事業に統合するため、計画的な努力を行っています。「過

去には、評価や調査を介して情報を収集していました。し

かし、ERMについては、単にアンケートに回答するのでは

なく、むしろコンサルティング的なアプローチの採用を考

えたのです」と同社のエンタープライズリスク・マネジメン

ト担当シニアマネージャー、Valerie Spillman氏は言いま

事業戦略とリスク管理の統合

す。「我々は、情報を収集する場合だけでなく、イネーブラー

であり、付加価値部門であることを示す場合にも、クロー

ズドループ・アプローチを目指して業務を進めています。現

在、ERMは、リスクを定量化をしています。また、どのよう

なアクションプランが存在するのか、あるいはより良いリ

スク管理のためにはどのようなアクションプランが必要な

のかを判断しています。

ANZのチーフ・リスク・オフィサー、Jennifer Evans氏に

よると、戦略リスクの管理は「これまでの方法を今後も続

けることではなく、創造的かつ革新的な思考で戦略リスク

を定義するということ」です。

「かつて我々は定量化が可能なリスクだけに注目し、エン

タープライズリスク管理の一環としてそれを報告するた

め、リスクを定量化する傾向がありました」と言うのは、

Siemens AGのコーポレートファイナンス・アンド・コント

ローリング担当チーフ・リスク・アンド・インターナルコント

ロール・オフィサーの Dr. Georg Klein氏です。「しかし、最

も関連性の高いリスクであっても、その一部はただ数年後

の財政上の影響に関する限定的なものであって、その財政

上の影響についても意味のある見積りを作成することさ

えは極めて困難だ、ということがわかりました。したがって

我々は、純粋に定量的なリスクアプローチから、規制、メ

ディア、風評といった問題に関するソフトデータの統合を

企業が変えつつある戦略リスクの管理法

可能にする、より定性的なリスクアプローチへと、意識的

な拡大を図ることにしたのです。これにより、当社が直面

する課題について、より包括的に認識することが可能にな

りました」。

Sysco CorporationのSandra G. Carson氏は、「戦略リ

スクに関する当社の考え方は変化しました」と述べていま

す。「最初は、プロセスを把握しようとしていました。しか

し、当社のプログラムや、エンタープライズリスクに関する

この原則が変化するにつれ、戦略リスクに関する我々の考

え方も変化しました。当社には、エンタープライズリスクに

関する原則を推進する特定のプロセスがあり、戦略リスク

投資はこのプロセスによって決定されます。このプロセス

は、変更を加えて常に妥当性を維持することができるよ

う、十分な柔軟性を備えているだけでなく、価値を提供し、

真摯な対応を促すように構造化されています」 。

Q. 過去3年間で戦略リスク管理に対するアプローチに変化がありましたか。

恐らく最大の変化は、全体的な事業戦略・計画策定プロセスに戦略リスクの分析を統合する企業が増えているということ

でしょう。そして、その努力は功を奏しているようです。調査結果によると、61%の企業が、自社のリスク管理プログラム

は、事業戦略の策定と実施をサポートするという目的において、少なくとも適切に機能していると考えています。この数字

はEMEAで低く（51%）、南北アメリカ（67%）とアジア・太平洋地域（63%）でやや高くなっています。しかしそれは、もは

や大幅な改善の余地がないという意味ではありません。全体的な結果を見ると、戦略の策定と実施をサポートするという

点で、自社のリスク管理プログラムに5点満点中5をつけた企業はわずか13%に過ぎず、40%の企業が不十分だと考え

ていることがわかります。EMEAは特に低調で、リスク管理プログラムに5点をつけた企業はわずか5%であり、49%が

不十分だとしています。

Q. 貴社のリスク管理プログラムは、貴社の事業戦略の策定・実施能力をどの程度サポートしてい
ると思いますか。1から5までの5段階で評価してください。（非常に良くサポートしている場合は5）

企業は、戦略リスクの管理を重視するだけでなく、その実施方法を変えつつあります。実際、ほぼすべての回答者（94%）

が、過去3年間に戦略リスク管理に対するアプローチを変更しています。この数字は、EMEAでやや低く（91%）、アジア・

太平洋地域でやや高く（96%）なっています。

94%│はい
6%│いいえ 9%│いいえ

96%│はい
4%│いいえ

91%│はい

33%│あまりよくサポート
していない

67%│良く・非常に良く
サポートしている

51%│良く・非常に良く
サポートしている

37%│あまりよくサポート
していない

63%│良く・非常に良く
サポートしている

49%│あまりよくサポート
していない
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29% | 29% | 10% | 10% | 
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22%

