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1. はじめに
言うまでもなく、保険とリスク管理との間には極めて密接な関連があり、近年、経営方法と業績
の改善を求める保険者の間で、エンタープライズリスクマネジメント (ERM) のコンセプトを採
用するケースが増加している。市場と経営環境が複雑化し相互依存性を高める中で、ERM はリス
ク管理のための適切な対策であり、またその解決策であるという認識が高まっている。保険監督
者もまた、保険者が適切なリスク管理体制を導入するための基準の設定や保険者への指針の提供
を通じて主導的な役割を果たしてきた。
本報告書は、保険監督者国際機構 (IAIS) が監督者のために設定した基準や指針を支援すること
を目的として、IAA が保険者のために作成したものである。本報告書は、業界における経験、監
督者による監督業務の慣行、関係者が発表したモデルや枠組みに基づいており、実務面への配慮
を重視したものとなっている。本報告書はまた、リスク管理が高度化する段階ごとに見られる特
徴を尺度として、保険者が自社のリスク管理体制の成熟度を評価することを助けることを目的と
している。
IAIS 基準には、8 つの重要な機能が述べられており、本報告書は、それぞれの重要機能ごとにそ
の詳細を説明し、保険会社の経営陣が自社の保険業務に ERM 体制を導入する際に直面する戦略
面・運用面の課題を解決するための一助となるよう作成されている。本報告書の内容は、ERM を
導入する際に考慮すべき事項や他社が採用した解決策に関する情報であり、守るべき処方箋では
ない。
ただ一つの正しい方法というものはなく、
保険者ごとの状況に応じて適切な手法は異なる。
添付資料 8 に、本報告書の内容に関する詳細な参考資料のリストを記載した。
ガバナンスと ERM 体制
機能 1
リスク管理方針
機能 2

リスク許容度に関する
ステートメント 機能３
フィードバック・ループ
機能 4

リスクとソルベンシーの自己評価 (ORSA)
機能 5

フィードバック・ループ
機能 4
継続性分析
機能 7

経済資本と規制資本
機能 6
監督の役割
機能 8
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1.1

報告書の作成

本報告書の作成にあたっては、Federation of European Risk Management Associations と
Standards Australia からそれぞれ発表された総合的な｢リスク管理基準｣を参照している。また、
コンサルティング会社、監督者、学者、業界の専門家から発表された資料もあわせて参照してい
る。内容の理解を深めるために、本報告書全体を通じて豊富な事例とヒントが記載されており、
更に、ERM リスク管理体制の導入に役立つ詳細な事例研究、指針および提案を内容とする多くの
附属書類が用意されている。

1.2

作業の前提

本報告書は生命保険会社と損害保険会社の両方を対象として作成されている。本報告書で取り上
げたコンセプトの適用にあたっては、保険会社ごとに経験と成熟度に大きな差異が存在するが、
本報告書では簡明なコンセプトに基づく、段階的に導入可能であり実用的な原則に基づく枠組み、
すなわち、保険の専門家が基礎的な ERM から高度の ERM へ移行することを可能にする要素を提
供することを目的としている。
紹介された事例と枠組みの多くは、大規模な企業の事例に基づいてはいるが、その内容は中小規
模の企業にとっても同様に応用可能なものである。小規模な企業であっても高度の ERM を実施
可能だが、この場合は社内ですべての作業を実施せずに一部の作業を外部委託する方法が考えら
れる。また、小規模な企業であれば包括的な ERM を導入せずに、不可欠な ERM だけを行う選択
も可能である。以上の選択は、ERM の基本原則であるリスクとリターンの比較考量に基づくビジ
ネス判断となる。本報告書においては、中小規模の企業に役立つ指針となるコメントも可能な限
り記載している。
本報告書は、ERM 業務とその実行に伴う課題に関するアクチュアリーやその他のリスク管理専門
家の意識を高め、その理解を求めることによって、国や地域を問わずすべての保険者に適用され
る IAIS の基準と指針を支持することを目的としている。

1.3

現状の説明

ERM に関してはすでに多くの著述が存在している。それは 21 世紀の企業行動が一層複雑で、不
確実で、不明確なものへと変容していることに対する、当然かつ自然な結果である。現在の経営
管理はすべてリスク管理と関係している。企業が経営目標を達成するためにはリスクが伴う。一
部のリスクは統制が不可能だが、多くのリスクは、直線的な形、すなわちリスクを識別・評価・
軽減し、更に必要がある場合には移転することによって管理が可能であり、また管理する必要が
ある。しかし、現実のリスクは決して直線的なパターンではなく、動的な外部の影響と(予測不可
能な)人間の行動との複雑な相互作用を伴う。コンセプトレベルにおいては、ERM は、従来のリ
スク管理やサイロ型のリスク管理では 21 世紀の保険事業を支えられないという冷静な判断に基
づいている。
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通常、
「リスク」と「リスク管理」という言葉は、
「悪い」事態の発生を防ぎ、ダウンサイドを限
定することとして理解されている。これはもっともな見方であるが、リスクを価値の維持と創造
に結びつけて考える、より高度な考え方も生まれている。こうした見方では、投資機会の活用が
正当視され、事実、専門家の間では、市場の投資機会を予測し対応する能力が、事業崩壊の重大
な危険への対応能力に劣らず重要であると理解されている。さらに、リスク管理の企業文化が重
要であり、効果的な ERM 活動と密接に結びついている。
効果的な ERM は事業戦略の策定と不可分の関係にある。ERM と保険者の事業計画サイクルを統
合することによって、会社の意思決定（事業ラインの拡大、買収、新商品開発、新規チャネルな
ど）を、リスク調整後ベースで行い、また ERM 活動による完全なサポートと情報提供を受ける
ことが可能となる。さらに、企業の事業戦略に合致した年間のリスク予算・資本の配分をリスク
タイプごとに行うことも可能となる。また、年度末の資本と業績の測定をリスク調整後ベースで
行い、価値創造の全サイクルを完結することができる。
有効な全社的リスク管理の導入は容易な作業ではなく、また既存の機能に単に追加すれば済むも
のでもない。そのためには、モデリングと分析の能力向上のための新たな投資、リスクと資本を
異なる角度から把握する方法、リスク管理をあらゆる企業活動に浸透させるための企業文化の変
化が必要である1。
監督者と格付機関の間で保険者に対し日常の事業管理に ERM の手法の適用を求める声が高まっ
ており、これも ERM の重要性の現れである。

1

Risk Management Risk Opportunity, The 2006 Tillinghast ERM Survey.
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1.4

ERM の歴史
ERM の発展

戦略との
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最適化
戦略的
統合

高
リスク
測定
中

リスク
管理
リスクモデル
損失の
最小化

低

経済資本モデル
その他のモデル

コンプ
ライアンス
リスク
統制

バランスシート・
の保護

現在

過去 5～10 年間の
業界標準

リスク・リターン
最適化

価値の創造

今後 5～10 年間の
業界標準

The Role of ERM in Ratings, Mark Puccia, Managing Director, Standard &Poor's (2007 年 3 月 30
日)

1.5

ERM とは

一般に認められている ERM の定義はなく、またそうした定義は ERM のコンセプトからしてあり
えないかもしれない。その一方で、ERM に関連して頻繁に使われるテーマや用語があることも事
実である。現在一般に入手できる ERM の文献に見られるさまざまな定義の中にも一貫して「全
体的(holistic)」
、「統合的」
、「トップダウン」、「戦略的手法」、「価値主導（value driven）」などの
用語が使用されている。増え続ける ERM の定義を増やすことが本報告書の目的ではなく、むし
ろ、本報告書は、さまざまな定義から浮かび上がる共通のテーマと原則を念頭において作成され
ている。
要約すると、以下の原則が本報告書の基盤である。
•

ERM は、保険者が直面するあらゆるリスクをその対象とすること

•

ERM は、保険契約者に対する契約の履行を確実とする中で、保険者のオーナーに対する
価値の創造を目的とすること
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より具体的に言うと以下のようになる。
•

ERM は、保険者の事業に影響を及ぼす可能性がある、社内外の一切のリスクの源泉を識
別、評価、処理、モニター、報告または伝達するための保険者の社内システム、構造、プ
ロセスの全体を対象とする

•

ERM は、保険者の全事業を通じて共有されるリスク管理上の統一的な「言語」を意味す
る

•

ERM は、リスク管理機能を組織的に構成し、その相互の連携を図ることを意味するもの
である。すなわち、専門家による孤立した「サイロ」型のリスク管理は ERM の基本的な
考え方と相容れない

•

ERM は、下方リスクだけでなく、上方リスクの管理もその対象とする

•

ERM は、あらゆるリスクの定量化を図るが、すべてのリスクの金銭的または財務的な評
価は不可能であることを認める

•

ERM は、行動 (リスク管理の企業文化)とリスク管理のプロセスの双方を対象とする

•

ERM は、過去の出来事(損失など)、現在のパフォーマンス(リスク指標など)および将来の
結果（リスクプロファイルやリスク評価）に関係するリスク情報を全体的に考慮する

上記の原則以外にも、保険者の全社員がリスク管理に責任を負い、特定のリスク専門家だけの責
任ではないことに留意する必要がある。これは、リスクの引受とその管理が保険事業と一体不可
分のものであることの反映である。その他、ERM が定着するためには以下の条件が満たされる必
要がある。
•
•

経営幹部からの明確なサポートが不可欠であること
ERM と事業戦略ならびに日常業務が密接かつダイレクトに結びついていること

リスク管理業務の各側面に責任が明確に規定され、ラインの事業管理部門の役割とリスク管理部
門の役割が区別されている必要がある。自社の事業に関して ERM を正式に定義する場合には、
これまでに発表された様々な定義を検討する必要があるが、代表的な定義を添付資料 1 に記載し
ている。
多くの保険者にとって、ERM の導入は簡単な作業ではなく、また短期間に実行できる事業でもな
い。ERM の導入によってガバナンスと経営のあり方に根本的な変化が生じ、多様な能力開発投資
や新しいプロセスの導入や包括的な改革プログラムの実施が必要とされる場合が存在しうる。先
端的な制度を採用している数多くの保険者も時間をかけて ERM を段階的に導入したと述べてお
り、ERM の導入を考える際には、こうした考え方が適切であると考えられる。

1.6

戦略的考慮・出発点
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ERM の導入の指示・計画・提案は、周到な調査と分析に基づいて行われる必要がある。また、
ERM の導入が社内的な要請であるか社外的な要請であるかを問わず、リスク管理者は拙速的な
ERM の採用を避ける必要がある。
導入の成否を左右するのは、取締役会の協力と支援であり、そのためには、ERM は、取締役会が
ERM について知りたい事項、知らなければならない事項を取締役会に報告する必要がある。
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事例:
優先順位の設定に関して取締役会が果たすべき役割
世界的に事業を展開している大規模な多国籍企業が、次のような組織上の諸課題を解決するため
に、ERM の戦略と枠組みの構築に着手した。
•
•
•
•

各地域からの戦略と資本配分の要請の整合
コミュニケーションの透明性と速度
意思決定の明瞭性と責任
経営、内部統制とプロセスの有効性と効率性を取締役会に保証すること

内部監査人が取締役会から組織のリスクプロファイルの作成と ERM の戦略と体制の立案を命じ
られた。内部監査と保証責任を重視した包括的なプログラムの導入が提案されたが、プログラム
への時間的な投資が主として監査ニーズに関するもので、最大の関心事である事業の成長や収益
性があまり考慮されていないことが分かると、経営幹部の間で不安が広まり、プログラムに投入
する時間と取り組みに対する「優先順位を下げる」動きが見られ始めた。プログラムの導入に支
障が生じ始め、アプローチを変更する必要が明らかとなった。
そこで、取締役会と経営陣は、ERM への相当額の投資を主要な利害関係者の優先順位と期待に
合致させるために作業を再スタートさせた。
•
•
•

取締役会は、経営陣ならびにリスクと保証を担当する部門と協力して、各利害関係者のニ
ーズや一切の作業やリスク管理活動のアウトプットと成果の明確化を行った
作業チームは、多様な利害関係者のニーズと事業上の必要性に応じて活動と成果の優先順
位を定め、順序付けを行った
取締役会は、すべての利害関係者から実施計画、そのタイムテーブル、投資に関するコミ
ットメントと責任の約束を得た

ERM の重点分野に関して優先順位を設定し、順序付けることによって、３者すべてが ERM 導

入のステップ、ならびにいかなる形と時間軸で事業上の価値を実現するのかが明瞭となった。
重要な教訓
1.

ERM は、組織が事業を営む方法を改革する機会を提供し、また事業上の必要性や利害関
係者のニーズとの両立が不可能であるかもしれない課題を実現するために「利用可能」な
数少ない全社的な事業能力の一つである

2.

ERM の成果がすべての利害関係者を満足させることができない場合があるため、ニーズ
と期待を満たし、ERM への投資が最大限の成果をもたらし、かつ、すべてのエージェン

3.

シーや利害関係者に対するバイアスを最小限にするためには、取締役会の支持が不可欠で
ある
取締役会は、ERM への投資を長期的に実施するための戦略的で全体的な視点からの判断
を行うことができる
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ERM 導入計画は、大規模なプロジェクトであり、それによって一般的に生じる全社的な影響を避
けることは不可能である。
「ERM を実行する」任務を負うリスク管理者は、
「失敗した」プロジェ
クト、とりわけ複雑な技術とビジネスプロセスの変更に係わるプロジェクトから多くのことを学
ぶことができる。ERM に関して常に該当する重要な教訓は次のとおりである。
•

ERM プロジェクトについて期待される成果に関する明確な目標の設定

•

特に、プロジェクトのリーダーと改革管理の役割において、厳正に選抜された経験豊富で
適切な能力を備えた人材の配置

•

現実的な作業や時間軸を反映した詳細な計画を事前に策定すること

•

ERM の適応範囲、マイルストーンの達成基準およびコストや便益を厳密に管理するプロ
セスを実行すること

•

プロジェクトの全側面にわたる経営トップレベルのオーナーシップと責任の明確化(プロ
ジェクトに関する適切なガバナンス)

•

導入の初期段階を通じて想定される「痛み」と要求されるサポートに関して現実的である
こと

•

複雑さ、コストおよび時間軸に関して現実的であること

•

徹底したリスク管理やリスク軽減戦略とサポート活動

•

プロジェクトに関する客観的で透明性のある報告、ならびに「悪い情報」を上層部に迅速
に伝達し（また、それを受け入れ）
、問題に迅速かつ低コストで対応することを要求する
企業文化

保険者はこれまで戦略的な手法を採用せず、新たな規制や事業の危機に対応する(両者は結びつい
ている場合がある)ために、断片的にあるいは場当たり的にリスク管理体制を構築する傾向があっ
た。内部統制、財務、保険数理業務、コンプライアンスまたは業務リスクの担当者に適切な体制
の構築を依頼するケースが少なくなかった。こうした手法によっても通常適切なドキュメンテー
ションやレビュープロセスは実現可能だが、組織全体からの広範な支援が得られる可能性は乏し
く、また多くの場合 ERM がコンプライアンス業務に類似したものであるという見方を強めてし
まう。重要なことは、こうした手法には、ERM を保険者の価値観、企業文化、手法と整合させる
方法に関する戦略的なとらえ方が欠けていることである。
添付資料 3 に、ERM の導入に関するさまざまな手法とそれに伴う問題点を記載している。
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2. ガバナンスと ERM 体制

重要機能 1

保険者は、コーポレートガバナンス体制の一環として、事業とリスクの性質、規
模および複雑性に対応した健全な ERM 体制を確立し、社内で運用する必要があ
る。またこうした ERM 体制と保険者の業務活動を統合し、適切に設定されたリス
ク管理方針に従って、望まれる事業文化と期待される行動を反映し、かつ合理的
に予測可能であり、関連性がある保険者のあらゆる重要なリスクに対応する必要
がある。ERM 体制の構築と運用は、保険者の取締役会と経営陣の指導と監督の下
に行われる必要がある。
資本管理とソルベンシー目的に関して適切な体制を実現するためには、十分に広
範な事態から生じうるリスクを適切な方法によって定量化する規定を設ける必要
がある。
リスクの測定は、リスクについての適切に記述された解説および説明を提供する
正確な文書化によって裏づけられるべきである。

2.1

はじめに

このセクションでは、ERM に関連するコーポレートガバナンス、経営管理、業務および企業文化
などのテーマを扱う。
IAIS は「比例性」というコンセプトを重視している。これは、規制対象である企業の監督は、保
険者がさらされているリスクの性質、規模および複雑性に見合ったものでなければならないとい
う監督上の原則である。
この比例性原則は、ERM についても等しく当てはまる。一つの国で事業を営んでいる小規模な自
動車保険者の ERM 体制と、生命保険のほかに「ショートテール」や「ロングテール」の損害保
険を提供している世界的な規模の保険者が採用する ERM 体制は当然異なる。ここで達成しなけ
ればならない課題は、ERM 体制が保険者の性質、規模および複雑性に見合っていることである。
本報告書では、中小・大規模など規模を異にする保険者に参考となる事例研究とその他の事例を
取り上げている。その大部分は、大規模な保険者の事例に基づいたものとなっているが、管理す
べきリスクの性質、規模および複雑性にかかわりなく、提示された教訓とテーマはすべての保険
者に該当するものである。
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ただし、大規模な保険者で通常見られる ERM の特徴と小規模な保険者で見られる特徴には違い
がある。小規模な保険者では、取締役会と経営陣の協働によるリスク監視体制（共同の監査・リ
スク・コンプライアンス委員会など）が設立されており、リスクの構成要素に対する経営資源の
投入量は少なく、モデリングや測定に関する方法はそれほど洗練されていない傾向がある。これ
に対し、世界的で大規模な保険者の場合は、共通のリスク管理用語、標準的な分類、詳細な方針
や指針およびトレーニング資料、リスク情報の収集に役立つ共通の報告様式とツール、リスク情
報の収集、分析および報告のための高度なシステムを内容とする一貫性のある体制が採用される
場合が多く見受けられる。
企業規模の大小を問わず、リスク管理の企業文化や行動学的な特徴は、常に個々の企業に固有の
ものであり、個々の企業の歴史、価値観、スタイルを反映したものとなる。どんなに進歩した ERM
体制であっても、それを支持する企業文化がなければ有効性は失われてしまうことになる。
添付資料 2 にリスク管理の「成熟度」に関するモデルを記載している。資料には保険者の ERM
体制の構成部分と初期、中期および最終段階に分けて一般的に見られる成熟度の特徴が示されて
おり、保険者は、このモデルを基準として自社の ERM の成熟度を評価することができる。保険
者が、その規模を問わず、ERM の構成部分ごとに異なった成熟度の達成をめざし、その事業の性
質、規模および複雑性の程度に応じて特定の ERM の場面について独自の展開を求めることは極
めて当然なことと考えられる。

2.2

リスク管理とコーポレートガバナンス全般

コーポレートガバナンスとは、株主、保険契約者、その他の利害関係者のために企業の業績と規
則等への適合状況を改善することを目指すものであり、取締役会、経営者、保険者の株主の行動
と 3 者間の関係を重視するものである。またコーポレートガバナンスとは一般に組織の命令、統
制、説明責任に関するプロセスであると考えられている。
コーポレートガバナンスとの関連では、リスク管理は命令、統制および説明責任の遂行を可能と
し、助けるものであると表現される。実際、コーポレートガバナンスとリスク管理の関係は、取
締役委員会や取締役会の規約に基づく責任として表現されている。
ERM と保険者のコーポレートガバナンス体制とを適切に結びつけるためには、取締役会または取
締役委員会が責任を負う「リスク」の範囲に、保険者が負うすべてのリスクが含まれている必要
がある。

2.3

リスク管理と取締役会の役割

保険者の取締役会のリスク管理に関する役割は、全般的には良く理解されており、保険者のリス
ク管理体制の最終的な責任を担うことが了解されている。監督者を含めた利害関係者は、この最
終的な責任の内容を次のように理解している。
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•

保険者の全体的なリスク管理戦略・方針の承認

•

適切な責任者を確保するための人事プロセスの監督

•

保険者のリスク許容度の設定

•

適切なリスク管理と内部統制制度の実施を通じた主要リスクのモニタリング

リスク管理に関連する事項を専門的に扱う特別の委員会を取締役会が設立するのが一般的な慣行
となっている。この委員会にはリスク、監査、財務報告、コンプライアンスなどの部門やそれら
を兼任する機能を含めることが可能である。
リスク管理に関するリスク委員会の最も重要な課題はおおよそ次のとおりである。
取締役会が、保険者の重要なリスクの効果的な管理に関して、相当の注意、デリジェンス、
能力を発揮して、責任を履行することを支援し、保険者のリスク管理と内部統制体制が適
切であり、有効に機能していることを確認すること
リスク管理に関連する委員会規約では、最低限、以下の事項に関する監督責任が規定されている
のが通常である。
•