TMT

33% | 17% | 13% | 7% | 30%

LS&HC

23% | 23% | 20%

20%

 | 10% | 24%

FS

28% 19% 18% 14%

C&IP

28% | 27% | 25% | 13% | 8%
17%

その他

19%

取締役会

23%

CEO

25%

取締役会レベルの
リスク委員会

17%

会社レベルの
リスク委員会

28% 

28% 

20% 

31%

9% 

27%

14%

27%

14%

11% 

20%

20%

15%

16%

18%

アジア・太平洋

欧州・中近東・アフリカ

南北アメリカ
2010年 現在 2016年

41% | ブランド

28% | 景気動向

26% | 風評

40% | 風評

32% | ビジネスモデル

27% | 景気動向 | 競合

29% | 景気動向

26% | ビジネスモデル

24% | 風評 | 競合

回答者全体

SanofiのElisabeth Pacaud氏は、「事業戦略には環境の

変化を反映させています。モバイル、ソーシャルネットワー

クなど新しいコミュニケーションモデルの出現は、主要な

変化の一つで、以前よりさらに速いスピードで風評に影響

を与える恐れがあります」と言います。「そのため当社は、

他社と同じく、信用に影響を及ぼすリスクを正確に予想

し、前もって制御することができるよう、そうしたリスクを

警戒する必要がでてきました」。

インタビューした企業によると、風評に関する懸念が高ま

る主な要因の一つとして、ソーシャルテクノロジーが挙げら

れています。ソーシャルメディアのスピードと世界的な広が

りを考えると、今日の企業にとって、自社に対する市場の認

識を制御できなくなるリスクが高まっているといえます。2

風評リスクが最大の懸念事項

ANZのJennifer Evans氏は、「近年の大きな変化の一つ

は、市場に到達するまでのスピードです」と述べています。

「何十年もかけて構築した信用を、ソーシャルメディアが一

瞬にして損なう可能性があります。顧客は、組織が自衛策

や対応策を打ち出すよりもずっと早く、ソーシャルメディア

のコメントを基に、その組織について判断を下すことがで

きるのです」。

SyscoのSandra G. Carson氏は、「当社では、幹部、トッ

プ経営陣、取締役会が深く関与しています」と述べていま

す。「エンタープライズリスクについては、実際にトップダ

ウン方式で行われています」。

ポーラ・オルビスホールディングスの広報・IR・CSR担当取

締役、藤井彰氏によると、「当社グループは複数の事業を展

開しているため、異なる角度から戦略リスクに対するアプ

ローチを設定することが必要です。したがって、どのような

リスク管理戦略を策定するかについては、まず当社グルー

プのCSR担当役員が審査し、その後取締役会が決定を下

すことになっています。各グループ会社は、リスクを判断

し、自社のビジネスニーズを満たすために必要な対策を実

施します。各グループ会社のリスク戦略を含め、重要事項

はポーラ・オルビス ホールディングスの取締役会で議論さ

れ、決定されます」。

取締役会やCEOが主導する戦略リスク管理

Siemens AGのGeorg Klein氏は、「当社のリスク管理方

針は、当社の管理取締役会が決定しています」と述べてい

ます。「一方、組織体制や責任構造は、当社の4つのセク

ター、すなわちエネルギー、工業、インフラ・都市、および医

療を中心に構築されています。各セクターのマネージャー

は、地域の組織や部門とともに、業界や責任に適応したリ

スク管理プログラムを実施します。また、このプログラム

は、管理取締役会によって設定された方針を遵守しなけれ

ばなりません」。

今日、CEOや取締役会などの経営上層部が関与している

という事実は、戦略リスク管理の重要性がさらに高まって

いることを明確に表しているといえます。

Q. 戦略リスク管理に対するアプローチを決定するのは主に誰ですか。

今や風評は会社全体のみならず、ほとんどの個別部門にとって最も影響が大きいリスク領域と見なされています。3年

前、金融サービス部門で風評リスクは既に最大のリスク領域でした。これは現在でも変化していません。しかし、同じ3年

前、エネルギー部門では、上位5位以内にすら入っていませんでした。それが今日では第1位に挙げられています。恐らくそ

の原因は、水圧破砕法、油濁事故、アルバータ・タールサンドといった言葉が見出しに登場するようになったためと思われ