保険者のリスク管理制度の実効性

•

監督上の要求に対するコンプライアンス

•

適切な独立性を備え、権限を有効に遂行可能な職権、地位および資源を備えたリスク管理
部門の構築

•

企業リスクが充分に保険によってカバーされているかどうかのモニタリング

取締役会リスク管理委員会の規程の設定にあたっては、規程上の義務を有効に遂行するために必
要な一定のプロセスに留意する必要がある。上記プロセスには、次のようなものが含まれるが、
これらに限定されるわけではない。
•

保険者のリスク担当最高責任者と委員会との間に直接的な報告体制を設けること

•

正式な委員会会議の場以外に、委員会の委員長とリスク担当最高責任者との個別会議を定
期的に開催すること

•

正式な会議以外に経営幹部が参加しない非公式な会議を行う時間を設定すること

•

委員が外部専門家のコンサルテーションを利用できること

•

取締役会リスク管理委員会および経営陣に対するリスク管理部門からの報告がフィルタ
ーにかけられることなく伝達される透明性のある報告体制を確立すること

適切な委員会制度を確立するためには、保険者のリスク管理機能が委員会にとって信頼できるも
のであることに留意する必要がある。両者には信頼関係が必要である。端的に言えば、委員会の
目的は、リスクに関連する重要な問題や悪い情報の上層部への迅速な伝達が奨励される企業文化
がある場合の方が達成される可能性が高まるのである。
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ERM に関する企業文化や行動学的な側面は、本報告書のセクション 2.8 で詳述する。添付資料 4
にリスク委員会規程の一例を示す。

2.4

取締役会と経営者の責任

取締役会と経営者がそれぞれ担うリスク管理責任の内容には境界があり、また法令上・監督上の
要請に従う必要があることは言うまでもない。取締役会（経営委員会）の役割には、保険者のリ
スクを日常的に積極的に管理することは含まれない。正確に言えば、経営者の役割には保険者の
あらゆるリスクを管理し、報告を行う積極的なプロセスが含まれ、そうした経営者の役割を監視
し、モニタリングすることが取締役会の役割となる。取締役会が両者の責任範囲を確定し、取締
役会や委員会の会議を開催する際には、取締役会、具体的には取締役会リスク委員会が保険者の
リスクの管理者であるという経営者の認識を避けることが特に重要となる。同様に、取締役会の
リスク管理委員会が、経営者の重要なリスクに関する評価や経営者が重要なリスクの評価に対応
するために導入したプロセスについて、質問し検討を行う適切な議論の場を提供するものである
ことが重要である。

アドバイス：有効なリスク委員会を設立するために注意すべき点
•

リスク委員会が、多様な経歴を持ち、探求心、客観性、適切な経験などの適性を備えた委
員によって構成されていること。委員を外部から採用し、幅広い経験を備えた委員会を構
成すること。組織に関する知識も重要

•

リスク委員会が、単に「チェック項目を承認」するアプローチではなく、提出されたレポ
ートの内容や経営者に対して「積極的に質問する」状態を実現すること

•

リスク委員会からの指示が、取締役会によってサポートされ、また適切なレベルの経営者
によって支持される状態を確保すること

•

リスク委員会に対する報告のレベルと件数の適切性を考慮し、委員会に上程され、検討さ
れる報告の「品質」を管理し、適切な情報の伝達が確保されていること

•

リスク委員会が、先進的な方法や傾向を絶えずフォローし、組織のリスク管理プロセスを
常に改善、進化させる責任を負うこと

リスク委員会は具体的で、計測・達成可能で、現実性があり、時間軸が設定された主要業績指
標を含んだ適切な自己査定プログラムを採用すべきである。
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2.5

経営者のコミットメントとリーダーシップ

保険者の CEO は、取締役会と経営者を結びつける重要なリンクとしての役割を果たす。
CEO が ERM またはリスク管理を重視していることが組織に理解されていないと、取締役会が利
害関係者に対して企業文化と取締役会の基本方針や ERM に関して打ち出したコミットメントと
の整合性を説得することが困難となる。
ERM に関して CEO と取締役会の優先順位の整合性を実現する最も具体的な方法は、CEO の職
務内容とパフォーマンス評価に一定のリスク管理責任を含めることである。例えば、次のような
方法が挙げられる。
•

明確で説得力のあるリスクの許容限度を明瞭に表現するリスク管理体制を推進すること

•

リスク管理と統制システムの有効性と妥当性に関して取締役会に定期的な保証を提供す
ること

•

慎重なリスク管理を危険にさらす行動を許容しない環境をサポートすること

それ以外にも、リスク管理が保険者の「コア・コンピタンス」
（訳注：他社に真似できない核とな
る能力）であると CEO と保険者のリーダー層が認めるか、または同様な言葉で評価する声明を
発表することも、リスクの適正な管理が保険者の持続性にとって極めて重要であるという見方を
一層強化する。

2.6

全社的リスク管理機能の設定と展開

保険者の CEO と取締役会が ERM 制度の導入を決定するためのシナリオを考えよう。更に、ERM
導入に向けたリーダーシップと明瞭なコミットメントを示すために、取締役会は CEO または場
合により CFO に対して直接報告を行う最高リスク管理責任者（
「CRO」
）の採用が最初のステッ
プであると判断した。CRO の主要な役割と責任を汎用的な CRO の職務説明書とともに添付資料
5 に記載している。
新任の CRO が最初に直面する重要な課題は、社内に分散したさまざまなリスク関連機能と専門
家を集約して共通の制度と体制を構築することである。
新任の CRO は通常、社内のリスク管理体制がばらばらであることに気がつく。たとえば、
•

事業部門内に置かれた保険数理機能や調査機能

•

内部監査部門

•

事業継続専門家チーム
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•

再保険部門や再保険の購入機能

•

財務と信用リスク機能

•

資本管理機能

•

資産運用部門に配置されている市場関連リスク評価スタッフ

•

人事部門に対して報告する労働衛生と安全の専門家

•

詐欺と調査の専門家

•

複数の事業部門内や単一の拠点に集約して設置されたコンプライアンスチーム

上記の事項以外にも、新任の CRO はいくつかのリスク管理委員会が社内のさまざまな組織内で
活動していることに気付く場合がある。
こうした状況の中でまず取るべき最も重要なステップは、最低限として以下の事項を明らかにす
る行動計画を実施することである。
•

保険者のリスク許容度に関して取締役会と経営者の全体を通じて共通の認識があるかど
うか

•

経営者に対するインセンティブ制度と慎重なリスク管理との間に整合性があるか

•

リスク情報の質、健全性および透明性がどの程度か

•

もし能力不足が生じているとすれば、それはどの部分か

•

保険者の事業にリスク調整後ベースで価値を損なっている部分があるか

•

リスク管理がどのように資本管理、価格設定、準備金の積み立てと結びついているか

•

保険者の真の財政状態が利害関係者に対して明瞭となっているか

•

重大な問題が発生した場合に、ガバナンス構造は実際に機能するか（リスク管理委員会の
範囲、構成およびロケーションと保険者の取締役会ガバナンス構造との関係は適正である
かどうか）

•

経営者の事業運営モデルは適切か（保険者のビジネスモデル、要求されたコンピテンシー、
重要なプロセス、スタッフ、インフラストラクチャーに整合性のあるリスク管理が組み込
まれているか）

CRO の果たす役割は、性質上必然的に保険者の経営陣に働きかける力を生み出す。通常、保険数
理または数学のバックグラウンドを持つ保険者の CRO は、厳密で合理的な経営上の意思決定と
冷静なアプローチをもたらしてくれる。商品の資本収益率が許容できる水準なのか、一定の事業
分野から撤退すべきかなど、通常批判が許されない事柄が挑戦を受けることもまれではない。そ
のため、注意深くそして慎重に対応しないと、ERM の導入または構築には当然、緊張を招くこと
になる。従って、CRO は保険者の業績を決定する要因と社内外の主要な利害関係者を速やかに確
定することが大切である。さらに、CRO の戦略と計画に対する取締役会の明瞭な支持が不可欠と
なる。
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保険者の CRO と CFO の関係は極めて重要である。これは利益の予測可能性を高め、利益がマイ
ナスに変動するリスクを軽減する目的を彼らが共有しているためである。両者の関係がうまく管
理されれば、株主価値創造と保険契約者の保護の源泉となる。保険契約者の保護は自己資本規制
を前提としている一方、株主ニーズは業績・価値創造のベンチマーク設定を前提としている。従
って、CFO と CRO 両者の戦略が統合される必要がある。すなわち、両者は充分な投資リターン
を生み出し、あらゆる保険契約者を保護できる妥当な資本水準を確保するものでなければならな
い。
保険者にとって最も重要な ERM に関する判断はリスク許容度の設定であると思われる。新任
CRO の最初の仕事は、次の事項を確認することである。
•

取締役会が承認したリスク許容度が存在するかどうか(それがない場合には、リスク許容度
を設定し、維持する）

•

リスク許容度が存在する場合、保険引受、投資、再保険の決定に日々従事している社員に
それが理解されているかどうか

•

(おそらく最も重要なことであるが、
）リスク許容度が保険者の戦略目標に対して適切であ
るかどうか

CRO は、保険者のリスク許容度に関する経営者と取締役会レベルの対話と議論を促進する理想的
な立場にある。CRO が率先して議論をスタートさせ、議論を通じてリーダー役を果たす必要があ
る。
CRO の存在が注目されるものであり、権限が与えられていることが重要である。執行役員会に近
いポジションあるいは執行役員会のメンバーとしてのポジションが推薦される。
最後に、CRO の役割が全社レベルのリスク管理活動・測定のコーディネーターであることを強調
しておくべきであろう。これは、保険者における収益部門と区別するためである。最終的なリス
クを負担するのは収益部門であり、CRO は、収益部門が ERM 機能によって発見された機会を活
かして行動することを支援し、価値を増進するパートナーとなることを目指していく。
就任予定の CRO にとっては、以上の重要事項は決して優先事項として標準化されたものではな
く、保険者ごとに状況は異なる。CRO は特に優先すべき課題を早急に確定し、それに関するコン
センサスを得る必要がある。
経営ガバナンス - 考慮すべき事項
ガバナンス体制は以下を考慮したものでなければならない。
•

意思決定プロセスの透明性と重要な決定が行われる場

•

保険者の規模と性質、生命保険会社であるか、損害保険会社であるか、両者の兼営か、ま
た金融コングロマリット企業の一部であるかどうか

•

保険者のリスクミックス
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中規模から大規模な保険者の経営ガバナンス構造は通常、グループと事業単位の各レベルに経営
委員会を設立し、事業単位の委員会がグループのリスク委員会に対して定期的に報告するプロセ
スから構成される。別の構成としては、特定のリスクだけを監督する委員会を複数設立する方法
がある。例えば、次の事項だけを監督する委員会を複数設立する方法がある。
•

価格設定と保険引受リスク

•

バランスシート・市場リスクに対応した投資、流動性、再保険、信用リスクなど

•

オペレーショナルリスク

小規模な保険者は通常、一つの委員会にリスク監督機能を集約するか、経営幹部に対する報告と
モニタリング活動を統合している。
保険者のリスク管理体制は、経営責任の割当と整合したものでなければならない。例えば、事業
単位が独立して経営され、全責任を負う場合には、リスクの集中管理は希望する結果を生まない
可能性がある。例えば、事業単位が負担する全責任には保険料収入の拡大目標の達成や成長目標
の達成に関連するリスクの管理が含まれる。
リスク管理委員会には、経営陣とリスク管理部門の参加が求められる。
ERM 機能の構造
最高リスク管理責任者（CRO）が率いる管理組織にすべての専門的なリスク管理機能を集約する
ことは実行困難であるか、妥当ではない場合があり得る。重要なことは、リスク管理を機能させ、
また調和が取れた形で機能しているように見られるプロセスを設定することである。ライン部門
の管理者はさまざまなリスク管理機能を共通のレンズを通して理解するため、事業単位の関与と
報告プロセスに一貫性がない場合には、ERM の有効性は希薄化され、弱体化につながる。
大規模な保険者や多国籍企業の場合は、リスクを集中管理し、またはグループ単位で管理し、同
時に各事業単位や地域にリスク管理機能を置くことが通常である。こうした場合、リスク管理が
ばらばらとなり、情報の流れと重要な問題の上層部への報告が妨げられる危険性がある。こうし
た状況が発生する理由としてさまざまな要因が考えられるが、分散したリスク管理体制とそれぞ
れの部門の役割および責任を明確にするマトリックス型の報告制度を組み合わせると、リスクに
関連する問題のより効率的な管理の実現に役立つ。
保険者のリスク管理部門には ERM の目的の達成をサポートできる能力とスキルを備えた人材を
適切に組み合わせて配置する必要がある。例えば、リスク管理部門は ERM を実行できる能力を
備えていなければならない。専門的知識だけでは十分ではないことがある。プロジェクトやリス
クの管理技術だけでなく、幅広いリレーションシップマネジメント技術を活用することを考える
必要がある。
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サマリー
保険者のリスク管理構造の形それ自体が、ERM 制度の有効性を決定する決め手となるわけではな
い。適切な管理体制が、事業単位の関与を一貫して求めるプロセス、リスク管理用語の統一、標
準的なリスク管理プロセス、合意された行動、適切な報賞制度、明瞭な報告とモニタリングによ
ってサポートされることによって、持続可能な ERM 制度の実現が促進される。

2.7

リスクに関する社内用語の統一

企業が使用しているリスク管理用語、ツール、テンプレート、評価システム、報告制度に違いが
あることは珍しくない。また、系統だったリスク管理プロセスの実行を希望する保険者のために
監督者から詳細なガイダンスが提供されている場合もある。例えば、リスクが発生する可能性と
その影響2 をプロットする従来からのリスクマトリックスにもさまざまな表現方法がある。また、
内部監査人と外部監査人(および監督者)がリスクに関連する問題を評価する方法が同じであると
は限らない。第三者（プロジェクトを援助させるために保険者が雇ったコンサルタントなど）が
持ち込む方法も影響を与える。
競合するリスク管理用語が過剰に存在すると、ERM の有効性が多くの点で損なわれることがある。
•

ERM の方法の開発・維持に直接関与していない社員に混乱が生じる傾向があり、経営者
の支持や ERM の定着の障害となる

•

サイロ的なアプローチが強まる。サイロの発生は、事業単位の内部であることも、複数の
リスク管理機能にまたがることもある

•

実質よりも形式が重視される。その結果、「本当」のリスクが看過されることがある

•

プロセスの非効率化と模倣が蔓延する

それ以外にも、リスクの計測に不統一が生じ、カテゴリー別のリスクを集計することが特に困難
となる。共通のリスク管理用語の内容には次のようなものが含まれる。

2

•

全員に理解されているトップダウンのリスク評価システム、例えば、高い（「レッド」
）リ
スクと低い（「イエロー」
）リスクを定義する財務的および非財務的な指標

•

リスク格付けと当該リスクの軽減措置を講じる責任を負う管理レベルを関連づけるリス
ク格付け制度

•

社内全体で使用される標準的なテンプレートと共通のリスクカテゴリー

•

報告と上層部への伝達に関する基準。例えば、いかなるリスクに関連する問題をいつ、誰
に対して報告する必要があるのかに関するガイダンスや規則

これに関連して、
「発生の可能性」と「影響」の意味で「頻度」と「重大性」という表現が誤って使用された
ことがあることに注意。38 頁の脚注を参照。
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事例：
「競合他社よりも多くのリスクを認識していたのに...」
多くの海外支店を持つ保険者が先進的な規制基準に基づいて認定を申請した。だが、これまで同
社は事業を営む多くの国でリスク分類（信用リスク、オペレーショナルリスク、市場リスク、不
正リスクなど）に関して異なった定義を使用してきた。
共通言語がないためにオペレーションにも監督面でも問題が発生していた。定義に一貫性がな
く、曖昧であったため、単一のリスクとして処理できたリスクが多重に識別され、管理や資本配
分の対象となっていた。重要なリスクの一部がリスク管理プロセスの対象から外れ、経営管理体
制が非効率になっていた。さらに、共通言語がないために、認定の申請の処理はこの問題が解決
されるまで棚上げとなり、企業に余計な費用負担が生じ、業績にも影響が生じた。
同社は、リスクの定義は正確で、組織の事業目的に対する「本当」のリスクを正しく認定し、分
類でき、社内のリスク管理制度による経済的価値の拡大に結びつくものでなければならないこと
を身にしみて理解することになった。さらに、リスク管理用語は首尾一貫性のある形で使用され、
全組織に対して効果的に伝達され、あらゆるリスクが定義され、一貫性のある形で分類、評価さ
れていることを組織が理解し、リスク管理を全社的に捉えることを可能とするものでなければな
らない。また、企業の規模にかかわらず、共通のリスク管理用語はグローバル化が進展する規制
上の要求を満たすためにも不可欠となる。

2.8

リスク管理の企業文化

簡単に言えば、企業文化とは組織内の人々の行動が結びついて生じるもので、
「当社のやり方はこ
うです」という形で表現されることが多い。どの組織にも独自のリスク管理の企業文化が存在し
ている。企業文化については、それが適切な目標、活動および結果をサポートし、希望された結
果が達成されないリスクの軽減に役立つかどうかだけが問題となる。従って、ERM の推進を考慮
する際には、
「リスク管理に関して社員にいかなる行動を期待するか」という点を明確にする必要
がある。適切なリスク管理行動は、組織、業界、国内外で事業活動が行われている場所、それに
伴う法制上の要求などによって異なる。だが、リスクへの対応に関する責任を不明確とし、恐怖
や報復の企業文化を奨励し、「悪い情報を伝えた人を責める」ことを許し、
「悪い情報の伝達を遅
らせる」ことを奨励する行動は、良いリスク管理を促進することにはならない場合が多い。
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だが、期待される行動を決めるだけでは、適切なリスク管理に関する適切な企業文化を生みだす
ことも、強化することもできない。リスク管理体制とプロセスが効果的に実行されなければなら
ない。また、社員が適切に行動する意欲を持ち、行動可能でなければ、リスク関連の活動はサポ
ートされない。こうした行動がやがて望まれる企業文化の創造に繋がる。従って、人々の行動と
能力が有効な ERM の成否の決め手であると言える。
経験によれば、望まれる行動を最も効果的に導入する方法は、それをグッド・ビジネス・プラク
ティス（good business practice）の一部として実行することであり、
「華々しいスタート」は社
員にただの一時的なものにすぎないと受け取られかねない危険性がある。こうした行動を通常の
業務として位置づければ、社員全員が実行チームの一員となり、組織全体にコンセプトを順守さ
せることに役立つ。だが実際には、そのために多くの時間と労力が必要となる。通常、導入した
新しい行動が定着し始めるのに少なくとも 3 年、企業文化に完全に組み込まれるためにはさらに
長い時間がかかる。
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事例：
プロアクティブ（先を見越した）なリスク管理の企業文化（リスクカルチャー）促進
アジア太平洋地域を本拠地とする国際的な損害保険会社が、社員に一層プロアクティブな姿勢を
奨励し、経営リスクを改善できると考えた。こうした形で ERM の企業文化面に働きかけること
によって何点かの潜在的な恩恵が期待された。プロアクティブであれば、リスクを早期に防止す
ることも、リスクがまだ小さいうちに、少ない費用で短期間に解決できる段階で発見することも
できる。プロアクティブであり、「異常」な事態を指摘することが奨励されれば、問題点がすみ
やかに発見される。改善策についてアイデアを提案させることによって、企業成長に欠かせない
革新が促されるプラス面もある。
だが、これまで企業文化の変更には長い年月がかかると認識されていた。そこで、プロアクティ
ブなリスク管理行動を導入する計画が立案された。最初のステップとして、以下のモデルに示す
ように、リスクカルチャーの構成要素が定義された。次に、このモデルに関連する行動が年次ベ
ースの社員調査の内容に採用された。質問に基づきリスクカルチャー指数が作成され、進捗状況
のトラッキングが可能になり、またオペレーショナル・パフォーマンスとの相関性が示された。
「プロアクティブであることが最大の仕事」
役割の明確性
改善の継続
研修
責任体制
行動を促す環境

リスクの予防
リスクの抑止
リスクの復旧

「プロアクティブであることが最大の仕事」というキャッチフレーズを軸として、プロアクティ
ブな行動の促進計画が立案され、実施された。
•
•
•
•
•

リスク管理戦略、グループ全体の方針と実践にプロアクティブな原則を導入
リスクカルチャー指数の改善に基づく経営幹部のための全社的リスク目標
プロアクティブな行動を職務内容、パフォーマンス管理、引き継ぎ・能力開発過程に組み
込む
管理者とスタッフを対象とした、対面式、オンライン、または両者を組み合わせた方式に
よる研修プログラムの開発、ならびにプロアクティブな原則をその他の研修に導入
事故報告窓口を含め、情報を社内イントラネットに掲載

数年を要して大幅な進歩が見られたが、プログラムを常に活性化し、プロアクティブな状態の維
持を社員に意識させておくことが課題となっている。

保険業界における資本とソルベンシーにかかわる ERM に関する報告書
20 ページ

2009 年 3 月 31 日

以下のセクションでは、適切なリスク管理行動モデルの開発と測定、ならびに効果的な実行計画
の立案という関連する 2 つの課題について詳述する。

2.9

リスクに関する行動モデルの開発

リスク管理に関する行動の検討にあたっては、3 つの側面を考慮する必要がある。まず、リスク
管理がリスクを排除することではないということである。リスクの排除は成長と変化を阻害する。
組織がいかなるリスクを進んで引き受けるのかを判断し、引き受けたリスクを首尾良く管理する
ことがリスク管理である。従って、リスクの予防、発見および復旧というコアの行動と継続的な
改善に関するさまざまなリスク基準（オーストラリアのリスク管理基準 AS4360 など）の記述を
採用することが有益となる。
これを裏付けているのが、通常、リスク管理に関連してはっきり発言するには自信を持つことが
必要という第 2 のコア・コンセプトである。この点は、例えばコールセンターにおけるマイナー
なプロセス上の問題であるか、企業買収の可能性に関するリスクであるかにかかわらず、リスク
の検討にあたっては徹底的かつ率直な検討が必要となるというようなことである。また、事態に
異常が生じた場合、社員は報復を恐れることなく悪い情報を迅速に伝えることができるという自
信を持てることを意味する。そのため、管理者はあらゆるレベルにおいて支援体制を提供する必
要がある。
上記の 2 つの側面を裏づける第 3 の側面は、リスク状況を管理するために必要な技術、能力およ
び権限（役割の明瞭性と責任を負う)を社員に与えることである。興味深いことに、これらの 3 つ
の側面はイノベーション、従って事業の成長と密接な関係がある。このようなリスク管理行動の
側面は下方リスクに対応すると同時に上方リスクの管理をサポートする（以下のセクション 2.11
を併せて参照)。

2.10 導入計画の設定
組織内の誰もが利用できる形で行動を記述する共通の用語を開発することによって、適切なリス
ク管理行動を「実行可能な状態に」することが重要である。こうした記述内容をコア・コンピタ
ンス、能力、能力評価・開発、あらゆるリスク・コンプライアンス研修の内容に取り入れるべき
である。経営幹部と保険者の取締役会はこうした活動を強力にサポートし、事業全域にわたる進
歩に強く関心を抱いていることを示す必要がある。
会社は以上の要素を毎年測定し、リスク管理の企業文化が強みのある部分と改善が求められる部
分を理解する必要がある。まったく新しい手段を考え、事業に時間的な負担を掛けるよりも、最
初のステップとして利用可能な既存の手段があるかどうかを確認すべきである。こうした手段に
は、既存の社員調査、業績データおよび監査報告書などが含まれる。既存の手段を強化して、リ
スク管理の企業文化の強さを評価するために用いることも検討の対象となる。追加手段を用いる
ことは好成績を達成するための駆け引きを評価から遮断する利点がある。特に、ボーナスが業績
によって決まる場合はそうである。モデルと測定アプローチともにシンプルであることがキーワ
ードとなる。
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つまり、社員、行動、その結果である企業文化は、効果的で持続可能な ERM を発展させるため
の基本的な構成単位となる。ERM の企業文化面における実行では次の点を考慮する必要がある。
•

保険者の会社全体の企業文化と事業環境にあったリスク管理行動モデルの検討と開発。モ
デルは測定可能で客観的な表現によって正確に行動を表現し、研修、報告、ボーナス・業
績管理システムに導入可能なものでなければならない

•

上級経営者のサポートの確保とリスク意識の向上。経営幹部の研修、フォーカスグループ、
教育、ブリーフィング、ならびにこれまでのリスク管理方法、その改善策などの検討がこ
の達成に役立つ。「非常時の体験談」が理解と関心を高める

•

適切な行動が制度とプロセスのデザインに組み込まれ、ERM 体制内部で整合性を持ち、
機会があれば常にその強化を図る必要がある

•

現実的な時間枠内での実行計画立案と適正な予算の確保

•

多様な働きかけのチャンネルを通じた行動の強化

•

実行計画の開始前に行動に関するベンチマークを設定し、進捗度合を最低年に一回測定す
る。必要性がある場合、とりわけ外部要因の発生によって必要が認められる場合は、設計
と改革プログラムを修正する

•

測定値を客観的な事業業績とリンクさせ、希望するリスク管理の企業文化が付加価値をも
たらすことを証明する

リスクカルチャー改革プログラムの実行に関するアドバイス
レバレッジ - 一から新しいプログラムを始めるよりは既存の全社的プログラムを利用し、管理
者とスタッフ双方の負担を軽減させ、できるだけ速やかに通常事業としての組み込みを図る。
用語 – 曖昧で漠然としていると感じられる企業文化ではなく、社員が変えることできると実感
できる行動に焦点を当てる。
変化を実現するスキル - 変化を実現するための管理、学習、人的資源、プロジェクト管理など、
リスク管理部門を支援できる専門家を雇うか、またはその関与を求める。
基本原則の組み込み - 新しい企業文化の基本原則を促進する改革イニシアチブを人々が関与
するプロセスに組み込み、プログラムを絶えず強化し、継続する。
測定と結果 -企業文化にベンチマークを設定し、進捗度合を測定し、取締役会やリスク委員会
にプログラムをサポートさせ、改善状況を理解させる。ボーナスの支給などを「てこ」として、
適切な行動を強化し、不適切な行動を修正する。
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2.11 上方リスクの管理
リスク管理には潜在的な悪影響の管理だけでなく、潜在的なチャンスの実現も対象に含まれるこ
とは広く理解されている。悪影響の管理を目的とする活動は良く理解され、確立された方法に従
って実施されているが、チャンスの実現についてはそうなっていない。これは保険者の経営者が
チャンスを見過ごしているということではなく、チャンス（上方リスク）の管理に関して一貫性
のあるリスク管理プロセスが実行されている場合が比較的少ないことを意味する。
リスクに関する管理報告書に通常含まれている情報に、両者間のギャップが明瞭に現れている。
報告書には通常、主なリスク、事件、問題点、リスク指標の推移などが取り上げられている。だ
が、報告書に重要なチャンスの分析が含まれていることは稀であり、リスク全体を対象としてい
るとは言えない。もちろん、保険者は通常、CEO や事業部長への報告を通じてチャンスについて
も報告を行っている。だが、こうしたチャンスの評価は保険者のリスクの評価と常に切り離され
ている。効果的な ERM は悪影響とチャンスを統合的に評価することを内容とする。
従って、ERM 体制の開発に際しては、上方と下方のリスクがうまく統合される状況を作りだすこ
とが保険者の最大の課題となる。統合に役立つ方法には次のようなものがある。
•

リスク管理部門を戦略計画に結びつける

•

リスク管理部門(および内部監査部門)が作成する報告書の対象にリスクとチャンスの両方
を含ませる。チャンスの具体例は次のとおり
○

過剰または非効率な統制を除去することによるコスト削減

○

他の事業目標を達成する方法としてリスク管理を活用する（例えば、自宅勤務を事
業継続（BCP）リスクの統制だけでなく、スタッフの採用や雇用維持のために柔軟
な労働条件として利用）

•

計算されたリスクテークを奨励する報賞システム

•

新たな、業界全体にかかわり、垣根を越えた長期的なリスクの報告

リスク管理プロセス(セクション 6.2)は、リスクとチャンスの評価に対して同様に適用できる。リ
スクとチャンスの両方を同じ評価方法によって定量化することが要請される。
効果的な上方リスクの管理は、あらゆるリスクをチャンスとして捉える考え方が前提となる。
•

認定されたリスクを軽減または移転する戦略を実行するチャンス

•

危機シミュレーションを実行することなどによって、発生する可能性は低いが、影響が大
きいシナリオに対して積極的に対応する計画を策定するチャンス

•

将来の収益力に影響を与える可能性のある長期的なリスクの管理能力の開発に投資する
チャンス
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リスク管理部門が上方リスクの管理を行うことによって、積極的に戦略的な活動に参加し、保険
者に対して付加価値をもたらすチャンスが生まれる。
セクション 2.8 で述べたように、保険者の企業文化が上方リスクの効果的な管理にとって極めて
大きな重要性をもつ。

2.12 パフォーマンス管理と報賞システム
企業文化に関する以上の議論は、パフォーマンス管理やインセンティブ制度においてリスク管理
の要素を認識し、または取り入れる必要性を裏づけている。例えば、明確なリスク管理上の成果
にインセンティブを与えずに、広範な ERM を実行すると失敗の可能性が極めて高くなる。
リスク管理方法の改善やそれに基づく価値創造を目的に含むインセンティブ制度の開発に際して
は注意が必要である。考慮すべき主要な事項には次のようなものが含まれる。
•

両者間の適正なバランスの実現。例えば、リスク管理の改善に関するインセンティブが、
対象となる個人やグループを現実に動機づけるものであること

•

対象とする個人とグループの決定。リスク管理目標が上級経営者に対する報賞システムの
対象に含まれていない場合には、保険者の ERM 体制の発展に困難が生じる

•

測定対象と測定に用いる指標を明瞭にする。アクティビティベースの測定（マイルストー
ンの達成など）、財務的測定（(バリューアットリスク)の変化など）、監査結果や業績およ
び社員調査への考慮が必要

•

リスク管理の実績、能力管理、能力開発プロセスを関連づける。例えば、リーダーとして
の可能性が、リスクのプロアクティブな管理を促進する環境を形成できる個人の能力を一
つの尺度として評価されることとして理解されていれば、保険者の取締役会は経営者が積
極的に ERM を支持しようとすることを確認できる

•

インセンティブ・プログラムが適切なレベルの社員をターゲットとし、意図しない結果の
発生を招かないものとする。例えば、社員のインセンティブを社員調査やフィードバック
の結果とリンクさせることは、調査結果をゆがめる
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事例：
「間違った」行動の奨励
大規模な金融サービス企業が自己売買部門の活動に関する巨額の損失を発表した。巨額の損失が
発生していたにも関わらず利益の報告を続けていた理由は、社員がさまざまな隠ぺい手段を用い
たことであった。利益目標を達成し、ボーナスの支給を受けることが動機の一部であったようで
あった。
調査の結果、インセンティブとの関連が確認された。同社の企業文化に関して次のような事実が
観察された。
•
•
•
•

プロセス、ドキュメンテーション、手続きのマニュアルが重視され、問題の本質の理解や
責任の所在の明確化、問題の解決が軽視された
リスクの測定と報告は信頼されず、またリスク・エクスポージャーを正確に反映するもの
とはみなされず、無視されていた
おごりによって危険信号が無視された
取締役会や委員会に対して諸問題は報告されず、悪い情報は隠ぺいされた

正式なリスク管理プロセス、体制およびシステムは強い警戒信号を発していたが、損失の発生を
招き、隠匿し、発覚を回避する機会を促す企業文化が支配的であった。社員は正直に行動せず、
リスク管理プロセスが機能していなかった。
巨額の金銭的損害が発生したため、何名かの上級経営者が辞職した。会社の信用が大きく失われ、
株価が大幅に下落し、監督当局による監視が強化され、それに伴い経営コストが増加し、またト
レーダーが刑事訴追を受け、有罪となった。
重要な教訓
1.
2.
3.
4.
5.

危険信号に注意し、その上で行動せよ
判明した統制の欠陥の是正を優先する
インセンティブ制度が意図せざる結果を招くことに留意する
リスク管理のギャップを縮小するためにリスク管理のエレメントすべての協働が必要
最善のシステムと統制であっても、貧弱な企業文化と整合性を欠くインセンティブ制度に
よって効果が失われることがある

2.13 報告とモニタリング
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優れたリスク管理情報が優れた決定を生み出すため、ERM の効果はリスク管理情報の質に大きく
依存する。保険者のリスク管理部門は、経営幹部と取締役会に対して正しい情報が提供されてい
るか否かを判断する必要がある。通常、保険者は保険、市場・投資および信用リスクに関する詳
細な情報を持っている。だが、オペレーショナルリスクや総合的なリスクポートフォリオ、すな
わち、全社的リスク報告については必ずしもそうとは言えない。理想的なリスク報告は、次のよ
うな質問に対する答えを提供する必要がある。
•

現在および将来の主要な事業リスク、環境リスク、ならびに経時的変化（保険者のリスク
プロファイル）

•

リスク指標（リスクの発生可能性・影響度）の変化

•

リスクを識別し、管理する能力

以下の表にリスクのカテゴリー別に、全社的リスク報告書に記載される情報の代表例を示す。
リスクのカテゴリー

情報

全社的・全リスクカテゴリー • 全社的リスクプロファイル(リスクプロファイルの
サンプルについてはセクション 6.2 を参照)
• 自己資本比率
• 重要な通常業務
• 重大な損失、事故
• ERM 体制の改善
• 主要リスク管理指標 (KRI) の変化
保険引受リスク
（再保険を含む）

• 地域別、危険の種類別、チャネル別のリスクの集計
（保険金額）
• 準備金の積み増しまたは取り崩し

市場リスク

• VaR
• ストレステストやシナリオテストの結果

信用リスク

• カウンターパーティの信用状態、資産・負債の多様
性 - 信用格付けの分析

流動性リスク

• 総資産に対する流動資産の比率

オペレーショナルリスク

• 重要なリスク（オペレーショナルリスク・プロファ
イル)の分析
• 主要リスク管理指標 (KRI) の変化
• 内部監査結果

その他

• 業界における新たなリスクのベンチマーキング
• ビジネスサイクル、保険サイクルのデータ
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ダッシュボード型の報告書のサンプルを次に示す。

事例：
「報告事項は?」
多くの利害関係者が高品質のリスク情報に依存している。
•
•
•
•
•
•
•

監査委員会 - 重要な財務リスクのモニタリングと軽減
経営者 - 盲点を避けるためのリスク情報の検討
管理者 - 盲点を避けるためのリスク情報の検討、リスクプロファイル・リスク統制の有
効性の変化の検討
リスクオーナー - 必要に応じたリスク情報の更新と発生可能性、影響度、統制の有効性
の変化を上層部に報告
コントロールオーナー - 責任範囲である統制の処理状況の更新
内部監査 - 内部統制手段の有効性の検討
外部の利害関係者 - 監督機関による調査

ダッシュボード型の報告書は、簡潔で情報の一覧性があり、最も効果的である。詳細が必要な場
合には、補足情報を添付できる。ダッシュボード型報告書に記載される主要カテゴリーには次の
ようなものが含まれている。
•
•
•
•
•
•

残存リスクトップ 10
主要リスク管理指標
リスクの程度と統制の有効性を示す採点表
すべての重大な固有・残存リスクのヒートマップ
補足コメント欄
プロジェクトの重要な進展
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2.14 内部監査の役割
社内の内部監査部門が保険者のリスク管理体制を開発することが少なくない。これは、ERM の実
行に求められるスキルと内部監査人のスキルが合致しているという見方に基づいている。
こうした方法は短期的には保証面で利点が期待でき、また取締役会は作業が順調に進捗している
と安心できるが、中長期的に真に実効性があり確立した ERM 制度が実現される可能性は乏しい。
さらに、内部監査部門がプロセスを開発してしまうことは、事後のチェックと利益相反が生じ、
本来要求される独立性が失われる可能性がある。一層問題なのは、ERM が合意されたリスク選好
の範囲内で価値を最大化することに最終的な狙いを置いたプロセスではなく、本質的に保証ない
しコンプライアンス問題であるというメッセージを組織全体に送ってしまうことである。多くの
国の監督機関がこうした方法に伴う問題を理解しており、リスク管理に関する内部監査部門の
役割を定義する基準を導入している3。
この点に関して有力となっているベストプラクティスは、内部監査の機能と、保険者の ERM 体
制を開発し維持する機能とを明確に区別することである。こうすることによって、内部監査の独
立性は損なわれず、取締役会に対し、取締役会の監査委員会を通じて保険者の ERM 体制の有効
性に関する保証を提供する機能が果たされる。

3

具体例については、APRA Prudential Standard GPS510、ガバナンス、パラグラフ 46 と 47 を参照。
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2.15 変化への対応
保険者が新たな活動を始める場合には、ERM 体制はこうした活動もカバーする必要がある。新た
な活動に伴って新しいリスクが必ず発生し、保険者のリスクプロファイルに大きな影響が生じる
可能性があるからである。新たな活動には次のようなものが含まれる。
•

商品の変更や新商品の導入

•

会社の組織や管理構造の変化

•

コンピューターシステムやネットワークの構築や改良を内容とする大規模なプロジェク
トの発注

•

デュー・デリジェンス、企業買収、企業分割、資金調達などの企業行動

•

アウトソーシングやオフショア（域外移転）戦略

保険者のリスク管理部門は、変更の全範囲または「進行中」の活動を常時把握している必要があ
る。また、保険者のリスク管理部門と新たな活動や戦略の実行を担当する部門の間に密接な協力
関係があれば、
「リスクに関する声」に対する適切な対応が図られる可能性が高まる。これはリス
ク管理部門が新たな活動の計画段階から関与し、当該活動に関するリスク管理部門の役割と責任
の詳細について合意することによって実現される。
従って、保険者のリスク管理部門は、戦略、財務、商品開発、IT、法務、人事などの担当部門と
密接で、透明性があり、計画的な関係を築く必要がある。
保険者のリスク管理部門が新たな活動に関与する方法にはさまざまなやり方がある。例えば、
•

デュー・デリジェンス作業に参加し、アクチュアリーやその他のリスク管理の専門家の能
力を活用してリスクの識別と評価を助け、バリュエーションとモデル化の側面を支援する
こと

•

戦略チームと協力して、選択された戦略に伴うリスクの適正な評価を戦略に取り入れるこ
と

•

大規模なプロジェクトや新商品発売に関するリスク評価を実行・促進すること

•

新たな活動の実行に関して監督者との関係を管理し、調整すること

•

買収した新規事業と協力して、保険者のリスク管理制度への適応とその実行を支援するこ
と

保険者のリスク管理部門がこうした活動に参画することによって、密接な関係が養成され、より
良い経営意思決定が生まれ、リスク管理機能とその目的である価値の維持と創造との整合性が高
まる。このようにして、ERM による規律とそのプロセスが変化を実行する活動の中に組み込まれ
ることになる。
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3. リスク管理方針
重要機能 2

保険者は、戦略上および運営上、関連する重要な各リスクの分類をどう管理する
のかを概説するリスク管理方針を設けるべきである。当該方針では、保険者の許
容限度、規制上の資本要件、経済資本、ならびに、リスク・モニタリングのプロ
セスおよび方法との関連性を説明すべきである。

保険者のリスク管理方針は、保険者がそのリスクポートフォリオの管理に関する基本的な考え方
と最小限の必要事項を明らかにし、伝達する手段を提供する。リスク管理方針は保険者の取締役
会によって設定される必要がある。また、多くの国では取締役会によるリスク方針の承認が規制
によって義務づけられている。リスク管理方針に通常記載される事項のリストとその構成に関す
る提案を添付資料 6 に記載した。
リスク管理方針を開発し､設定するプロセスには、多くの利害関係者を関与させ、時間をかけ、ま
た方針の実行と順守の担当責任者と共にテストを実施する必要がある。現行の方針は定期的に、
少なくとも年に一度は見直す必要がある。
保険者がリスク管理方針を作成する際には、少なくとも以下の点に留意する必要がある。
•

リスク管理に関する明確な基本方針 - リスク管理がなぜ重要なのか、また価値の創造との
関連性など

•

リスク管理と保険者の事業目的・ミッション、価値、戦略的な目的との関係

•

リスク管理が、資本管理、価格設定、準備金の設定、パフォーマンス管理のプロセスなど
の関連するプロセスにどのように組み込まれているか

•

方針が適用される活動の範囲。例えば、方針は多様な所有形態（完全所有、過半数の株式
所有、合弁など）に対応できる柔軟性を備えている必要がある

•

監督上の要件に対する適切な対応と配慮

•

新規事業の買収に関連する要件。例えば新規事業を ERM 体制に組み込むための時間枠

•

リスクのカテゴリー、リスクの定義、ならびにこれらの国際的に受け入れられているカテ
ゴリー・定義への分類

•

リスクのカテゴリー以外に、方針にはリスク、リスク管理、リスク管理体制などのリスク
に関する専門用語を定義する必要がある
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•