ます。同様に、ライフサイエンス・医療部門でも風評リスクの台頭が見られます。これは米国における医療制度改革の取り

組みや、高騰する医薬品や医療サービスコストに対する懸念が払拭されないことによるものと考えられます。

Q. 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。

調査対象企業の3分の2（67%）が、戦略リスク管理はCEO、取締役会、または取締役会付属のリスク委員会の管轄下に

あると答えています。EMEAではCEO主導は平均よりかなり低く、取締役会主導が高くなっています。トップレベルによる

監督は、特に消費財会社で一般的であり、続いて金融サービスおよびTMTとなっています。

＊質問は複数回答可としました。上記には上位3位までを表示しています。 2 業界別の結果についてはwww.deloitte.com/strategicrisksurveyを
ご参照ください。
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はい
53%
いいえ 37% 
わからない

 10%

E&R

47% | 47% | 5%

TMT

54% | 26% | 20%

LS&HC

71% | 26% | 3%

FS

53% | 36% | 11%

C&IP

55% | 37% | 8%

56% | データマイニング
・分析

40% | ソーシャルメディア
39% | クラウド

コンピューティング
37% | モバイル

アプリケーション
33% | サイバー攻撃

51% | ソーシャルメディア
51% | モバイル

アプリケーション
46%  | データマイニング

・分析
39% | クラウド

コンピューティング
36% | サイバー攻撃

50% | ソーシャルメディア
39% | サイバー攻撃
34% | クラウド

コンピューティング
27% | モバイル

アプリケーション
25% | データマイニング

・分析

ソーシャルメディア

47%
 データマイニング・分析

44%

モバイル
アプリケーション

40%
クラウド

コンピューティング

38%

サイバー攻撃

36%

56%│はい
33%│いいえ
11%│わからない

59%│はい
34%│いいえ
7%│わからない

43%│はい
44%│いいえ
13%│わからない

アジア・太平洋地域では、ビジネスモデルを変更した回答

者の割合が最も高く、他の地域よりもこの脅威を強く意識

している（59%）と思われます。

ビジネスモデルを破壊する新技術の力

この割合はEMEAでは極めて低い水準（43%）となりまし

た。業界別に見ると、ビジネスモデル崩壊の可能性がある

と考える企業の割合は、ライフサイエンス業界が最も高く

（71%）なっています。

技術的脅威の上位5位はソーシャルメディア（47%）、データマイニング・分析（44%）、モバイルアプリケーション（40%）、

クラウドコンピューティング（38%）、サイバー攻撃（36%）となっています。 

南北アメリカでは、データマイニング・分析が最大の技術イネーブラー/ディスラプター（56%）と見られており、一方

EMEAでは、ソーシャルメディアが最大の焦点（50%）となっています。アジアでは、ソーシャルメディアとモバイルアプリ

ケーションがそれぞれ51%で同順位となっています。既に述べたとおり、ソーシャルメディアは、風評リスクのみならず、一

般的なリスクのスピードと世界的な拡散に関しても、甚大な影響を及ぼしています。また、データマイニング・分析、モバイ

ル、サイバーセキュリティなど、その他の技術も大きな影響を与えています。

Q. 次の技術イネーブラー・ディスラプターのうち、貴社のビジネスモデルにとって脅威であると思
われるのはどれですか。*

Q. 貴社のビジネスモデルにとって脅威となるような技術イネーブラーやディスラプターが出現しつ
つあると思いますか。 

調査対象企業の過半数（53%）は、技術イネーブラーやディスラプターの台頭が、自社の業績に影響を与えるだけでなく、

確立されたビジネスモデルを実際に脅かす恐れがあると考えています。実際、9ページに示したように、現在（2013年）と

将来（2016年）のいずれについても、多大な影響を与える分野として、ビジネスモデルリスクが2番目に挙げられています。

＊質問は複数回答可としました。上記には上位3位までを表示しています。

回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋
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はい 91%