最も重要なことは、リスク許容度の議論を促進するために、保険者のリスク選好を方針（セ
クション 4 を参照 ）に記載することである。

•

ガバナンスと監視
○
○
○
○
○

取締役会、取締役委員会の構造と責任
運営体制、役割、責任
全社単位および事業単位のリスク管理部門の役割および責任
内部監査と外部監査の役割
コンプライアンス問題、方針違反に対する対処

•

スタッフ全員の行動に関する期待

•

保険者の全オペレーションについて一律に適用される最小限度のプロセス上の要求。すな
わちリスク管理研修、リスクのプロファイリング、ビジネスプロセスの文書化、リスク報
告と上層部への報告、リスクのモニタリングと確からしさ等

•

保険者のリスクとソルベンシーの自己評価に関する要件（セクション 6 を参照）

•

必要に応じ、定義されたリスクカテゴリーに関する特別要件

•

方針の見直しと更新に関するプロセス

上記の「作業リスト」は、方針を記載した文書がかなりの長文になるという印象を与えたかもし
れない。だが、必ずしもそうではない。一部の組織にしか読まれない、または理解されないよう
な長い文書の作成は避ける必要がある。従って、方針の作成者や管理者は、ERM に関する取締役
会の期待を適切に伝達するための戦略を立案するために幅広い層と協議すべきである。そのため
には、根幹となる基本原則が内容に含まれ、また保険者内の異なる読者を対象とした複数の文書
を作成することが考えられる。
新しい方針の策定または既存の方針の更新は、組織内部におけるリスク管理に対する姿勢や理解
を評価する絶好の機会となる。ERM 方針の実行がトップダウンの形で行われ、事業部門の関与が
限定的である場合には、ERM に必要な事項の日常業務への統合と組み込みが適正に行われない可
能性が高くなる。
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4. リスク許容度に関するステートメント
重要機能 3
保険者はリスク許容度に関するステートメントを作成し、定量的、定性的に全体的
なリスク許容度を明らかにするとともに、リスクカテゴリー相互の関係を考慮し、
関連性のある重要なリスクカテゴリーごとにリスクの許容限度を定義する必要があ
る。
リスク許容度は保険者の戦略と適合したものであり、ERM 体制とリスク管理方針に
従って積極的に活用されるべきである。リスク管理方針および手順を通じて、設定
されたリスク許容限度を保険者の継続的な業務に組み込むべきである。

本セクションでは、リスク許容度のコンセプト、
リスク許容度と保険者の戦略との関係を検討し、
リスク許容度の設定と更新に関する実務面に関するガイダンスを提供する。
保険者のリスク許容度の設定は､戦略の選択と関係する。そのプロセスは戦略と長期的な方針の設
定と結びついていなければならない。トップレベルの経営者は所与の戦略に適合した適切なリス
ク許容度の検討に積極的に関与する。だが、そのリスク許容度と戦略を決定しなければならない
のは取締役会である。CRO も関与すべきであるが、リスク許容度の設定に責任は負わない。
保険者のリスク許容度はその戦略および事業計画に対応して設定される。リスク許容度は企業戦
略と同じタイムスパン、すなわち通常 3 年から 5 年の期間を前提として設定され、年次ベースの
予算・事業計画等によって左右されるべきではない。言い換えれば、保険者のリスク許容度が毎
年変更されることはほとんどあり得ない。リスク許容度と戦略との関係を以下の図で説明する。

組織の目的

戦略

リスク許容度

事業単位の計画

上限
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保険者のリスク許容度は、保険者が受け入れ可能なリスクの限界を示すものである。上限は、プ
ランの達成にリスクが生じていることを警告する基準としての性格が強い。
•

リスク許容度は取締役会が容認できると考えるリスク水準全般に関する基本的な宣言で
ある。

•

上限はより具体的で、保険者の年次計画や予算にかかわる目標の変動について許容可能な
水準を設定する。上限は、日々の事業に即して利用可能な表現でリスク許容度を表現した
ものである

保険者では通常、以下の項目に基づいて財務面、非財務面に関するリスク許容度が設定される。
•

保険者が受け入れ可能または不可能な保険種目

•

利益の変動性

•

不測の事態に備えるための準備金などを含めた規制上の要件

•

望まれる資本水準。通常、信用ある格付機関が定義した格付け基準をもとに設定

•

保険契約者に対する義務が特定の確率で履行できる、また「破産リスク」の 目標再現期
間(target return period)を満たす水準の経済価値ベースの資本の維持

•

規制上の最低必要資本を上回るバッファー資本の維持

•

負担可能な総リスクの上限

•

株主配当支払能力(上場会社の場合)

•

万一大災害が発生した場合に対応可能な年間の最大損失額（損害保険者）

•

承認可能な最低限の価格設定原則

•

保険者の効率的な運営の持続を不可能にし、容認不可能なオペレーショナルリスクの記述

•

買収、事業分割、資金調達、保険者のグループ内部の多数の事業単位や企業にまたがるプ
ロジェクトなどの全社的取引および戦略プロジェクトの承認・不承認

一方、
「上限」は対象範囲が限定されており、リスクカテゴリーのレベルで機能する。リスクが上
限以下であれば、保険者の全体的なリスク許容度が守られていることになる。
リスクの上限の具体例には以下のようなものが含まれる。
•

投資と再保険のカウンターパーティに要求される最低限度の信用状態の設定

•

通常信用格付けを基準とした､再保険購入プログラムの信用状況に関する全体的なターゲ
ットの設定

•

保険種目・商品、地域､カウンターパーティの集中に関する制限の設定
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•

保険の引き受けと価格設定に関する原則と制限の遵守

•

明確に確率的に定量化された必要額をターゲットとする保険準備金の設定

•

流動性が高い資産への投資額を基準とした流動性のベンチマークの設定

•

保険契約者勘定と株主勘定の資金の投資対象を市場のある投資商品に限定する投資範囲

•

金融派生商品の利用に関する制限

•

アウトソーシングの範囲、事業中断、不正、労働衛生と安全、プロジェクトの遂行などに
関する制限を内容とするオペレーショナルリスクに関する方針の設定

上記の内容から分かるように、ビジネスマネジャーは制限をより明確に意識している。また、制
限違反が発生する可能性や重要な基準値に接近していることを明らかにするために、ビジネスマ
ネジャーが重要リスク指標（KRI）を利用することが一般的になっている。従って、保険者がリ
スク管理部門を通じてリスク許容度と上限との間の関係を明確にすることが重要となる。それに
よって、ガバナンスに関するメリット（リスク方針が適切にオペレーショナルな状態となってい
ることが取締役会によって保証される）とパフォーマンス管理に関するメリット（サプライズ発
生の減少と利益の変動幅の縮小）が得られる。さらに、目標とする信用格付けを基準としてリス
ク許容度を調整する際には､保険者は、格付機関や他の第三者から提供を受けた外部データを参考
にして独自の評価分析を適切に行うべきである。
各保険者がそれぞれの状況に即して適切なリスク許容度に関するステートメントを作成すること
が重要である。保険者によっては、リスク許容度に関する基本的な宣言の作成を選択する場合も、
リスクカテゴリーのレベルやそれ以下のレベルでリスク許容度を定義する場合もありうる。下記
の図は、リスク許容度を確立するステップの典型的なロードマップを示したものである。
リスク選好度の実行ロードマップ
ステップ 2
定量的に現在のリスクプロファ
イルを測定する。
これが本当に現在のリスク選
好度であるか。

ステップ 1
上級経営陣と取締役会が
現在の定性的な選好度を
定義する。

ステップ 3
定性的・定量的な
情報を総合して現在の
リスク選好度を決定。

ステップ 6
ステップ 4

定義された選好度に
即した行動の
モニター活動

継続的な望ましい選好
度を定義、評価する。

ステップ 5
継続的なモニタリングを
可能にする尺度と
制度を開発する。

出所: Bennet C: Cusick, K. (Trowbridge Deloitte Limited)
Risk Appetite:
Practical Issues for the Global Financial Services Industry 2007
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このプロセスに関する詳細な情報については、添付資料 8 の参考資料をご覧いただきたい。特に､
上記の図表で言及した出所が有益である。
方法を問わず、保険者のリスク許容度の設定にあたっては、常に以下の事項を考慮する必要があ
る。
•

リスク許容度の設定は経営戦略の達成に役立つものでなければならない

•

適切な財務その他の方針によって、リスク許容度に関する基本的な宣言は業務レベルの制
限に置き換えられなければならない。

事例：
リスク許容度を設定する方法
次の図に示すように、リスク許容度とはどれだけの量のリスクを引き受けるのかではなくて、い
かなるリスクをなぜ引き受けるのかに関するものである。

「プロアクティブであることが最大の仕事」

1. リスクプロファイル:

事業が直面する現在および将来のリス
ク

役割の明確性
改善の継続
研修

リスク・エクスポージャーに耐え、管理
可能な事業の財務、評判、業務能力また
は優位な競争力

説明責任
行動を促す環境

2. リスク負担能力:

リスクの予防
リスクの抑止
リスクからの復旧

3. リスク許容度:

リスクプロファイルがリスク負担能力、
戦略、市場ポジション、事業の強みに関
して合致しているかどうか

リスク許容度を設定する場合に、検討すべき事項
•

•
•
•

戦略的なオプションもしくは選択との関連において、また自社のリスクプロファイル（現
在および将来）、リスク負担能力（現在および将来）を考慮して、リスク・エクスポージ
ャーを継続的に受け入れることに問題はないか。
不安を生じさせるリスクの集積や集中がないか
リスク・エクスポージャーと比較して、期待されるリターンの水準（必要な資本）は満足
できるものか
将来のいくつかの想定シナリオのもとで、仮に異なる選択肢・判断もしくは決定を選択し
た場合に後悔する程度
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5. リスクへの即応能力とフィードバック・ループ
重要機能 4
保険者の ERM 体制は変化に迅速に対応できるものである必要がある。
ERM 制度は、適切な高い品質の情報、管理プロセス、客観的な評価に基づくフィ
ードバック・ループを備え、保険者がリスクプロファイルの変化に対応して時宜を
得た必要な措置を講じることが可能なものである必要がある。

5.1

フィードバック・ループの性質

保険者の ERM 体制の実効性を判断する決め手は変化に対する対応力である。通常の業務
(BAU:Business As Usual)活動だけを対象とした制度では、市場の変化、規制の変更、顧客の選好
の変化、世界的な流れなどに組織が対応できない可能性がある。
保険者のリスクプロファイルは以下のものによって影響を受ける。
•

BAU 活動、新しい取り組みや戦略、環境の変化を考慮した全社レベルおよび事業単位レベ
ルの定期的なリスク評価の結果（将来）

•

重要なリスク指標の動き（現在）

•

予期しない損失の発生、重要な統制の欠陥あるいは事故（過去）

以上の 3 要素を総合すると､保険者の内部統制環境の有効性に関して貴重な生情報が得られる。
従って、保険者の ERM 体制には上記の 3 つのソース（過去、現在、未来）からの情報を検討す
る系統的なプロセスを正式に設ける必要がある。
事故と問題からは特別なフィードバックが得られる。顧客からの苦情、監査結果、プロジェクト
の失敗またはシステムの故障、危機の発生、監督機関の行為などからこうした情報が得られる。
保険者の ERM 体制には、原因の分析と報告を含めて、一定の基準を超える事故や問題を正式に
調査するプロセスを導入する必要がある。それによって、失敗から学び、継続的な改善を図るカ
ルチャーが生まれる。効果的なフィードバック・ループの基盤は次のとおり。
•

重要な問題を報告するための基準（閾値）の設定（セクション 2.13 を参照）

•

問題点をさまざまなレベル、経営者、必要があれば、監督者へ報告するための手順

•

制限（場合によりリスク許容度)を超過した可能性がある場合を示す、リスク集計値の報告
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5.2

新興リスク

新興リスクとは、発展中または既に判明しているリスクで、不確実で曖昧であるために、従来か
らのリスク評価方法では定量化が難しいものをいう。
アドバイス： なぜ保険者は、新興リスクに関心を持つのか
保険者は次のような理由から新興リスクに関心を持つ。
•
組織の戦略への影響
•

予想外の（潜在的な）保険金請求・保険金請求の頻度・保険金請求のコストなど、保険引
受ポートフォリオへの影響

•

組織のオペレーショナルリスクへの影響

•

新しいタイプの保険商品を提供するチャンスの発生

こうした問題に対する回答が、保険契約約款、保険金請求、準備金戦略、再保険契約、保険者自
身のオペレーショナルリスク戦略に直接的な影響を与える。
新興リスクに関して組織の状況および戦略とリンクさせた明確な目的を設定することがまず重要
となる。状況設定の具体例には次のようなものがある。
•

事業の地理的範囲 - 地方・国・地域・グローバル

•

測定期間 - ロングテールの保険には長い測定期間、短期の保険には短い測定期間

•

影響の種類 – 器物の物理的損壊、責任保険、健康問題、複合タイプ

添付資料 8 に新興リスクに関する有用なウェブサイトを掲載する。
目的と範囲が確立されれば、新興リスクの特定を進めるための一定の方向性が得られる。リスク
の特定には、新聞報道、業界紙、ワークショップ、外部エキスパートの意見など、さまざまな方
法を利用できる。

新興リスクは、損失が発生する可能性の高い保険金請求につながる可能性があるが、同時に「先
行者利益」に類似した新しい事業チャンスを提示する可能性がある。こうしたリスクやチャンス
の特定が早ければ早いほど、行動の余地が広がる。成熟した ERM 制度は新興リスクに対応し、
その新興リスクへの対応戦略に関してビジネス部門とリスク管理部門との間の対話を可能とする
環境を作り出す。
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新興リスクの共通の特徴は次のとおり。
•

利用可能な情報が乏しいため、不確実性が高く、また頻度と損害規模4 の評価が難しい

•

リスクが定かでなく定量化が難しい、またリスク移転に疑問がある。

•

保険者が市場シェアを失うことを恐れて最初に動くことを躊躇するため、業界全体として
のポジションが生まれない

•

実体のないリスクに対応することになる危険があり、リスクのコミュニケーションが困難

•

監督機関の関与が多くの場合必要

2005 年には、最高リスク管理責任者(CRO)フォーラムが、保険業界に関係する新興リスクに対す
る意識とコミュニケーションの向上を目的として、Emerging Risks Initiative (ERI) を設立してい
る。ERI は、保険業界に関係する新興リスクの特定、優先順位づけ、伝達に焦点を当てている。
CRO フォーラム新興リスク計画 (http://www.croforum.org/emergingrisc.ecp) は、これまでのと
ころ「パンデミック」、
「テロリズム」および「気候変動と熱帯低気圧」の 3 つのポジションペー
パーを発表している。
ERM を実行する保険者は、以下のセクション 6.2 に示すリスク・プロセスを通じて、自社の事業
に関連する新興リスクに対応するプロセスを設定する必要がある。さらに、新興リスクに対応す
る制度に関する以下の情報がアプローチの決定にあたって参考となる。

5.3

シナリオ・プランニング

シナリオ・プランニングは、発生する可能性は低いが､影響が大きい事象を評価する方法の一つで
あり、それによって統計モデルが強化される。また、企業が特定の出来事に対し、準備を整える
ことを助ける。シナリオ・プランニングには、ワークショップ、危機シミュレーション、シンク
タンクなどの形態がある。また、業界全体に関する問題について協働するチャンスも生み出され
る。
シナリオ・プランニングは、組織が社内外のショックに対してどの程度の抵抗力を持っているの
かを経営者が評価する強力なツールである。リスクの本質に関する想定や、統制とコンティンジ
ェンシープランの機能がテストされ、しばしば変更が実施される。
多くの保険者が予期しない事態への対応力を強化する投資をすでに実施している。特に、事業継
続管理（BCM）の採用が近年急速に進んでいる。BCM チームは通常、一連のシナリオに基づい
た危機シミュレーションを実行する。シミュレーションに参加した多くの管理者はシミュレーシ
ョンを経験したことによって現実のリスクに対してよりうまく対応できると報告することとなる
だろう。シミュレーションが多数の事業単位に影響を与え、経営陣の参加を必要とする場合には､
こうした効果が強まる(詳細については、セクション 8.3 を参照)。

4

「頻度と損害規模」は両者ともに確率分布であり、リスクマトリクスの「可能性と影響」とは異なる。
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6. リスクとソルベンシーの自己評価 (ORSA)
重要機能 5
保険者は定期的にリスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)を行い、取締役会と経
営陣および経営会議に対して自社のリスク管理と現在および将来のソルベンシー
の状態を報告する必要がある。ORSA は、少なくとも、保険引受リスク、信用リ
スク、市場リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスクを含め、合理的に予測
可能な重大なリスクをすべて対象とする必要がある。評価にあたっては､リスク管
理と必要とされる財務的なリソースの水準と質との関係を明らかにする必要があ
る。

6.1

はじめに

ORSA では、定量的・定性的技術を組み合わせ、リスクの識別、評価、管理が行われる。その一
環として、定期的にアクチュアリアルなコントロールサイクルが実施され、過去に行った決定と
それに基づいた行動の結果を検討し、こうした結果が将来の決定と行動にフィードバックされる。
このセクションでは、リスク管理プロセスの基本的な構成要素を検討し、また異なった種類のリ
スクの評価に適した方法を提案する。

6.2

リスク管理のプロセス - リスク・プロファイリング

リスク管理の骨格となるプロセスは、適切に状況を考慮して、リスクを系統的に識別し、分析し、
評価し、処理することである。通常、
「（リスク管理の）状況」はビジネスプロセス､プロジェクト、
または幅広く保険事業そのものの目的を軸として、構成される。さらに、リスク管理の状況の重
要な要素として、リスク許容度（上記セクション 4 を参照）の設定が含まれる。リスク管理プ
ロセスからのアウトプットは通常、リスクプロファイル、リスクレジスター、ヒートマップ、リ
スク管理自己評価と呼ばれるものである（以下、
「リスクプロファイル」と言う）
。
リスク・プロファイリング、関連するガバナンス・制度面の活動を資本モデリング（下記セクシ
ョン 7 を参照）と混同してはならない。資本モデリングは、統計的でアクチュアリアルな方法で
あるが、リスク・プロファイリングは、オペレーショナルなプロセスとしての性格が強く、事業
計画やプロジェクト管理のような活動と類似した特徴を持つ。リスク・プロファイリングのプロ
セスは、保険者の全社的なレベル、事業単位、重要なビジネスプロセスのレベル（保険引受や保
険金請求）で適用することも、プロジェクト管理で適用することもできる。リスク・プロファイ
リングには、固有リスクと残存リスクの双方のレベルの評価が含まれる。固有リスクと残存リス
クの定義を以下の表5 に示す。

5

Enterprise Risk Management-Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organisations, (2004 年 9
月)
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固有リスク

残存リスク

経営者がリスクの可能性と影響を変更 経営者がリスクの可能性と影響を変更
するために何らの措置を講じない場合 するために措置を講じた後に残存する
の企業リスク
企業リスク
リスク管理プロセスのこの側面は、例えば、保険の引受マネジャーにとっては退屈で直感的な理
解が難しいと感じられる可能性がある。保険の引受マネジャーは、あらかじめ定められたコント
ロールのレンズを通して引受プロセスを理解しているかもしれない。だが、固有リスクと残存リ
スクの双方を評価することによって、他の方法では簡単に明らかとならない重要な管理情報が明
らかになる。
•

リスク管理が、重要な統制の継続的で効果的な運用に強く依存するリスク（高い固有リス
ク・低い残存リスク）

•

統制の実施後もその性質があまり変わらないリスク。これは、一部の統制が有効性を欠き、
資源を他の分野で使用した方が良い場合があること、統制の変更が必要であることを示す
（高い固有リスク・高い残存リスク）

•

統制が過剰である可能性のあるリスク（低い固有リスク・低い残存リスク）

より広く言えば、リスク・プロファイリングの価値はそれによって社員がリスクとその管理を検
討する機会が生じることである。新しい発見が得られ、リスクの性質に関する意識が向上する。
そのプロセスが重要なのは､以下の点が推進され、強化されるためである。
•

最も重要なリスクに関する理解を共有し､検討することによる一貫性と理解。このプロセ
スによって、経営陣はそれぞれのリスクを対比させて評価することになる

•

取締役会に対する透明性と重要なリスクに関する経営陣の正式な評価を検証する機会が
得られる

•

経営努力やリスク軽減が、最大のリスクがあると評価された分野で優先的に実施され、組
織の効率が高まる

•

リスクプロファイルを変化させ、理想的には削減させる措置を講じることを通じた学習と
改善の継続

•

革新と持続性をサポートする、プロアクティブなリスク管理の企業文化

リスクプロファイルの開発に関係する、ワークフローあるいはタスク水準の機械的なステップを
検討することは本報告書の目的ではない。だが、リスクプロファイルには通常次のような情報が
含まれる。
•