E&R

81% | 18%

TMT

97% | 3%

LS&HC

94% | 6%

FS

93% | 7%

C&IP

96% | 4%

88%│はい
13%│いいえ

98%│はい
2%│いいえ

88%│はい
12%│いいえ

いいえ
9%

ビッグデータおよびデータ分析により、企業は社内でもイ

ンターネット（ソーシャルメディアを含む）上でも利用が可

能となった、膨大な量の情報（そして偽情報）が何を意味す

るのかを理解することが容易になります。アクティビティ

には、ニュース、アドバイス、競合他社の噂を監視すること

だけでなく、変化する消費者の嗜好や需要を満たす、また

はそれらに影響を及ぼすことも含まれます。消費者の嗜好

はかつてなく多様化し、企業が事業を展開する場所ならど

こでも発生する可能性がある影響やトレンドによって形作

られています。もちろん、戦略リスクを評価するにあたって

すべてのデータが適切または貴重であるとはいえません。

したがってデータ分析の課題は、データの取捨選択により

最も重要なリスクおよびリスク指標を決定し、その後、従

うべきモデルを確立して、継続的に戦略リスクプロファイ

ルを更新しながら、データを評価することです。

Coca-Colaでは、データマイニングおよび分析を重要視し

ています。特に現在は、ビッグデータや情報の管理・監視方

法に関する議論を行っています。同社のPhil Maxwell 氏

は、「リスクマネジメントを考える際は、資源を投入すべき分

野に優先順位をつけることが重要になります」と言います。

「データを制御できれば、参照しているデータやリスクの種

類が正しいと確信を持つことにつながります。ビッグデー

タは、新たなリスクについて理解を深めるためのツールに

なり得るのですが、実際には完全に使いこなすことは非常

に難しいと感じるようです。重要な問題は、自社にとって実

際に意味があり、かつ重要性のあるものを見つけるために

は、どのようにデータを解析すべきか、ということなのです」。

Ciscoは、ハイテク業界で信用の高い有力企業ですが、リ

スク上の最大の問題の一つは、同社の主力事業に関わるサ

イバーセキュリティです。「当社はIT業界でデータ管理に従

事しているため、情報の保護、すなわちサイバーセキュリ

ティ、またはあらゆる種類のITセキュリティ、そして情報や

資産の保護が、当社にとって非常に重要なリスクです」と

言うのは、CiscoのValerie Spillman氏です。「ハッカーが

常に一歩先んじているということが問題であり、データ保

護がどんなときも最優先事項になります」。

Siemens AGも新技術が持つ多大な影響力を認めていま

すが、必ずしも特別な脅威と考えてはいません。むしろ、リ

スク管理における基本的な部分だと考えています。同社の

Georg Klein氏は、「モバイル、ソーシャル、そしてビッグ

データといった問題の影響が大きいのは間違いありませ

んが、当社ではそれらを戦略プロセスの一部として分析し

ています」と述べています。「それは戦略の完成度によって

異なります。企業の戦略が静的想定に依存している場合

は、例えばIT技術やその他の市場パラメータに破壊的な変

化が訪れると、その企業のビジネスモデルはその変化に

よって否定的な影響を受けるでしょう。しかし、動的であれ

ば、破壊的な変化に直面しても、段階的にアプローチを変

更するだけで済むのです」。

事業戦略の方向性を決める新技術

「データを制御できれば、参照しているデータや
リスクの種類が正しいと確信を持つことにつながる」
（The Coca-Cola Company, Phil Maxwell氏）

Q. モバイル、ソーシャル、デジタル、ビッグデータなどの革新的な技術の出現以降、貴社の事業戦
略を変更しましたか。*

イネーブラーとディスラプターの台頭は、多くの企業にとって自社の事業戦略を見直す契機となっています。実際、調査対

象企業の91%が、モバイル、ソーシャル、ビッグデータなど、大きな技術革新が起きてから、自社の事業戦略を変更したと

答えています。

調査データによると、これらの新技術は、あらゆる地域や業界の企業に影響を与えていますが、一部については他と比べ

て大きな影響が見られます。例えば、最も大きく影響されたと見られるのは、TMT（97%）、C＆IP（96%）、ライフサイエン

ス（94%）の3分野です。また地域的にはアジア・太平洋地域で、回答者の98%が自社のビジネス戦略を変更したと報告

しています。

回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

＊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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リスク分野担当のエグゼクティブ

を増員した

リスクの監視・管理の頻度・予算を

増加した

リスク分野の継続的な監視・管理

を開始した

はい
66%
いいえ 26% 
わからない

8%

C&IP

E&R

74% | 18% | 8%

TMT

74% | 26%

LS&HC

65% | 29% | 6%

FS

72% | 20% | 8%

64% | 25% | 11%

52% 43% 38%

66%│はい
28%│いいえ
6%│わからない

71%│はい
24%│いいえ

5%│わからない

62%│はい
25%│いいえ
13%│わからない

CiscoのValerie Spillman氏は「資源の配分であれ、プロ

ジェクト資金の調達であれ、結局すべては資金調達の問題

なのです」と言います。「利用可能な資金で優先事項をすべ

て賄えないような資源不足の時、私たちの仕事は、できる

だけ多くの情報に基づいて意思決定ができるように、

Ciscoの経営陣をサポートすることです。これにはリスク

許容度のトレードオフや、優先順位の競合が含まれます」。 

ドイツSiemens AGのコーポレートファイナンス・
アンド・コントローリング部門担当チーフ・リス
ク・アンド・インターナルコントロール・オフィ
サー、Georg Klein氏によると、同社では戦略リ
スクを「戦略目標の達成に著しい影響を与える恐
れのあるありとあらゆる事柄・障害・問題点と定
義」している。

戦略リスク管理を独自に改良

「我々は戦略を策定する際に、それに伴
うリスクだけでなく、その戦略に従うこと
によってどのような（ビジネス）リスクを最
小限に抑えることができるのかについて
考慮する」（Barclaysコーポレート・アン
ド・インベストメント・バンキング担当マ
ネージング・ディレクター兼ヘッド・オブ・
ストラテジー、Reto J. Kohler氏）

多くの企業は、戦略リスクの定義を確立するための取り組

みも実施しています。今回の調査によると、66%の企業が

戦略リスクについて共通の定義を確立しています。その上

位3業種は、TMT（74%）、エネルギー（74%）、FSI（72%）

となっています。地域別に見ると、数字はほぼ一貫してお

り、EMEAが平均よりやや低く（62%）、アジア・太平洋が

やや高く（71%）なっています。

さらに、回答者の半数以上は、戦略リスクの定義には競争

力と企業価値に関するリスクが含まれると答えており、中

でも消費財企業は、戦略リスクに関してこうした拡大した

解釈を他に先駆けて採り入れています。

ドイツのSiemensは、定義の幅が最も広い企業といえる

かもしれません。同社のGeorg Klein氏によると、同社で

は戦略リスクを「当社の戦略目標の達成に著しい影響を与

える恐れのあるありとあらゆる事柄・障害・問題点」と定義

しています。

Q. 貴社のアプローチはどのように変わりましたか。* 

企業が戦略リスク管理能力と業績を向上させる取り組みを実施するにあたり、特に重要視している3つの領域がありま

す。すなわち、戦略リスクの監視・管理の頻度と予算の増加（52%）、戦略リスクの継続的な監視（43%）、戦略リスク管理

担当役員の増員（38%）です。特に、消費財会社は特にこれら3分野に重点的に投資しています。

＊質問は複数回答可としました。上記には上位3位までを表示しています。

Q. 貴社には「戦略リスク」に関して共通の定義がありますか。

回答者全体 欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋
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ヒューマンキャピタル