それぞれのリスクを区分して理解可能な充分に詳細なリスクの記述

•

所与のリスクが実際に発生または具体化する原因または基本的な条件
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•

リスクによって発生する結果。結果は通常、顧客離れ、監督機関による制裁、コスト超過
など、財務的および非財務的な表現で示される

•

各リスクの適切な分類。保険者に多数の事業単位があり、全社レベルでリスクを統合する
必要がある場合には、このことが特に重要となる

•

リスクが発生する可能性・頻度と影響を考慮した、固有リスクの評価。リスク評価に関す
る明確な評価基準の設定、すなわち、高、中、低レベルのリスクを判断する財務的又は非
財務的な指標の設定

•

統制やリスク軽減戦略の有効性の評価。本評価に統制の設計および機能の検討と統制のオ
ーナーシップの記載が必要

•

統制の有効性を反映した残存リスクの評価

•

容認できない残存リスクを適切な限度内に収めるための行動の記述

リスクプロファイルに関する文書には、担当管理職の承認が通常必要である。保険者の全社的リ
スクプロファイルの場合には CEO、事業単位のリスクプロファイルの場合には事業単位の部長が
署名を担当する。
保険者の経営陣は、リスクの評価および定量化を進んで行う傾向がある。つまるところ、それは
彼らにとって中心的な業務である。だが、経営陣は非保険リスクを財務的に定量化しようとする
傾向が発生する。多くのリスク、特に戦略またはオペレーションに関係するリスクは、確率的な
動きを示さない可能性があり、また統計的な分析やアクチュアリアルな分析の対象にはなりにく
い。そのような場合、より単純な基準もしくは定性的な基準によってリスクを定量化する方が良
いのではないかと考えられる6。
リスク担当者は、リスク・プロファイリングが形骸化することや、それ自体が目的であると見ら
れる事態を避けるよう注意する必要がある。作業の大半はリスクプロファイルの作成に費やされ、
その維持のための作業は少ない。事業が急速に変化している場合や拡大している場合を除き、通
常、リスクプロファイルに大きな変化が短期的に生じることはない。従って、リスク担当者はこ
のことを念頭に、リスクプロファイルが経営意思決定にとって常に適切なものであるようにして
おく必要がある。
リスクプロファイルの報告書には、重要な（
「トップ 10」
）リスク管理情報（固有リスクの評価、
統制の有効性、残存リスク、リスクの傾向）の寸評を記載する必要がある。次のグラフは 1 ペー
ジで情報を伝える方法を示したものである。

6

具体例については、Australian Risk Management Standards or Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)などを参照。
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リスクプロファイル
影響
（事業価値、
財務的/非財務的）
5 億ドル以上
リスク 9
2 億 5000 万ドル～
5 億ドル

リスク 5

リスク 3

リスク 1

1 億ドル～
2 億 5000 万ドル

リスク 11
リスク 8

5000 万ドル～
1 億ドル

リスク 4

リスク 2

リスク 6

2000 万ドル～
5000 万ドル

リスク 7

リスク 12

リスク 10

500 万ドル～
2000 万ドル
50 万ドル～
500 万ドル

可能性

ゼロ～50 万ドル

説明
確率

まれ

可能性は乏しい
5%

可能性がある
30%

可能性が高い
70%

統制の有効性
リスクの傾向
高
中
低

ほぼ確実
95%

100%

固有リスクから
残存リスク

上昇傾向
減少傾向
安定

有効な場合
もある
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事例：
「リスク・プロファイリングのプロセスとは」
リスク・プロファイリングは主に 3 つのプロセスから構成される。
1. 準備作業 - リスク・プロファイリングの目的は、系統的なアプローチに基づくリスクの記録

と評価を企業にもたらすことである。それによってリスクの理解が共有され、明確になる。従っ
て、リスク・プロファイリングの作業の前に既存の資料を準備することがリスクの識別と統制の
評価に役立つ。
2. リスク・プロファイリングの作業 - リスク・プロファイリングの作業を進めるために、リス

ク管理を推進するリーダーを定め、そのリーダーガイダンスを行い、プロセスの一貫性を確保す
る必要がある。実務担当者の関与がリスク・プロファイリングの成功のカギとなる。これはそれ
によってリスクの正確な把握が可能となるためである。リスクプロファイルの完成には時間的な
初期投資が必要であり、またそれを維持するためには継続的な関与が要求される。要求される時
間の量は、リスク・プロファイリングの作業の完成のために採用したアプローチ（ワークショッ
プか一対一のミーティングかなど）によって異なる。
3. レビュー

- プロファイリング作業の終了後に、リーダーが検証を行い、ミーティングの結
果が正確に記録され、経営者の承認を得ていることを確認する。
リスク
プロファイルは
何か？

資本

リスク負担能力
持続可能か？

リスク許容度
アピールするか？

このアプローチの主要な効果は次のとおり。
•
組織全体にわたって一貫性のあるリスク・プロファイリングを推進する系統的なプロセス
が実現される
•
リスク・プロファイリング作業の事前にリスクに関連した資料を検討することにより、参
加者はリスク・プロファイリング作業の絶好の出発点に立つことができる
•
リスクに関する専門知識とビジネスに関する知識の双方がリスクプロファイルに活用さ
れる
•
リスク・プロファイリングの透明性の向上
•
リスク・プロファイリングの時間的効率
•
リスクと統制の間の明瞭な関係性
だが、以下の点に注意する必要がある。
•
既存の資料の提供によって、参加者が今後の問題点よりも、既に判明しているリスクに注
意を向ける可能性がある。常に潜在的なリスクを考慮することが必要
•
「年に一度」作業を行うアプローチが採用されることがあるが、それではワークショップ
以外の場所でリスクプロファイルが更新されることが阻まれる場合がある。リスクプロフ
ァイルを絶えず更新し、事業の効果的な運営に役立てることが必要
保険業界における資本とソルベンシーにかかわる ERM に関する報告書
2009 年 3 月 31 日

43 ページ

6.3

リスク・モデリング技術

リスク・プロファイリングのプロセスとは別に、保険者は保険リスクを定量化するために、さま
ざまな統計的手法やその他のモデル化技術を一般的に使用している。下表に保険リスクの定量化
に適切であると考えられる一連のモデル化技術と統計的手法を記載する。これらの技術の詳細に
ついては、添付資料 8 の参考資料を参照のこと。
リスクカテゴリー

モデル化技術

全社的 ・ 全リスクカテゴリー

•

動 的 財 務 分 析 （ Dynamic Financial
Analysis）

保険引受リスク（再保険を含む）

•

財政状態報告書（FCR）や保険引受に
関するモデル化または検証

市場リスク

•
•
•

バリューアットリスク（VaR）やテー
ルバリューアットリスク（TVaR）
金利モデル
シナリオテスト

信用リスク

•

信用リスク・モデル

流動性リスク

•

資産・負債モデリング

オペレーショナルリスク

•
•
•

内部ロスデータ
外部ロスデータ
シナリオ分析、シミュレーション
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コメント:
「ブラックスワン」ジレンマ - ERM で充分か
ナシーム・タレブ（Nassim Taleb）1 は、影響が甚大で、予測困難であり、通常の予想範囲を超
える稀な出来事を表現するために、「ブラックスワン」という言葉を作り出した。この例えは､
多くの人々は白鳥が白いものと思っている（少なくとも黒い白鳥がオーストラリアで 17 世紀に
発見されるまでは）ので、黒い白鳥の出現は不測の出来事であり、あり得ないことが起きている
と認識されることを意味している。
ブラックスワンは歴史上頻繁に現れている。最近では、9/11 のアメリカ同時多発テロやアメリカ
のサブプライム問題が記憶に新しい。こうした事件は実際に予見され、また予見可能であったと
主張する人々がいるかもしれないが、現実に事件が起きると人々は驚く。とりわけ、金融サービ
スセクターの奥深くまで及んだ影響の大きさには驚かされた。
だが､ここにジレンマが発生する。ブラックスワンが一度現れると、既に経験されたことになり、
不測の出来事であるブラックスワンは二度起こることはあり得ないことになる。こうした出来事
が繰り返して発生することを防止する計画を立てることは良いアイデアであるが、不測の出来事
の発生を防ぐことはできない。こうした出来事を詳細に理解しても、ブラックスワンの再現の防
止にはほとんど効果がない。
新興リスクを登録していけば、不測の出来事の防止に役立つという意見もある。新興リスクに関
する最近の話題の 1 例はナノテクノロジーである。前もって分かっていれば、不測の出来事には
ならないとしても、費用対効果の問題が生じる。とりわけ、その正確な規模がはっきりしていな
い場合に、発生の可能性がある出来事を防止するためにどこまで資金を使うことが正当であるの
か。
リスク管理に関するグッドプラクティスが唯一の予防策であるが、不測の出来事は常に発生す
る。適切な ERM 体制を通じて、不測の出来事の発生を適切に管理し、影響を軽減することが可
能となる。
ERM は、あらゆるリスクによる影響、特に不測の出来事を防止するために十分でないかもしれ

ないが、まったく予防する制度がない場合よりもはるかに良い結果が得られる。

1 Learning to Expect the Unexpected by Nassim Taleb, The New York Times, 2004 年 4 月 8 日
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7．経済資本と規制資本

重要機能 6

保険者は ORSA の一環として、自社のリスク許容度と事業計画を踏まえたうえで事
業を経営するために必要な財源、また、監督上の要件が充足されていることを立証
するために必要な財源の全体を決定する必要がある。保険者のリスク管理対策は自
社の経済資本、監督資本の要件、および財源を基礎としたものでなければならない。

7.1

はじめに

資本主義の背後にある基本原則の一つは、最も生産的な活動と組織に対して、市場が資本を配分
するというものである。その生産性は供与された資本に基づいてリターンを提供する能力を基準
として測定される。企業はこの原則に基づいて、資本を必要とする新規事業を提案し、その資本
に対して提供するリターンを提示する。資本所有者はそうした提案を評価したうえで、個々の提
案の潜在的リスクを考慮しながら、限られた資本を最も自分に適合した提案に提供する。時間の
経過につれ、国や業界や企業の実績が確立され、資本の継続的な提供や期待リターンが精緻化さ
れる。
保険分野について見れば、保険金支払という約束を履行し、経費やキャッシュフローを効率的に
管理するために適正な保険料を徴収することが、保険者にとって必然となる。保険者は、そうし
た保険事業の運営に際して、資本提供者への支払いに充当できる利益を減少させる可能性のある
多くのリスクにさらされる。したがって、そうしたリスクの管理は保険事業運営の重要な一部を
なす。主要なリスクは、ライフサイクルの段階（新設とランオフなど）、相対的な規模、引き受け
た契約の性質などの要因により保険者ごとに異なる。
以下の図表 1 は保険分野における以上のような関係を図示したものである。

顧客
保証、保険金
支払い

保険料
保険者

資本

キャッシュ
事業費管理
管理
利益
投資家
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以上のようなリスクの管理における重要な構成要素は、保険者が事業を行う環境のシミュレーシ
ョンを企図したモデルを確立することである。そのようなモデルを使えば、多くのさまざまに異
なる前提の下でどのような利益が獲得されるかについて示唆が得られるうえ、保険者の経営者に
とっては、特定の意思決定が将来利益の予想水準や予想ボラティリティにどのように影響するか
に関する指針を入手できる。また、モデルから保険者の破綻リスクに関する示唆を得ることもで
きる。このようなモデルは経済資本(Economic Capital)モデルと呼ばれることが多い。このモデル
は資本提供者、監督者および企業によって使用される。
資本提供者と監督者は個別企業に適用するより一般的なモデルを使用し、個別企業の特性を考慮
に入れるために若干の調整を行う。企業の経営者は一般に、社内で開発され、従って比較的正確
なモデルを使用する。そうした社内開発による経済資本モデルからは通常、資本の必要性に関す
るより正確な評価のほか、経営管理上の主要な意思決定へのインプットに関するより優れた洞察
が得られる。
内部的な経済資本モデルの「ベストプラクティス」は、企業の全体的な資本とリターンをより細
かな部分に分解することができ、その細かな部分について個別の意思決定を下せるようなもので
ある。その重要な事例として、企業の販売する各種商品が異なるリスクプロファイルと利益特性
をもつような場合がある。必要資本に照らしてどの商品が会社の全体的利益を高めるか、あるい
は希薄化するかを知ることによって、究極的に企業の全体的な資本収益率を改善するうえで必要
な是正措置が可能となる。
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事例：
評点
価格設定が果たす役割の一つは保険料の競争力を強化し、適正な資本収益率が達成されるように
することである。
保険者の会社全体の必要資本は通常、その保険者のリスク選好、市場や規制当局からの期待、自
社の経済資本モデル（ECM）などによって決定される。保険者はまた、その資本に基づく全体
的な予想収益を設定することもある。
しかしながら、保険者は価格設定の機能に依拠して全体的な成果を実現するが、これは通常、さ
まざまなリスククラスに関する詳細レベルでの多くの意思決定が基礎となる。価格設定機能がそ
うした役割を効果的に果たすためには、保険者全体の必要資本要量を基本的なリスククラスに配
分することのできる堅固で正確な ECM が必要となる。各リスククラスの資本収益率のパフォー
マンスを理解し、価格設定やリスククラスの特徴や契約量を調節することによって、保険契約者
にとっての全体的な資本収益率の結果の舵取りを行うために、そうした ECM を使用するのであ
る。
例えば、下表の列(A)には、ECM によってそのリスククラスに割り当てられた資本について、望ま
しい資本収益率（RoC）を達成するために必要な価格設定基準（例えば保険商品のプロフィット
マージンなど）が示されている。「局所化」された意思決定が可能となる下位の詳細レベルにまで
資本を割り当てられるのが ECM の優れた特長であり、価格設定機能の成功にはこれが不可欠であ
る。

X％の RoC を
達成するための
価格設定基準

実際の
価格設定基準

評点

(A)

(B)

(B/A)

X

10%

11%

1.10

100

Y

5%

4%

0.80

200

Z

7%

7%

1.00

70

0.92

370

リスククラス

合計

実際の
取引量
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上例の詳細レベルをさらに引き下げるという点に関してこの事例を使うなら、ECM を用いてリ
スククラス Y に関してより下位の詳細レベル（すなわち、Y1 と Y2）で必要資本要件を定めるこ
とが可能な場合、リスククラス Y のアンダーパフォーマンスの原因を把握して、より効果的な
経営決定を下せる公算が大きい。例えば、リスククラス Y2 の価格設定を改訂したり契約量を制
限することにより、より的を射た措置が可能となるであろう。

X％の RoC を
達成するための
価格設定基準

実際の
価格設定基準

評点

(A)

(B)

(B/A)

X

10%

11%

1.10

100

Y1

5%

6%

1.20

67

Y2

5%

3%

0.60

133

Z

7%

7%

1.00

70

0.92

370

リスククラス

合計

7.2

実際の
取引量

経済資本モデル（ECM）

経済資本モデル（ECM）の目的は、組織内の主要なリスク要因に関する全体的な評価を提供し、
そのリスクに対処するリスク管理技法を考案することにある。
ECM は一般的に資産・負債の統合モデルによって構成され、将来の期間にわたる資産および負債
のキャッシュフローをシミュレートするものである。ECM からは通常、予想される将来のバラン
スシート、損益計算書、キャッシュフロー計算書、予想される利益分布のほか、資本および資本
収益率が得られる。これらはモデルを何回も繰り返し実行することによって得られる。分布は、
主要指標が許容水準を外れる確率（リスク許容度に関する可能な定義の一つ）についての見解を
経営者が形成することを可能とするものであり、したがって、必要資本の決定に対する不可欠な
インプットである。このようなモデルは時には「内部モデル」と呼ばれることもあるが、この用
語は、保険者の業績やリスクの一部の、それほど全体的でないモデル化についても使用すること
も可能である。リスク・資本管理を目的とした保険者による内部モデルの使用については IAIS ガ
イダンス・ペーパー（2007 年 10 月）も参照されたい。
ECM の資産モデル部分は、十分に調査された金融市場モデルを基礎とする必要がある。インプッ
トとなるのは経済および金融にかかわるパラメーターであり、モデルは各種資産クラスのリター
ン間の相関や時系列的なリターンの相関に対応することが可能である。多国籍の保険者について
は為替変動に対応できることが望ましい。
保険業界における資本とソルベンシーにかかわる ERM に関する報告書
2009 年 3 月 31 日

49 ページ

負債モデルは保険料と保険金請求との関係およびその変動性を分析するものである。考慮すべき
変動原因の例としては一般経済条件、将来的な保険金請求状況の悪化（あるいは改善）
、市場シェ
アの変化、引受サイクルの影響などがある。再保険やクラス間の相関も考慮の対象とする必要が
ある。
一部の経済変数（インフレ、金利など）を通じた資産モデルと負債モデルの関連性についても検
証が必要である。ダイナミック・モデルの用途および利点として以下のものが挙げられる。
•

保険者の現行戦略から生じるバランスシートのダイナミックスに関する理解の深化

•

異なる資産戦略と負債戦略（および再保険戦略）の実行に関する効果の検討

•

各種の資本調達源（例えば、再保険、将来利益、留保利益、資本市場、準備金など）によ
る相対的影響の分析

•

買収や投資撤退の意思決定にかかわるデュー・デリジェンスの支援

•

地域ごと、商品ごとの資本配分

•

さまざまな事業部門のリスク調整後パフォーマンスの評価

•

最適な資産構成の決定

•

財務状況の報告

•

保険者の財務状況に対して想定される極端な事象の影響の把握

モデルは単なる手段であり、インプットの完全性に大きく依拠していることに注意する必要があ
る。加えて、何らかの主観性が混じることは不可避である。モデルの結果それ自体が主要なメリ
ットではなく、むしろ、モデル化の過程によって得られる、事業上のリスクや牽引要因に関する
理解の深化の方が有益である場合が多い。
ダイナミック・モデルでは、資産からのキャッシュフローと負債のキャッシュフローのマッチン
グ（あるいはミスマッチ）を企業が選択する度合いを考慮し、それに対処できるようにする必要
がある。また、保険者の具体的な流動性要件も考慮に入れなければならない。ECM には通常、投
資と再投資に関する企業の方針に関連する規程や、保険者を取り巻く流動的な金融状況に応じた
投資ポートフォリオの組み替えとリバランスを定めた規程が反映される。
また、ダイナミック・モデルは、経営者が収益の不安定性を引き起こす要因を体系的に理解する
手段にもなると同時に、収益の不安定性を低減させる、目標を定めたリスク管理戦略の開発に対
して健全な基礎ともなる。
ECM の形式と用途に影響する重要な意思決定は、ECM をどの程度企業の日常業務に統合するか
ということである。この点に関するさまざまな選択肢として以下のものが挙げられる。
•

事業の（実際または潜在的な）変更事項に関する ECM のリアルタイムの実行
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•

ECM の成果を企業が日常ベースで活用することのできる「経験則」に置き換える

•

ECM の統制を集中管理的にするために使用されるプロセス。通常、個々のビジネス単位
はそれぞれ詳細なモデルをもち、それらは中央集権モデルによって取り込まれ、保険者の
全活動を通じて一貫した基礎に基づく、より集約されたアウトプットをグループレベルで
生み出すことが可能となる。

7.3

経済資本モデルの実行プロセス

ECM の実行プロセスには多くのステップを伴う。以下のフローチャートは段階的な要約を示した
ものである。
目的

リスクの識別と
順位付け

シミュレーション
手法

リスク尺度

モデル化の
基準

実行

ECM の実行プロセスの各ステップについては以下のセクションで説明する。
a) 目的
ECM を使用する目的は監督上の必要資本要件なのか、それとも保険者自身のソルベンシー評
価なのか。監督資本に関連する目的で ECM を使用する場合には、内部モデルに関する IAIS
のソルベンシー要件7を遵守しなければならない。本報告書は保険者自身によるソルベンシー
7

リスク管理および資本管理を目的とした保険者による内部モデルの使用に関する IAIS ガイダンス・ペーパー
（2007 年 10 月）
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評価や資本管理を目的とした ECM の使用をサポートしている。ECM は以下の点に重要な影
響を及ぼすため、その目的を明確にしておくことが重要である。
•

誰が ECM の責任者になるべきか

•

ECM に関連してどのような水準の統制やプロセスを組み入れる必要があるか

•

ECM はどの程度柔軟でダイナミックなものである必要があるか

•

ECM についてどの程度の詳細性と正確性が必要となるか

•

どの程度のリソースが必要となるか

b) リスクの識別とランク付け
個々の保険者の特定の要件に従って評価とランク付けを行う必要のあるリスクを以下に示す。
主要なリスクは保険者によって異なるであろう。

大規模災害

流動性

保険引受

市場
経済
資本モデル

準備金積立

信用

価格設定

オペレーショナル

モデルの精緻化にあたってはリスクのヒエラルキー（階層）が反映されることになる。すな
わち、主なリスクにはより詳細なモデル化や分析が必要となる。
リスク間（およびリスク内）に認められる分散効果は一般にモデルに組み入れられる。組み
入れは、例えば相関行列、コピュラなどの手法を通じて実行される。
オペレーショナルリスクの範囲を勘案するなら、国内の保険業界と海外の保険業界との一貫
性を確保するために、明確に定義されたガイドラインが必要である。ここではその例として、
銀行のオペレーショナルリスクに関するバーゼルⅡの定義を挙げておく8。

8

「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化 - 改訂された枠組」
、バーゼル銀行監督委員会、2004 年 6 月
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オペレーショナルリスクは、内部プロセス・人・システムが不適切であること
もしくは機能しないこと､ または外的要因に起因する損失にかかわるリスクと
定義される。この定義には法務リスクが含まれるが、戦略リスクや風評リスク
は除外される。
バーゼルⅡはオペレーショナルリスクの計算のために 3 つの方法を説明している。それらの
方法について洗練度の低い順に以下で述べる。
(i) 基礎的指標手法
•
オペレーショナルリスク資本は、過去 3 年にわたるプラスの年間粗利益の平均に固定
比率（15％）を乗じた値である。
(ii) 標準的手法
•
オペレーショナルリスク資本は、8 種類の具体的な事業別の年間粗利益に固定比率
（12％、15％、または 18％）を乗じた値である。直前の 3 年間について、全事業の
プラス値の合計を平均する。
(iii) 先進的計測手法
•
オペレーショナルリスク資本は公認内部モデルを用いて計算される。
欧州保険・年金監督者委員会（CEIOPS）は直近の定量的影響度調査結果（2007 年春の QIS3）
においてオペレーショナルリスクにかかわる資本負担の計算方法を説明している。オペレー
ショナルリスク資本は次の 2 つの値のうち低い方とされる。
•
基本所要ソルベンシー資本（Basic Solvency Capital Requirement）の固定比率（30％）
•

収入営業保険料の固定比率（損害保険は 2％、生命保険は 3％）と技術的準備金の固
定比率（損害保険は 2％、生命保険は 0.3％）のうち高い方

どの方法を採用するかの選択は企業構造（モノライン保険会社、マルチライン保険会社、保
険と保険外事業のコングロマリット）
、組織内の資本モデル化の成熟度、リソース、費用など
によって決められる。
国際的な保険業界にとっての課題はオペレーショナル損失を独立に記録するプロセスの確立
である。オペレーショナルリスクに関する過去のデータは限られており、現在、そのためオ
ペレーショナルリスクの確率論的モデルの高度化や信頼できる適用が十分でない状況となっ
ている。
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c) シミュレーション手法
保険者がモデル構築のために使用できるリスク計量化の技法としては数種類のものがある。
大まかに言って、その中には基本的な決定論的シナリオから複雑な確率論的モデルまで多様
なものが含まれている。決定論的シナリオでは通常、所定の確率をもつ事象を反映したスト
レステストやシナリオテストを用いた、保険者の資本水準に対する一定の事象（株価の下落
など）による影響のモデル化が行われる。この技法では基礎をなす前提は固定されている。
一方、確率論的モデリング（モンテカルロ法など）では、保険者の必要資本の確率分布を反
映させるために、異なる確率を持つ複数のシナリオを用いることが多い。
選択は費用、時間、メリットなどによって決まる。
決定論的なテストは主要なリスクを浮き彫りにするものであり、より先進的なシミュレーシ
ョン手法に対する適切なチェックの役目を果たす。特に重要なのは、リスク間の相互関係を
理解し、そうした相互関係がストレスのかかったシナリオでどのように変化するかを把握す
ることである（例えば、以前は無関係だった影響要因が厳しいストレスの下で相互に関係す
るようになることがある）
。苦境時に保険者の経営者が検討すると思われる定性的、主観的な
意思決定（例えば、資産構成や再保険の水準の変更）は ECM のインプットとして重要なもの
である。
d) リスク指標
ECM に関連する伝統的なリスク指標には次のものがある。
•
VaR と TVaR
•

計測期間

•

信頼水準

これらは保険者の戦略やリスク許容度によって決まる。
e) モデル化の基準
モデル化の基準例としては次のものがある。
•
絶対的破産によって測定される出口価値
•

監督者の介入によって測定される継続企業の基準

•

一定の投資格付の達成

保険者は自社の各事業セグメントに複数の基準を適用することを追求する必要がある。
f) 実行
•

ECM の開発に対して主に 2 つの手法を用いることができる。

•

業務全体の相互関係を考慮に入れる完全統合モデル

•

個別的な部門を別々に考慮した単独モデル(Univariate Model)を使用し、何らかの結合
方法（コピュラなど）を用いてすべての構成要素を統合する
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完全統合モデルは直ちにモノライン保険会社に適用できるのに対して、単独モデルは、保険
事業と非保険事業に関わるマルチライン会社に適している。
使用するモデルの種類は、保険者の事業の性質、規模、複雑度に適合したものでなければな
らない。

7.4

資本管理との関係

監督資本の要件は必要資本要件に対するインプットの一つにすぎない。前述のように、以下のも
のを含め、他にも多くのインプットがあり得る。
•

格付機関による望ましい格付

•

望ましい、収益のボラティリティ

•

望ましい、株主のリターン - 配当や自己資本の増加

•

リスクの蓄積

•

市場の期待値

ECM を用いた場合、一般に、監督資本規制の方法を適用するよりも事業に関する正確で完全な見
通しが得られる。
監督規制の方法と ECM との間に想定される主な差異としては、多くの場合以下のものが挙げら
れる。
•

さまざまな事業クラスのボラティリティに関する見解の差異（絶対的なもの、および他の
クラスと比較した相対的なもの）

•

リスクタイプ間およびリスクタイプ内の分散効果の反映度合（相関行列によって算定され
るが、コピュラによる場合もある）の差異

•

資本に影響する焦点の差異（目的の差異など）

•

対象とするリスクタイプの差異（例えば、オペレーショナルリスクは、監督規制の方法で
は対象外であったり、対象であっても暗示的に計算されるが、ECM では明示的に計算さ
れるなど）

•

各種資産が資本として扱えるか否かに関して表明される見解の差異（例えば、税制上の優
遇措置やのれんなど）

ECM を用いる場合でも、監督規制の方法による資本の計算や予測が必要となる公算が大きい。こ
れは、関係する監督者がその相対比較を把握したいと望むためである。
効果的な資本管理ではリスクを株主価値に変えることが焦点となる。業務の観点からすれば、こ
のことは、
「適切な」量の資本を適切なリスクに帰属させれば、適切な情報に基づいた意思決定が
可能となることを意味する。
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以下の図式は、資本と資本管理の中核的要素との関係を明確に表そうとしたものである。

リスク管理

パフォーマンス
管理

資本

価格設定

準備金積立

リスクを価値に変えるサイクルの中で資本は中心的な役割を果たす。資本は成長、設備投資、事
業計画に向けた資金となる。また、保険業務活動、投資パフォーマンス、支援活動などによる望
ましくない結果に直面した場合、支援の役割を果たす。
市場の観点からすれば、価格設定の役割の一つは保険料の競争力を確保し、十分な資本収益率を
達成できるようにすることである。業務の観点からすれば、価格設定プロセスの目標は、予想さ
れる保険金請求のほか営業費や一般管理費を充足できるようにすることである。言うまでもなく、
価格設定には、固定費を負担する必要性の考慮や必要に応じた監督上の要件の充足といった他の
側面も含まれている。
準備金積立プロセスでは、未払保険金の予想中央値を定め、不確実性を補填するマージン（リス
ク・マージン）を提供し、将来の出来事に関する経験と予測を勘案したうえで保険負債に対して
十分に対処できるようにし、さらには、予想される保険料率の不足を補填できるようにする。
リスクに応じた事業単位や保険種目への資本の配分はパフォーマンス管理プロセスの基礎を成し、
予測を基にした結果やリターンの測定を可能にする。効果的なパフォーマンス管理には、リスク
管理、準備金積立および価格設定のプロセスを調節して結果の向上につなげられるようにするた
めの早期警告の仕組みが組み入れられる。
資本管理の観点からすれば、リスク管理は、全体的なリスク許容度の策定、リスクの識別と評価、
およびリスクの継続的統制という三重の役割を果たす。リスク許容度の策定プロセスはどのリス
クをとり、
どのリスクを回避するかに関する系統だった決定に依拠している。
先に述べたように、
リスク許容度の明確な規定は、最終的には目標とする財務力（受け入れ可能な「破産リスク」）の
形で表示できるが、その一方で、目標とする信用格付や受け入れ可能な収益のボラティリティと
いった戦略的な構成要素をそこに含めることができる。
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8. 継続性分析
重要機能 7
保険者は ORSA の一環として、自社の事業継続能力のほか、規制必要資本要件の
決定に通常用いられる計測期間よりも長期にわたって事業を継続するのに必要な
リスク管理や財源を分析する必要がある。
そのような継続性分析に際しては、保険者の中長期的な事業戦略における定量的
要素と定性的要素を組み合わせて取り扱い、保険者の将来の財務状態の予測およ
び将来の規制資本要件を満たすための能力分析を含む必要がある。

8.1

はじめに

ECM を使用する主な利点は、規制上定められるもの以外のシナリオの分析が可能となることにあ
る。
例えば、
規制必要資本の要件は継続ベースではなくランオフベースで実行される場合が多い。
同様に、ECM の下では、保険者は規制上定められた大半の方法が基礎としている期間よりもさら
に将来の期間に目を向けることが可能となる。そのためには（とりわけ）以下の事項について明
確な決定を下すことが必要となる。
•

モデル化においてどの程度の期間を用いるべきか

•

保険者の財政状態の評価は将来の一時点で行うべきか、それともすべての関連負債のラン
オフをモデル化したうえで行うべきか(訳者注：一期間で見るべきか、多期間で見るべきか
ということ)

•

最悪の結果が見込まれる場合、どのような経営行動が想定されるか

•

どのような資本減少（配当など）や資本注入の方針が想定できるか

•

保険者の長期予測はどの程度信頼できるか、またその予測は ECM の基礎を十分に形成し
得るものか

モデル化の手法とその諸前提は基本的に、リスクがモデル化される計測期間に依存している。計
測期間が 1 年であれば保険者の経営行動は無視することができる。しかし、長期にわたるモデル
化の場合には、保険者の行動がより重要になる。
計測期間が長期のモデルでは、保険者の行動を想定しない静的な事業・資産構成に基づく前提に
立った場合、計測と予測の実効性が低下する。しかしながら、保険者の戦略や経営行動などの前
提を考慮したモデルでは、そうした前提がかなり主観的であることから、モデルの結果を読み解
く必要性が大きくなり、モデルの制約を明確に表示することが必要となる。
長期的なモデル化では、短期の計測期間において用いられるものとは別のモデルの開発が必要と
なることがある。例えば、長期の計測期間において金融市場のリスクをモデル化するためには、
関連するリスクファクターを一貫して予測するモデルが必要となる。そのためには、純粋にヒス
トリカルなデータに大きく依拠したモデルよりもより説明的な（指標間の因果関係が明瞭な）モ
保険業界における資本とソルベンシーにかかわる ERM に関する報告書
2009 年 3 月 31 日

57 ページ

デルを使用すべきである。
1 年より長期の計測期間にわたって予測を行うモデルでは、経営者の行動と戦略のモデル化が重
要な部分を占める。これには以下のものが含まれることになる。
•

保険料の設定：損失が発生したり利益が不十分だったりした場合、企業はどのような戦略
をとるか。価格が低水準の場合、企業は市場シェアの維持や拡大を試みるか。保険サイク
ルにおける企業の戦略はどのようなものか。

•

資産配分：財務上のストレスが発生した場合、企業はどのように対応するか。

•

保険契約者への裁量的給付：とりわけ、(a)当該企業のみが財務的苦境に陥っているとき、
および(b)市場全体が財務的苦境に陥っているとき、保険者は保険契約者への裁量的給付に
ついてどのような戦略をとるか。

•

配当方針：とりわけ企業に損失が発生したときの配当方針はどのようなものか。

•

リスク軽減戦略：再保険戦略、ALM 戦略、証券化など市場へのリスク移転手段など。

8.2

定量分析 - 資本計画

保険者の内部において真の統合的 ECM が幅広い目的で使用される。例えば、以下の事項に関係
する分析を行うために使用することができる。
•

経済資本の要件
ECM は組織のリスクプロファイルに基づいて必要資本要件を計測する主要な手段である。
そのアウトプットは保険会社の資本管理プロセスと緊密に統合される必要がある。
しかしながら、このモデルは資本をより緊密に事業運営の方法に連動させる目的でも活用
することができる。組織のリスク選好の明確化や定義の一助として活用できるのである。
例えば、このモデルは破産リスクや「規制上の破産」のリスクの計測を検討できるし、ま
た、収益のボラティリティ尺度にもなり得る。

•

破綻に備えた計画
ECM はまた財務的苦境の影響を分析する目的でも活用できる。その場合、保険会社が事
業展開する管轄区域の法律上・監督上の要件に関する詳細な分析を含めることが必要とな
る。また、この分析において、資本調達の可能性に対する潜在的な制限も考慮する必要が
ある。分析終了後の結果は、資本管理戦略を変更し、必要に応じて、例えば緊急時資本ソ
リューションを通じて潜在的な資本移転の問題を緩和する手段を実行するために利用す
ることができる。

•

投資戦略
投資戦略に対する組織のアプローチでは保険者のリスク許容度や目標など数多くの要素
を検討する。その算定に際しては、当該組織の将来的な資本の必要性も関連してくる。投
資戦略は事業に将来必要となる資本量に応じて変わってくる。
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•

合併、買収、企業分割
ECM は企業が合併や買収、撤退の影響を理解する一助として活用することができる。つ
まり、リスクの分散化が必要資本要件に及ぼす影響のモデル化や、合併や企業分割の活動
が原因で必要（あるいは不要）となる追加資本の実際金額の定量化の目的で利用できる。
また、経済資本は買収（あるいは分割）した企業の評価を補足するためのメカニズムとし
ても利用できる。

•

資本配分
資本配分は事業単位のパフォーマンスの計測に用いられる主要方法の一つである。資本を
各事業に配分する方法は一つにとどまらないが、この手法はリスクを基礎とするものであ
り、企業が自社のリスク（資本に対する要求）を効果的に管理するためのインセンティブ
のほか、配分した資本に基づく妥当なリターンを稼得することを確実にするための方策を
提供する。
資本配分に際して用いるべき手法は組織の目的、例えば「最適ポートフォリオ」
（リスク
の分散という点で）の構築を目指すか否かということによって変わる。この場合、リスク
の尺度は、単純な成長目標によって示唆されるような結果の分布の中央値よりも、クラス
ごとの周辺分布から導き出されるであろう。資本配分に際して克服すべき問題点としては、
支援（すなわち、収益を生み出さない事業単位に対する支援）の取り扱いや、トップダウ
ンの配分かボトムアップの配分か（あるいはその併用）という使用すべき手法などがある。

•

再保険プログラム
ECM は組織のリスクプロファイルに基づいて必要となる資本を評価する目的で活用する
ことができる。企業の財務諸表上のリスクが大きければ、それだけ多くの資本を留保する
ことが必要になる。再保険は、保険者がリスクの一部を第三者に移転し、それにより保有
が必要な資本量を削減するために利用できる主なメカニズムの一つである。したがって、
この場合、再保険の価値は資本の代替機能として導き出される。
組織は資本保有の費用と再保険の費用を比較検討することにより、より豊富な情報に基づ
く意思決定が可能になる。

•

最適な事業構成
最適な事業構成の策定は当該事業への効果的な資本配分に関係している。事業毎のリスク
を基にして資本配分が行われるなら、リスク調整後パフォーマンスの計測が可能となる。
リスク調整後パフォーマンスの管理を活用することにより、商品構成や事業構成の最適化
が可能となり、また、組織の戦略に沿った経営者の意思決定が促進される。考慮すべきフ
ァクターは資本だけではないものの、相対パフォーマンスを評価する適切な尺度が資本か
ら得られる。
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•

準備金積立のボラティリティ
この場合、ECM は、保険金と保険料の準備金におけるリスク・マージンを「保険契約者
資本」
（バランスシート上の資産と負債の差額によって指定される「株主資本」との対比）
として効果的に取り扱うために機能する。

•

資本の流出・流入に関する方針
これは経済資本のモデル化の一部と考えられるものの、リスク許容度を特定の仕方で捉え
る（すなわち、企業にとっての資本充実度の「範囲」を分析する）ため、別立てで取り扱
うことが重要となる。

ソルベンシーⅡに基づく資本コストのリスク・マージン（スイスのソルベンシーテストに由来す
る）では、実際に既契約の必要資本量を予測することが必要となる。そのために、組織は事業の
長期的影響を評価する必要に迫られる。最低限のリスク管理として、負債の存続期間全体にわた
る保険事業の必要資本を定量化することが可能でなければならない。
OSFI（金融機関監督官局）（カナダの規制当局）はすでに DCAT（動的資本充分性検証）の要件
（10 年内に生じ得る望ましくないシナリオの予測）を通じてこれまで以上に長期の予測を要求し
ている（2002 年 4 月、North American Actuarial Journal 掲載、Allan Brender（アラン・ブレンダ
ー）による「The use of internal models for determining liabilities and capital requirements（内部
モデルを用いた負債および必要資本要件の決定）
」も参照されたい）。
一部の監督者は、しばしば財政状態報告書（FCR）と呼ばれる、財務的実行可能性に関するより
正式な評価を保険者に対して要求している。FCR は通常、保険者が直面する広範囲のリスクを対
象とするが、取締役会と監督者のために保険者に関する全体的な見解を提供する場合に最も有益
なものとなる。FCR は通常、明確な数値で示される保険者の財政状態（財務諸表のほか上記の
ECM の結果を含む）を対象とするだけでなく、多くの場合、オペレーショナルリスクや風評・ブ
ランド関連のリスクなど保険者が直面する定量化困難な一連のリスクも取り扱う。FCR には通常、
保険者のリスク管理体制の実効性に関する評価が記載されている。

8.3

定性分析 - 事業継続計画

事業継続計画はオペレーショナルリスク管理の不可欠な構成要素である。企業は事業継続計画に
より事業中断リスクの予測、識別および評価が可能となる。適切な文書化と検証が行われた事業
継続計画（BCP）により、主要な事業プロセスに対する中断の影響が緩和され、さらに、最も重
要なこととして評判が保護される。また、堅固な BCP により、企業は生じ得る事業中断に関連
するリスクが管理可能であることを利害関係者と業界の監督者に説明することも可能となる。

8.4

危機管理とコンティンジェンシープラン

危機管理計画により、あらかじめ定められた対応手続きに支えられた明確かつ組織化された対策
が確立され、重大な事故が発生した場合に企業が受ける悪影響と損失が最小化される。危機管理
計画は、例えば危機管理グループ（CMG）が、事故の最中にその性質と重大性を評価し、その事
故が危機水準の対応を必要とするかどうかを決定し、そして、経営者と社員による適切な行動を
発動させるために実行すべき基本的行動を定めるものである。
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結果に対する一つの対処方法は、偶発事象に備えた計画と準備に着手して、保険者が予想外の利
得を有利に生かしたり、損失を限定したり、混乱を防止・抑制したりするために迅速な行動をと
れるようにすることである。そのためには、計画が適切なリスク管理の原則にしっかりと基づい
て策定され、検証済みかつ最新のものであることが必要となる。ある事象が発生した場合、組織
の経営者は、収益フロー、商品の品質、会社の評判、顧客満足といった事業目標の達成に対する
当該事象の悪影響を緩和するために迅速に対応する必要に迫られることがある。ほとんどの場合、
そうした悪影響は通常の管理プロセスの一環として管理できるであろう。しかしながら、事象の
規模が経営者の通常の対処能力を超える場合には、危機事象管理に対する系統だったアプローチ
が必要となる。
危機事象管理の中核を成すのは事業継続管理（BCM）である。組織はこの計画により、重大な事
業混乱の可能性に直面しても持続可能な形態で事業を継続する規律ある業務能力を備えることが
可能となる。適切に導入された BCM は、混乱リスクへのエクスポージャーに対して費用効率よ
くかつ時宜を得た仕方で対処するための堅固な枠組みを提供できる。また、組織が、経済的環境
や業界環境、安全環境の混乱増大に直面した際に、適切なコーポレートガバナンスを維持し、顧
客基盤と市場シェアを堅持し、利害関係者の信頼をつなぎ止め、自社の評判を維持するための主
要な構成要素を提供する。最低限の対応として、BCM が効果的であれば危機が根強く継続し、拡
大するのを阻止できる。