評判

カスタマーキャピタル

ヒューマンキャピタル

24%

技術革新

23%

31%

カスタマーキャピタル

現在 2016年

47%

32%

26%

組織内外でのソーシャルメディア・リスクに
対する取り組み

リスク軽減を目的とした戦略的資産投資

回答者の半数は、個人的あるいはビジネス上の理由から、

積極的または極めて積極的にソーシャルメディアを利用し

ていると答えています。63%の企業は秘密保持の問題

が、組織の戦略目標を達成するためにソーシャルメディア・

ネットワークなどのデジタル戦術を利用する上での最大の

リスクであると答え、55%がセキュリティ上の懸念を挙げ

ています。

「ポーラ・オルビスホールディングスでは、一部のブランド

について、顧客との効果的なコミュニケーションのために

ソーシャルメディアを使用していますが、会社使用でも個

人使用でもトラブルは発生していません」と同社の藤井彰

氏は言います。「ソーシャルメディアの問題は、入手できる

情報が膨大であることと、その拡散のスピードであり、そ

の結果、思いもかけずよからぬ噂が広まるリスクがありま

す。当社のメディア責任者はソーシャルメディア（の社内的

な利用）を制限しており、情報が適切に利用されているか

どうかを定期的にモニターしています。また、ソーシャルメ

ディアの個人的利用に関する方針を定めており、（社員向

け）リスク研修を実施しています。

Sysco Corporationのコーポレート・コミュニケーション

ズ担当バイスプレジデント、Charles Wilson氏は、「当社

では、ソーシャルメディアに対するアプローチを2つのレベ

ルに分けています」と言います。「ソーシャルメディアに関

する方針の他にガイドラインを設けており、例えプライ

ベートな時間であっても、社員が会社に代わってソーシャ

ルメディアに参加する場合は、大変な事態を招く危険性が

あることを十分理解してもらうようにしています」。

「技術革新、そして競争市場に一歩先んじる能力は、銀行で

あれ医薬品会社であれ、すべての組織にとって重要な戦略

リスクです」とANZのJennifer Evans氏は言います。「私

は、真に差別化された組織とは、確実に技術革新を生み出

すことができる有能な人材によって、戦略リスク問題が現

在のものか将来のものかを問わず、それに対処することが

できる組織であると思います。組織に厚みがないというこ

とは、ヒューマンキャピタルや人的能力のリスクがあると

いうことです。組織に十分な厚みがあれば、環境を管理す

ることができます。しかし、キーパーソンに依存している場

合は、ヒューマンキャピタルリスクを負っていることにな

ります」。

Ciscoもヒューマンキャピタルと技術革新との間の重要な

関連性について同様の見解を示しています。同社の

Valerie Spillman 氏は、「特にITに関して言えば、技術革

新は巨大な、そして最大ではないにせよ、少なくとも最大

の優先分野の一つです」と述べています。「いかにして技術

革新と歩調を合わせるか。それには適切なスキルと専門知

識を持ったヒューマンキャピタルが必要になります。経営

トップを始めとして、組織全体が正しい投資をしなければ

ならないのです」。

もちろん、ヒューマンキャピタルリスクは、多くの場合、人

間の行動に帰着します。「我々の取り組みは、信用リスクや

市場リスクなど、他の主要なリスクと同様の方法で、行動

や風評リスクを制御することを目標にしています」と言う

のは、Barclaysの Reto Kohler氏です。「そこが以前のや

り方との大きな違いだと思っています。ここで「我々」とい

うのは、業界全体を意味しています。Barclaysでは、行動

リスクの枠組みを実施していますが、これは以前にはな

かったものです。また当社には、バリュー研修という大規模

なプログラムがあり、全世界14万人の社員全員が、今年、

直接バリュー研修に参加するよう義務づけました」。

今から3年後、リスク関連の戦略的資産として最も重要な投

資対象は、技術革新パイプラインになると予想されます。

多くの回答者（47%）は、ヒューマンキャピタル（従業員、パートナー、請負業者を含む）を投資価値のある戦略的資産と考

えています。技術革新も、ヒューマンキャピタルに密接に関連したもう一つの戦略的資産であり、多くの回答者（23%）が

投資に値すると考えています。また、多くの回答者（26%）は、カスタマーキャピタル（顧客資本）についても重要な投資分

野であると考えています。

Q. 貴社にとって、現在または将来的に最も戦略的価値がある資産は何ですか。*

＊質問は複数回答可としました。上記には上位3位までを表示しています。
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33% 33% 34%