保険業界における資本とソルベンシーにかかわる ERM に関する報告書
2009 年 3 月 31 日

61 ページ

事例：
再び水没！
「クイーンズランド州では全土が洪水に見舞われ数億ドルの損害に直面している。道路は
寸断され、炭鉱は水浸しになり、貯蔵された農産物は打撃を受け、人々は家に住めなくな
った。活況に沸いていた同州の石炭業界はボーエン盆地の石炭生産に数千万ドルの損失が
出ると予想している。この洪水により、一部の農家では大量の貯蔵農産物が被害に遭い、
また灌漑のインフラも破壊され、作物にも損害が出ている」（news.com.au、2008 年 1 月
22 日）
保険業界にとって気候変動が大きな問題となっており、極端な気象事象の発生の増加は地球環境
の変化の兆候であると考えられる。オーストラリアでは極端な気象事象が主要な財産損傷の原因
の大部分を占めており、そのため、損害保険会社にとって強い関心の的となっている。クイーン
ズランド州の洪水は、ごく最近オーストラリアの保険業界が対応を迫られた天候関連の災害の一
例にすぎなかった。この災害では遠く離れた数多くの場所が被害を受けた。
事業継続の観点に立った場合、顧客サービスを重視する保険者にとってどのような対応が適切な
のか。また、自社の建物やデータセンターが被害を受けた場合、どのように対処すべきであろう
か。
2008 年に、規制要件に従い、実証済み・テスト済みの回復戦略や、十分に検証を繰り返した継

続計画、明確な危機管理手続き、不可欠なサービスを継続して実施する必要性を自覚したカルチ
ャーを備えた「堅実な」保険者があった。広い地域にわたって顧客基盤を抱えるこの保険者はま
た、保険金請求の処理を業務機能回復の最優先事項とする堅実なサービスモデルを導入してい
た。この業務モデルに従い、処理業務がどれか一つの建物、場所、データセンターに依存するこ
とがないような体制がとられていた。同社のインフラは一部が損傷を受けても、他の部分が短期
間のうちにその分の作業を引き継ぐことができ、被害地域の機能はすぐさま別の施設で作動でき
るよう回復された。
この保険者は、顧客のニーズに対する重要な初期対応として、機動性のある査定担当者を被災地
に派遣した。査定担当者は保険金請求の受理と処理、請求に基づく支払い、緊急の貸し付けの承
認、および保険契約の範囲内にある他の特別な支援要求への対応などを行うために必要な技術と
権限を備えていた。この保険者は予備の携帯電話インフラを用意しており、担当者全員が常に連
絡をとれるように、それを速やかに配備できるようにしている。また、自社の担当者が責任ある
方法で被災地に立ち入ることができるようにするため、また危険に遭わないようにするため、災
害救援・緊急医療サービスの担当者と密接に協力して作業を進めた。
大規模な異常災害事象は非常にまれにしか発生しないとしても、保険業界に大きな難題を突き付
け、個々の保険者では対処できないこともあり得る。このような状況で、責任ある保険者は、前
もって準備され検証された大災害時協力協定に基づいて全国的な業界統括組織と連携して活動
する。州・連邦の政府機関、保険業界組織、保険オンブズマン・サービス組織、ブローカー・損
害査定人の団体などで構成される作業部隊を組織することによって、以上のような課題に対応す
るための広範囲な共同責任体制が構築される。
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9. リスク管理における監督の役割
重要機能 8
監督者は保険者のリスク管理プロセスと財務状況のレビューを行う必要がある。
また、その権限を行使して、必要に応じてソルベンシー評価や資本管理プロセス
を含めたリスク管理の強化を保険者に要求しなければならない。

9.1

はじめに

このセクションの目的は、保険者が監督者と建設的で透明でプロアクティブな関係を構築するの
を支援することにある。

9.2

監督者の役割

プルーデントな監督9は、金融機関に対する規制の不可欠な構成要素として世界中で受け入れられ
ている。監督者の役割を支える基本的な前提は、監督対象となる金融機関の財務健全性や慎重な
リスク管理に関する第一義的な責任が取締役会と経営陣にあるということである。これに関連し
て、監督にあたっての主な重点は、問題発生の責任者の処罰ではなく問題の回避に置かれる。
保険との関連で言えば、プルーデントな監督では以下の要素から成るシステムを構築することが
含まれる。

9

•

財務状況の監督

•

許認可権

•

プルーデントな基準など事業継続要件

•

許認可の条件や事業継続要件の遵守をモニタリングするための手続きとプロセス

•

必要な場合、遵守していない保険者に遵守させるか、あるいは業務を停止させるための強
制措置の発動

銀行、保険者、住宅金融組合、共済組合などの金融機関の監督・規制に関して用いられる用語。当該金融機関
によって維持される預金者や保険契約者の保護が財務上健全であることを監督当局が求めることをいう。
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監督者は監督手法としてリスク・ベースの手法を採用する。実際このことは、より大きなリスク
に直面している金融機関は監督者からより入念な注視を受けるということを意味する。したがっ
て、監督者は、監督を効果的に行うために、リスクについて、また個々の監督対象金融機関にお
けるリスク管理の実効性について、自らの見解を形成する必要がある。
また、監督者は、監督行政においてリスク管理実務を全体的に捉えるという点で、特定のマーケ
ットにおいて独自の地位にあるということに留意する必要がある。監督者は最悪のプラクティス
からベストプラクティスまでのあらゆる範囲を取り扱うことになる。したがって、自社のリスク
管理実務の改善を追求する保険者は、リスク管理の改善を目的として監督者と交流する機会を見
逃してはならない。

9.3

リスク・ベースの監督

監督者は保険者を理解するため、通常、保険者の事業の性質、ガバナンスの取り決め、戦略計画・
事業計画、財務報告書、リスク管理の戦略とプロセスなどの検討から始める。許認可や事業継続
に関する監督活動には通常、それらの領域に関係する文書のレビューが含まれている。
保険者は、監督者が会社に関する上記の主要側面を理解し検証するのを手助けするように、監督
者に対しプロアクティブな対応活動を行うべきである。監督者は、保険者のリスク管理体制の戦
略的側面や高度な側面について安心感をもてない場合には、より厳しい監督手法を採用する公算
が大きくなる。したがって、保険者は監督者との間で戦略や体制の問題について継続的で率直な
対話を促進するよう心がける必要がある。そうすることで、中長期的により開放的で生産的な関
係が醸成されることになるであろう。

9.4

監督者との関係構築

関係構築の原則
保険者は監督者への対応活動の指針となる一連の基本原則の採用を検討する必要がある。保険者
は一連の適切な原則を策定するにあたり、以下のことに配慮する必要がある。
•

監督目標との整合性

•

企業評価の維持と向上

•

プロアクティブかつ早期の対応活動

•

コミュニケーションにおける透明性

•

責任と協調の関係構築
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戦略的アプローチ
監督者は保険者にとって主要な利害関係者の一人であるので、保険者は監督者の目標とプロセス
を全体的に把握することが必要になる。監督者との関係構築のための戦略的アプローチの一つと
して、とりわけ主要な監督者のプロファイルの維持管理がある。そのプロファイルの中には、監
督者と保険者内部の主要連絡担当者、将来的な監督上の優先事項や目標、弱点、具体的な重点的
リスク領域、関係分析、関係強化計画、対応活動の機会などが含まれている。
監督者との交流の特質
保険者は通常、自社が業務展開するさまざまな管轄区域の規制を行う監督者との間で一連の多様
なやりとりや意思疎通を行う。その包括的な区分は次のとおりである。
•

業務・手続関連
○
○

•

非標準的・非定期的
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
•

標準化された定期的な収益データや統計データの提出
標準業務に関係する日常的問い合わせへの回答（保険金請求に関わる業務遂行のベ
ンチマークなど）

顧客の苦情に起因する問題に関する監督者への回答
業界の問題とそれに対する会社のエクスポージャー（リスク負担状況）に関する監
督者への回答。例えば、ハリケーンやサイクロンまたは台風などに対するエクスポ
ージャー（リスク負担状況）に関する調査への回答
調査や強制措置の開始を知らせる監督者からの通知
監督者の実査結果に関する、監督者から経営陣への報告
重大な事故および違反の監督者への報告
現在の法律または提案中の法律にかかわる救済措置や免除措置の要請
罰金の通知または「説明」要求
業界レベルや企業レベルの強制措置に対応するための戦略や戦術の策定
非標準的な通知への対応（強制的約束など）
保険者が懲罰措置の対象となるか、不利な結果を被る可能性のある特別な調査

戦略的
○
○
○
○

現在の法律や方針または提案中の法律や方針に関する提案
監督者の方針上のスタンスの変更の働きかけ
保険者の見解や方針上のスタンスに関連する社会（マスコミや政府など）向け声明
戦略的取り組み（買収、企業取引など）に関連する監督者との協議
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以上のような広範なやりとりを背景として、多くの保険者（および大半の大手保険グループ）は
「適材者」が適切に監督者に対応できるようにするための責任体制と手順を策定している。その
一例として、買収提案に関係する監督者への対応については保険者の最上位の経営者が当たると
いう場合がある。
保険者によく見られるアプローチは、監督者との関係に関する全責任を一人の役員、通常は最高
リスク管理責任者（CRO）や最高財務責任者（CFO）に担当させるというものである。こうする
ことによって、監督者への対応を効果的に計画したり調節したりすることが可能となる。このア
プローチによれば、すべての非標準的対応や戦略的対応に対して最終的に関係する責任者の目が
届くようになる。
監督方針の策定
保険者にとって、方針策定の分野において監督者と交流することが極めて重要となる。その理由
は、保険者が、提案中の監督上の変更による実務的な影響について評価する最良の位置に立って
いるからである。監督者は自らの提案に関する建設的なフィードバックを求めており、保険者が
新提案の堅固性と相応性を検証することを望んでいる。
監督者は新提案に関する意見提出について期限を設定するのが一般的である。保険者は意見提出
への対応に関して戦略的・積極的なスタンスをとる必要がある。最終期限日に回答書面を届ける
というだけの提出プロセスでは、わずかな成果しか得られないことが多い。むしろ、保険者は、
監督者と会って提案の影響や変更の根拠を理解する機会として方針策定プロセスを利用すべきで
あろう。
今日の状況にあって、監督者はプリンシプルベースの監督に向かう方向へと動いている。したが
って、保険者はやむを得ない理由がない限り、自社が独自であるとする主張を避けなければなら
ない。むしろ、業界団体を通じ、提案された新政策に関する見解を調整する必要があろう。
監督者による実査
監督者は実査によって保険者の業務やリスク管理プロセスの特定の側面について深く掘り下げる
機会を得る。保険者はまず第一に、監督者に協力し、通常は年度毎の監督計画全体の策定を支援
する必要がある。
計画全体について合意がなされた上で、保険者は、日程表の作成、文書の提出、実査全体の実行
など、実査の調整を監督者と行う必要がある。このプロセスは業務レベルで監督者との関係を強
化する絶好の機会となる。
監督者の実査でなされた要求や提言は前向きに、かつ、真剣に受け止める必要がある。保険者が
監督者の要請や要求に対して不当な異義を唱えようとした場合、監督者は根底にある企業文化に
問題がある兆候として受け止める恐れがあり、その場合、一段と徹底的な監督につながる可能性
がある。したがって、保険者は現場視察の間、あらゆる機会を捉えて積極的に率直な姿勢をとっ
て自由に意見交換を行うのがよい。
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事故や違反の報告
監督者との関係の実効性に関する重要なテストの一つは、保険者が要件を満たす違反の管理と報
告の扱い方である。多くの場合、違反の原因は規則の明確な無視というよりは、不注意による人
為的ミスやプロセスの誤りにある。
監督者は違反の報告義務に関する要件を定めているのが普通である。そうした要件では、法令違
反事項が監督者に報告されるため、重要性に関する基準が定められる。そのため、保険者は、監
督者の法令違反報告要件に基づき、社内報告と重要事項の上申および監督者への報告に関する明
確な責任を定めたプロセスを策定することが必要となる。
違反の発見、管理および報告はプロセス改善の機会と捉える必要がある。違反が全く発生しない
ことも逆にあり得ないだろう。皮肉なことに、長期にわたり監督者に違反の報告が全くなされて
いない場合、実効性の乏しいリスク管理や企業文化活動の兆候として受け止められる可能性があ
りうる。
国際的グループの考慮事項
複数の管轄区域で事業を行う保険者は複数の監督者とのリレーションシップマネジメントを行う
という点で複雑性が増す。このような状況でも上記の諸原則が同様に適用される。一国・現地レ
ベルと会社全体またはグループレベルでリレーションシップマネジメントに関する明確な責任を
定める必要性は一層大きくなる。監督者自身が国境を越えた適切な情報共有に関する手順を定め
るであろうこと、
したがって、国際的な保険グループに関連してそうした動的な関係を反映した、
合意による透明なプロセスを策定するであろうことを保険者は想定しておく必要がある。
ガバナンスの諸側面 - 監督者への対応活動の透明性
取締役会は監督者への対応活動の方針を設定するうえで重要な役割を果たす。取締役会は、保険
者と監督者間の重要な対応活動を監視しなければならない。特に、戦略的対応と非標準的対応は
取締役会または適切な権限を付与された委員会にとって、透明性の高いものでなければならない。
例えば、取締役会または取締役会の下の関係委員会は、戦略的対応と非標準的対応に関する詳細
について定期的に報告を受ける必要がある。それによって、取締役会は監督者とのリレーション
シップマネジメントに関する期待が継続的に満たされているという保証を得ることができる。
アドバイス：現地国および世界全体で監督者にどのように対応すべきか
KPMG は“Bringing regulation into the boardroom - A global survey of the supervisory function in
the communications sector”
（規制を取締役会議室に持ち込む - 通信セクターにおける監督機能
の世界的調査）
（2007 年 12 月）において、「規制がますます重要視される中、企業は伝統的市場
において監督者の方針に対して働きかける能力と、それに対応する能力を共に備える必要があり、
新興国市場でもその必要性はますます高まっている」と指摘している。
世界中で規制上の要求と監督者の要求がますます強まる状況にあって、保険者は規制を日常業務
の一部として組み入れなければならない。規制を企業の「DNA」の一部とする必要がある。しか
し、問題は「どのようにすればそれが可能か」ということであり、どのようにすれば監督者に「対
処」できるかということである。
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アドバイス：
1) 組織のあらゆるレベルで監督の全体的枠組みの原則とその指示・基準を受け入れて理解し、
取締役会またはガバナンス委員会がコンプライアンス戦略の実行を推進する。そのためには、
監督対応戦略を会社全体の戦略と連携させる必要がある。
2) 透明性の高い包括的な監督対応戦略を導入し、その戦略を監督機関と社内全体に通知する。
監督者が組織による監督対応戦略の達成度の証拠を入手できるようにしなければならず、ま
た、組織は、監督対応戦略が監督者によって指示された基準の遵守にどのようにつながるか
を立証できなければならない。
3) 監督者が提示した監督上の変更案に関して、具体例に加えて財務や市場への影響を取り入れ
るなど、実際的なフィードバックを行って自社の見解を裏付ける。また、決定的に重要な問
題を中心的に取り上げながら、常に公平な論拠を提示する。監督者の討議資料に含まれるす
べての側面にコメントしなければならないというプレッシャーを感じる必要はない。
4) 指示を受ける前にベストプラクティスを採用する。取締役会またはガバナンス委員会と経営
陣は、規制が遵守されるようにするために「先取り思考のアプローチ」を採用する必要があ
る。
5) プロアクティブに行動する。監督の変更を予測し、会社や業界にとって最も有利な状況を生
み出すために業界団体と連携して監督者に働きかける。その中には、監督者との協議や監督
者の調査に積極的に応じる姿勢を示すことが含まれる。
6) 監督者との率直な定期的コミュニケーションを行う。そのため、監督者の監督担当窓口との
間に良好な仕事上の関係を構築することが重要になる。このことはリスク管理関連の問題の
みならず、あらゆる種類のコミュニケーションについて言える。
7) 監督者の責任遂行につながる適切な情報をプロアクティブに提供する。その例として、リス
ク管理における一定の定性分析や定量分析の進捗状況や結果に関する最新情報を常に監督者
に提供することなどがある（結果だけを期限日に提供するということがないようにする）
。言
い換えれば、潜在的な問題や会社が予定する問題点の是正方法について率直に知らせる。し
かしながら、監督者は必ずしも関係があるとは言えない膨大な情報の提供を望まないはずで
あるから、あらかじめ希望を確認しておくことが重要である。
8) 社内における監督者に関する認識を管理する。監督者との関係が対決的、否定的に捉えられ
ている場合、対応活動が行動の正当化に努めるような防衛的な対処になりがちである。そう
ではなく、監督者を会社のパートナー兼重要な利害関係者として扱い、率直なコミュニケー
ションによって対処する。
9) 監督者が次の課題が浮上しつつあると認識している事項については、業界への予想される悪
影響を最小限にとどめるために、監督者と連携し協力関係を築く。
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以上を要約すれば、保険者の ERM の枠組みは、保険者が監督者との関係の効果的な構築を重要
な構成要素として組み入れない限り完全なものにはならない。したがって、保険者は、ERM の全
体的枠組みの継続的な発展の一部としてそうした側面に注力することが望ましい。
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添付資料 1
公表されている ERM の定義
エンタープライズリスクマネジメント（ERM）とは、企業の目的達成に関して合理的な保
証を提供することを目的として、企業に影響する可能性のある潜在的事象を識別するため、
また、企業がリスク選好の範囲内にとどまるようにリスクを管理するために設計され、当
該企業の取締役会、経営陣その他の構成員により遂行され、戦略策定時および企業全体に
対して適用されるプロセスをいう。
COSO：Enterprise Risk Management - Integrated Framework Executive Summary（エンタープライズリスクマネ
ジメント - 統合的枠組み、要旨）
（2004 年 9 月）

ERM とは、業界を問わず、ある組織が、利害関係者にとっての当該組織の短期的・長期的

な価値を増大させる目的で、あらゆる源泉に由来するリスクの評価、統制、活用、資金調
達および監視を行うための規律をいう。
米国損保アクチュアリー会 ERM リサーチ委員会：Overview of Enterprise Risk Management（エンタープライズ
リスクマネジメントの概要）
（2002 年）

ここで説明する ERM とは、あらゆる種類の組織におけるあらゆるレベルのあらゆる構成
員に適用される全体的な管理プロセスを指す。ERM は一部のセクターで用いられる、より
限定的な「リスク管理」とは異なる。例えば、一部の分野では、
「リスク管理」あるいは「リ
スク統制」という用語は識別されたリスクを処理する方法を指すために使用される。これ
については、我々は「リスク処理」という用語を用いる。本文書で使用される他の用語も
異なる用法で用いられる。例えば、リスク管理に関する文献では「リスク分析」、「リスク
査定」、「リスク評価」などの用語がさまざまな使われ方をしている。それらの用語の定義
が重なり合ったり、交換可能だったりする場合も少なからずあり、また、時にはリスク識
別のステップが含まれていることもある。

ERM とは、企業が価値創出に際して直面する不確実性を評価し管理する目的で、戦略、プ

ロセス、人材、技術、および知財を整合させる、構造化された規律ある取り組みをいう。
KPMG : Enterprise Risk Management - An emerging model for building shareholder value（エンタープライズリス
クマネジメント - 株主価値を構築するための新しいモデル）
（2001 年 11 月）
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ERM とは、組織の資本および収益に対するリスクの影響を最小化するために組織の活動を

計画し、組織し、指揮し、統制するプロセスをいう。
KPMG: Viewpoint for Consumer Markets（消費者市場に対する観点）
（2005 年 8 月）

ERM とは、当該企業の取締役会、経営陣その他の構成員により遂行され、戦略策定時およ

び企業全体に対して適用されるプロセスとして定義され、企業の目的達成に関して合理的
な保証を提供することを目的として、企業に影響する可能性のある潜在的事象を識別し、
企業がリスク選好の範囲内にとどまるようにリスクを管理するために設計される。
内部監査人協会：What is ERM and what role in it does internal auditing play? （ERM とは何か、また、内部監査
は ERM の中でどのような役割を果たすか）
（2004 年 9 月）
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添付資料 2
ERM の成熟段階