Other

9%

E&R

12%

TMT

11%

LS&HC

11%

FS

28%

C&IP

27%

欧州・中近東・アフリカ南北アメリカ アジア・太平洋

今後に向けて 本調査について

リスクが一瞬にして現実化する時代、企業が求めるべきな

のは、戦略リスクを管理するための新しい能力や方法で

す。特に、人、知的財産、顧客、マーケティング活動、さらには

「群衆」を含め、はるかに広い範囲でリスクや戦略的資産を

検討する必要が生じています。こうしたリスクや資産は、

その測定・活用・ヘッジが非常に困難であり、したがってリ

スクの監視および管理には、より体系的かつ持続的なアプ

ローチが求められます。

明日のリスク問題に今日対処するため、企業にとって必要

なのは、従来の企業構造の外側に目を向け、自社の強み、

課題、そして機会とは何かを考える際に、「アウトサイド・イ

ン」思考をもっと取り入れることです。そのためには、顧客、

ブロガー、情報トレンドセッター、そして市場や証券アナリ

ストなど、「外」のソースからデータを収集し、それら外部の

視点を正しく評価することが重要となります。また、他の

企業や業種から学ぶことも必要です。

CiscoのValerie Spillman氏は、「私は他社のERM担当役

員や他の業界の人々の意見を聞く機会を楽しみにしてい

ます」と言います。「ハイテク産業の人々から情報保護（サイ

バーセキュリティ）に関する意見を聞くのも素晴らしいで

すし、金融関係者から特定のリスクを識別する方法やリス

ク評価の方法についても聞きたいと思います」。

BarclaysのReto Kohler 氏も同じ意見です。「例えば製

薬業界から得られる教訓もあると思います。医薬品業界と

投資銀行業界は、規制当局による監視やヒューマンキャピタ

ルの重要性、マスコミや社会が持つ悪いイメージに苦しめら

れて来たことなど、共通点が多いと思います。こうした問題

については医薬品業界の方が我々よりも長く対応してきて

おり、その経験から学ぶことがあると思うのです」。

世界の企業が、戦略リスク管理能力を強化するための大き

な一歩を踏み出しました。しかしそのほとんどは、まだ改

善の余地があると認識しています。リスクの高速化と世界

的な影響（および技術革新の重要性の高まり）を考えると、

組織は、戦略リスク管理を改善するあらゆるアイデアを、た

とえ自社以外からであっても取り入れなければなりませ

ん。戦略リスクがさらに拡大する環境下で、不安なく事業

を営むには、利用可能なあらゆる優位性を追求する必要が

あります。

内容に関する補足的見解は、3つの地域を代表する大企業

8社のエグゼクティブとの個人インタビューを通じて得ら

れたものです。

Forbes Insights およびDeloitteは、貴重なご意見・専門

知識をご提供頂いたエグゼクティブの皆様に対し、感謝の

意を表明いたします。

南北アメリカ

• Sandra G. Carson（Sysco Corporationエンタープ

ライズリスク・マネジメント・アンド・コンプライアンス担

当バイスプレジデント）

• Charles Wilson（Sysco Corporationコーポレート・

コミュニケーションズ担当バイスプレジデント） 

• Phil Maxwell（The Coca-Cola Companyエンタープ

ライズリスク・マネジメント担当 ディレクター） 

• Valerie Spillman（Cisco Systemsエンタープライズ

リスク・マネジメント担当シニアマネージャー）  

EMEA

•Dr. Georg Klein （ドイツSiemens AGコーポレート・

ファイナンス・アンド・コントローリング担当チーフ・リス

ク・アンド・インターナルコントロール・オフィサー）

•Reto J. Kohler（Barclays コーポレート・アンド・イン

ベストメントバンキング担当マネージング・ディレクター

兼ヘッド・オブ・ストラテジー） 

•Gilles Lhernould（Sanofi コーポレート・ソーシャル・

レスポンシビリティ担当シニアバイスプレジデント、グ

ループリスク委員会議長）

•Elisabeth Pacaud （Sanofi グループリスク・マネジメ

ント担当アソシエイト・バイスプレジデント、グループリ

スク委員会書記）

アジア・太平洋

•Jennifer Evans（ANZオーストラリア担当チーフ・リス

ク・オフィサー） 

•藤井 彰（株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 広

報・IR・CSR担当取締役） 

本調査は、DeloitteとForbes Insightsの協力のもと、南北アメリカ、EMEA、アジア・太平洋地域の300社以上が参加し

て、世界的規模で実施されたものです。回答者は、ほぼ全員が最高責任者レベルのエグゼクティブ（263名）、取締役会メ

ンバー（22名）、またはその他のリスク担当役員（21名）です。調査対象企業は、5つの主要産業部門（消費財・工業製品、ラ

イフサイエンス・医療、技術・メディア・通信、エネルギー、金融サービス）を網羅しており、すべて年間売上高が10億米ドル

（または相当額）を超える企業です。

回答者の構成
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