枠組みの
洗練度

この添付資料で用いられる定義

初期的
レベル

リスク管理と内部統制の活動は部分的にしか存在せず、
その適用は一貫しておらず、経営者および限定された事
業分野の関係社員は内容を十分に理解していない。大幅
な強化の必要性が存在する。

中間的
レベル

リスク管理と内部統制の活動は確立されているが、その
適用が一貫していないか、あるいは、経営者および重要
な業務・事業分野の関係社員が内容を完全には理解して
いない。ある程度強化の必要性がある。

先進的
レベル

リスク管理と内部統制の活動が確立されており、その適
用は一貫しており、経営者および組織全体の関係社員が
内容を十分に理解している。組織全体にわたって活動を
整合させ、調整するという強化の必要性がある。

初期的レベル

中間的レベル

先進的レベル

取 締 役 会 の 役 取締 役会がリ スク管理 取締役会がリスク管理の環境と 取締役会の下に専任のリスク管理
に密 接に関与 していな 構造の創出に責任を負う。
小委員会が存在し、それらの小委員
割
い。
会の役割と責任は一般に公開され
ている。
リス ク管理責 任に関す 取締役会がリスク管理方針を承 取締役会が方針をレビューし、ベス
るステートメント
認する。
トプラクティスの目標を設定して
いる。
リスク許容度が未定義

取締役会がリスク許容度を設定 組織のリスク許容度に対する変更
している。
には取締役会の事前承認が必要
取締役会または関係委員会は、リス
ク管理制度が組織のリスクプロフ
ァイルに応じ適切な資源の支援を
得るように図っている。
取締役会と委員会が組織における
リスク管理の重要性に関し適切な
「経営陣からの基本方針」を設定し
ている。
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リスク選好

初期的レベル

中間的レベル

先進的レベル

リス ク許容度 は企業プ
ランから推測されるが、
明瞭 な形で適 用されて
いない。

組織がどれだけのリスクを受け 組織の戦略および長期（3 年超）戦
入れる用意があるかについて、リ 略計画を考慮のうえリスク許容度
スク許容度とリスク限度の両方 を決定している。
によって限界が規定されている。

リス ク選好は 明確でな
いが、意思決定プロセス
にお いて取締 役会およ
び経 営陣によ り理解さ
れている。

リスク選好は取締役会により設
定され、組織の大部分に対して十
分明確に示されている。しかし、
戦略上・業務上の意思決定プロセ
スに完全には組み込まれていな
い。

リスク選好は取締役会により設定
され、組織の大部分に対して十分明
確に示されている。内部の利害関係
者に対して効果的に通知され、戦略
上・業務上の意思決定プロセスを支
える役目を果たしている。
戦略的意思決定はリスク選好に照
らして独立してレビューされる。弱
点分野が是正される。

リ ス ク 管 理 方 正式 な方針に より内部 リスク管理方針にリスク管理の ERM プログラムのすべての主要要
針
統制 の責任が 定められ 要件の概要が記載されている。
素がリスク管理方針で取り扱われ
るが、定期的にはなされ
ている。
方針は手順、基準およびガイドラ
ない。
インによって支えられている。
内部 統制は他 のコーポ
レートガバナンス（戦略
など）と正式に関連付け
されていない。

リスク管理方針によって組織の 戦略目標とリスク管理が明白に整
目的が直接に支えられ、リスク管 合される。
理にかかわる役割と責任が特定
外部環境の改善に関する補助的活
されている。
動が行われる。
新規買収はリスク管理方針の下に
統合される。

現地 国の法律 および監 リスク管理がコンプライアンス リスク管理が事業目標と連動する。
督要件を遵守
やオペレーショナルリスクと関
連している。
方針 は必要に なった時 会社全体のリスク担当部門が定 方針の枠組みが存在し、12 カ月ごと
点で策定
期的にリスク管理方針をレビュ にレビューされる。
ー
経 営 の 説 明 責 内部 統制のた めの責任 経営幹部がリスク管理方針を導 経営委員会がリスク管理方針を監
任
のス テートメ ントは作 入
督
成されているが、CEO
また は役員チ ームの所
管になっていない。
コン プライア ンス活動 リスク管理は事業を行うにあた リスク管理プログラムの結果は測
の事 業上の価 値が理解 り不可欠なものである。
定可能であり、価値創造を行うもの
されていない。
である。
上級 職（内部 監査人な 事業単位は、リスク管理方針に含
ど）がリスク管理に責任 まれる要件を充足するための適
を負う。
切な構造とプロセスを備えてい
る。

事業単位のリスク担当部門は事業
単位の管理者および会社全体のリ
スク担当部門の双方に対し報告を
行う。

リス ク管理に かかわる 各事業単位には実状に合わせた リスク担当部門は自己評価の統制
非正 式の手続 きが存在 リスク計画・コンプライアンス計 を行い、行動計画を策定する。
する。
画の策定に当たるリスク担当部
門がある。
経 営 者 の コ ミ リス ク管理は 専門分野 あらゆるレベルの管理者が通常 管理者はリスク管理を競争優位性
ッ ト メ ン ト と （内部監査など）の責任 のプロセスと手続きにリスク管 の源泉と捉えており、そのことが社
リ ー ダ ー シ ッ とみなされている。
理方針を使用する責任を負う。
員（の活用）に反映されている。
プ
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初期的レベル

中間的レベル

先進的レベル

内部統制の責任は通常、 リスクの識別と管理は全社員の プロアクティブなリスク管理行動
職務 定義書お よび人事 責任
の支援と促進
考課に含まれていない。
各社員の役割が正式に規定され 社員に対して問題点や事故の報告
ている。
を奨励している。
企 業 の リ ス ク 内部 統制は内 部監査に CRO（最高リスク管理責任者） 全社的なリスク担当部門がリスク
担当部門
任されている。
はリスク管理方針の責任を負う。 管理方針を策定し維持管理してい
る。
資源 は専門の リスク分 経営幹部は、十分な資源を備え、 リスク関連の資源確保の効率性と
野に提供されている。
諸活動を支える事業単位のリス 有効性が定期的にレビューされる。
ク担当部門の確立に責任を負う。
リ ス ク 管 理 用 リス ク管理用 語は共通 リスク管理用語が共通に理解さ 一貫したリスク管理用語・用語集、
語
に使用されていない。
れている。
国際的に認められたリスクカテゴ
リー、格付け、報告などを使用
定め られた定 義はリス
クの 識別と管 理にそれ
ほど役立っていない。識
別さ れ管理さ れている
リス クの一部 は重大な
リスクではなく、リスク
の原因や結果である。

定められた定義により、重大なリ
スクの識別と管理が十分に可能
である。
かなりのリスクが誤って区分さ
れている。

定義は明瞭かつ簡明で、あらゆるリ
スクの識別と適切な区分が行われ、
そのリスクの効率的な管理が可能
になっている。

リ ス ク 管 理 の 企業 計画は価 値に言及 組織は以下の確実な実施を目指 プロアクティブにリスクを管理す
企業文化
している。
している。
る望ましい企業文化を支え、推進す
るための行動モデルが策定されて
役割の明確化
いる。
研修
役員がリスク管理の企業文化を推
進し、強化している。
責任
機会リスクの識別、評価、評定、お
よび活用を行うプロセスが存在す
る。
行動規範が存在し、新入 役職員がプロアクティブな行動 毎年、リスク管理の企業文化を計測
社員 のオリエ ンテーシ の活用方法を理解するのを支援 している。
ョン の中に研 修が含ま する研修
れている。
社員 は内部統 制を個人 リスク管理方針が社員と経営者 社員は業務に役立てるためにプロ
的責 任と認識 していな の研修に反映されている。
アクティブなリスク管理をするこ
い。
とに責任を負う。
パ フ ォ ー マ ン 社員 のパフォ ーマンス 経営者のインセンティブの一部 毎年、特別賞与制度の一部としてリ
ス 管 理 と 報 賞 につ いてイン センティ は、プロアクティブにリスク管理 スク目標が設定される。
システム
ブが存在している。
する企業文化の推進が目的
自 己 リ ス ク と 反応 を基にし たその場 経済資本モデルにより、主要なリ
ソ ル ベ ン シ ー かぎりの分析
スク要因の評価およびそうした
評価
リスクに取り組むためのリスク
管理技法が提供される。

経済資本モデルには将来のバラン
スシート、損益計算書、予想利益分
配のほか資本および資本収益率に
関する予測が含まれている。
リスクに応じた事業単位や保険種
目への資本の配分がパフォーマン
ス管理プロセスの基礎を成し、その
予測に対する結果やリターンの測
定が可能になっている。
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初期的レベル

中間的レベル

先進的レベル

リ ス ク 管 理 プ 統制 とリスク のつなが 該当するリスクの種類すべてが 事故またはリスクの問題の報告に
ロセス
りが明確でない。
明確に識別される。
関する重大性の限定について、経営
幹部が少なくとも年に 1 回のベース
で承認する。
統制 は一般に 探偵的な リスク管理プロセスが適用され リスク管理プロセスが適用され、リ
特性を備える。
る。
スク評価にはオペレーショナルリ
スクの定量化が含まれる。
リス クに関し て取るべ リスクプロファイルが事業単位 新興リスク（すなわち、不確実性の
き行 動を含む 正式なリ レベルと組織レベルで定期的に 増大につながり定量化が困難な、発
スク 管理計画 が定期的 行われる。
生中の事項）を識別し評価するプロ
に策定される。
セス。
財務 およびコ ンプライ
アン ス上の目 標がリス
ク評 価プロセ スで考慮
される。

リスク分析と対応プロセスによ シナリオ分析を遂行することで確
って「固有リスク」と「残存リス 率は低いが大きな影響をもたらす
ク」、そして統制の実効性に対す 事象の評価を行うことができる。
る評価と定量化が可能である。

損失 事象が中 心的機能 損失事象とリスクプロファイル 重要なリスク指標（先行指標と遅行
（例：内部監査）によっ への対応が行われる。
指標）やリスクプロファイルを損失
てモニターされる。
事象と統合することが可能となる。
統制 では財務 報告とコ 統制はすべてリスクを基準とし、 統制活動はすべてのリスクを対象
ンプ ライアン スが重視 定期的に検討される。
とし、各事業単位内で行われる。ビ
される。
ジネスプロセスは文書化され、方針
と手続きが盛り込まれる。
報 告 お よ び モ 統制 上の重要 な欠点に これらの要件に対する違反はす 統制リスクの自己評価を通じて、経
ニタリング
関す る報告が 切迫感を べて全社的なリスク担当部門に 営幹部、監査委員会、取締役会に保
伴う ことなく 特定の当 報告される。
証が与えられる。
事者（例：内部監査）に
統制リスクの自己評価に対する回
伝えられる。
答が内部監査チームによって検討
され、検討結果が取締役会に報告さ
れる。
取得 された情 報によっ 内部リスク報告にはリスク管理 全社的なリスク担当部門が以下を
てラ イン管理 者がリス 方針の主要な側面が網羅される。 執り行う。
クを 効率的に 識別し対
事業単位が策定したリスクおよ 会社レベルでのリスク関連データ
処できる場合がある。
びコンプライアンス計画によっ の本部での回収、照合、分析
て外部報告の要件、タイミング、
報告の共通基準、ツールおよびリス
義務が特定される。
ク管理情報システムの策定
リスク管理報告書の作成
中間 管理者の 行動や組 事業単位は統制活動のモニタリ 重要リスクの一致指標が組織全体
織の 活動に対 する監督 ングに対する責任を負う。
に適用され、集約が可能になる。
またはモニタリング。
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初期的レベル

中間的レベル

先進的レベル

社員 は不適切 な行動に 不適切な行動を指摘するための 不適切な行動を指摘するための独
関わ る問題を 経営陣に 正式な内部チャネルが存在する。 立した正式なチャネルが存在し、使
提起 すること が奨励さ
用される。
れる。
内部 監査が統 制の実効 経営陣はリスク管理システムの リスク管理が経営陣と社員によっ
性の 検討に不 可欠な役 定期的な検討の全体的責任を負 て継続的にモニターされ、評価され
割を果たす。
う。
る。
内部監査

内部 監査では 役員また リスク管理の効果的な実行と遵 内部監査機能と全社的なリスク担
は監 査委員会 へのアク 守が内部監査機能と当該組織の 当部門がリスク管理方針の年次監
セスが制限される。
外部監査人によってモニターさ 査を行う。
れる。

新規活動

主要 プロジェ クトに対 主要プロジェクトにはリスクと 新規のプログラム、プロジェクト、
して はリスク を考慮し 統制が存在する。
進行中のタスク変更、戦略的な進展
た費 用対効果 分析が行
（例：買収）に対するリスク、統制
われる。
および保証。

継続性分析

情報 システム アプリケ 適切に文書化され検証されたビ 保険者が 1 年以上事業を継続する能
ーシ ョンには 災害復旧 ジネス継続性計画。
力に関わるリスクおよび財務状況
計画 が盛り込 まれてい
の評価。
る。
重大な事故発生時に事業への影響
と損失を最小限に食い止めるため
の危機管理計画。
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添付資料 3
ERM 導入の事例研究

ERM の導入－資本モデルの組み入れ
某大手保険者は組織全体にわたり ERM 戦略の導入を目指していたが、戦略に欠くことのできな
い側面となっていたのが資本モデルの構築であった。保険会社が資本モデルを構築するにあたっ
ては幾つかの促進要因があった。その時点で監督者や格付機関は、資本モデルを ERM の枠組み
に組み入れることが経営の良好な保険会社にとって極めて重要であると考えるようになっていた。
資本モデルは必要資本要件の低減につながるだけでなく、社員が事業におけるリスクに対する理
解を深め、リスクをより効率的に管理する上でのツールを提供する。
プロジェクトの開始に先立ち、保険者は資本モデル策定について企業内のサポートを得ることが
重要であると認識していた。企業全体にとって有用な資本モデルを策定するには組織全体からの
インプットが必要となるため、おそらくこれは最も重要なステップであろう。このため、欧州資
本モデル策定プロジェクトの代表責任者にはチーフアクチュアリー（役員会のメンバー）が、グ
ループの資本モデル策定の代表責任者にはグループの最高経営責任者が就任した。このように地
位の高い人物がプロジェクトの代表責任者となったことで ERM 戦略を実行する上で明確なビジ
ョンがもたらされた。また、これによってプロジェクトへの参加に対する企業意欲が高まり、プ
ロジェクト期間を通じてプロジェクトチームが障害を乗り越えることが可能になった。
次に、モデル策定の進捗状況をモニターするために運営委員会が設置された。委員会は重要な問
題の解決に役立つ様々なビジネススキルを持つメンバーでうまく構成されていた。例えば、欧州
資本モデル運営委員会は以下のメンバーで構成された。
•
••
•
•
•
•

チーフアクチュアリー（委員長）
最高経営責任者
最高財務責任者
最高保険引受責任者
オペレーション・ディレクター2 名
上級アンダーライター2 名

練り上げられたプロジェクトの計画と共にそのプロジェクトに理解のある人を活用することで、
進捗状況の効率的なトラッキングと運営委員会への時宜を得た包括的な報告が確保された。
導入段階では、重要な社内利害関係者への対応が運営委員会を通じて行われ、可能な限り広範な
周知を図るために協調的な努力が払われた。社外利害関係者も早期段階で関与するところとなっ
た。保険者は、プロジェクトの最終段階で、報告書を検討するために必要な資源を持ち合わせて
いない社外利害関係者に対して大量の報告書を手渡すよりも、資本モデル策定の過程で彼らを取
り込む方が遥かに簡単だということを理解していた。欧州モデルに関して、保険者は英国の２つ
の監督機関（ロイズ・オブ・ロンドンおよび金融庁）と何度も会合を重ねた。会合は、全般的な
アプローチは健全であるというコンセンサスが得られたという点で有益であった。資本モデル策
定チームは策定段階で企業内の保険引受チームの大半と 1 時間にわたる会議を開いた。
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広い意味での ERM 導入の一環として、以下を含む重要なリスクをすべて資本モデルに組み込む
ことが求められた。
•
保険引受リスク － 社員は現在保険を引き受けている事業が直面しているリスクに精通
しており、保険引受人は保険を引き受けようとしている事業を取り巻く不確実性を考慮す
ることに詳しいということが分かった。
•

信用リスク － 信用リスクの最も一般的な源泉は外部の再保険会社だった。再保険会社が
一般に巨額の債務を計上しているためである。保険者は自社のバランスシートに計上され
ている各再保険会社の信用力を考慮することにより再保険の信用状況を組み入れた。

•

資産（市場）リスク － 過大な投資リスクを避けるため、保険者は優良社債に投資してい
た。しかし、優良社債はたとえ安全であっても、時価が市場のイールドカーブに左右され
るため、社債の時価は確率論に基づいてモデル化された。

•

流動性リスク － 流動性リスクは損害保険会社にとってどちらかといえば重要ではない
リスクだが、自然災害が起こった場合には流動性に危機が生じる可能性がある。流動性の
問題に対処するため、資本モデルでは短期キャッシュフローが考慮の対象となった。

•

オペレーショナルリスク－資本モデルではオペレーショナルリスク評価として、リスクレ
ジスターとともに厳密なオペレーショナルリスク・シナリオ分析が盛り込まれた。

資本モデルの各部の評価が終わると、当該分野の専門家による検討が行われた。
•
•
•
•
•

アンダーライターおよび保険引受リスクを算定するアクチュアリー（保険引受リスク）
再保険部門および証券委員会（信用リスク）
投資部門（市場リスク）
リスク管理部門（オペレーショナルリスクおよびグループリスク）
経営陣および取締役会（資本モデル全体の妥当性）

広い意味での ERM 戦略の一環としての資本モデルが包括的であったため、ERM 導入プロセスで
は当保険会社の取締役会の間で高い信頼性が得られた。しかし、組織全体レベルでのリスク管理
を一段と重視し、実際の問題に効果的に対応するため、ERM 戦略の継続的な検討が必要であるこ
とも認識された。

ERM の導入 － 教訓的な事例
某大手保険者は組織全体にわたる ERM プロセスの設計および導入プロジェクトに着手した。内
部監査部はリスク識別の責任部門であるとみなされていたため、プロジェクトの管理と責任が同
部門に割り当てられた。内部監査部門はすぐさま各事業単位のリスクの識別とリスクプロファイ
ルの草案の作成に乗り出した。しかし、このリスクプロファイルは、内部監査部が理解しモニタ
ーする分野のみを対象としていたため限定的なものだった。このリスクプロファイルは事業の実
情を反映したものとして経営幹部に承認されなかったばかりか、幾つかの「重要なリスク」が完
全に欠落していた。こうした中断の結果、ERM 導入プロセスは大幅にスローダウンした。
ERM 導入で経験した問題を受けて、取締役会は ERM プロジェクトの責任を各事業単位に割り当
て直すことにした。各事業単位はプロジェクトに対する適切な判断力を持ったメンバーから成る
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プロジェクトチームを共同で立ち上げた。しかし、各メンバーは引き続き日常の職務を担当して
いたためプロジェクトの専任者とはならなかったことから、プロジェクトに再び遅れが生じた。
各事業で新たなリスク管理のリーダーが特定された。彼らはリスク関連の作業に関わっておらず、
既に専任の仕事を抱えたマネジャーであった。予算と時間の制約からこれらの新たなリーダーに
対する訓練はなされなかった。彼らは有能なマネジャーですぐに作業に取り掛かることができる
とみなされた。その頃までには取締役会は ERM の導入が保険業界の「リーディング・プラクテ
ィス」であると結論づけていた。このため、プロジェクトチームと新たなリスク管理のリーダー
に対するプレッシャーが高まった。彼らは成功のために一段と高い基準の達成に向けて懸命に努
力したが、ERM の導入は数カ月後に完了した。
プロジェクトおよび ERM の枠組みの有効性に関する見解を評価するため、ビジネスマネージャ
ーに対する導入後の調査が行われた。フィードバックは極めて批判的であった。ERM のプロセス
はある事業分野では「過度に設計されて」おり、他の事業分野では不完全だとみなされた。また、
事業単位のリスクチームまたはリスク管理のリーダーに対する訓練やサポートが十分でなく、グ
ループの体制を構築する前にリスク管理ツールのソリューションが決定されたとの指摘もあった。
さらに、詳細な導入計画が策定されていれば実行に役立ったであろうとの意見もあった。これに
よってフラストレーションが引き起こされ、実際、リスク認識の後退につながった。目標が何で
あるか、望ましいインプットとは何か、どのようなアウトプットとメリットがもたらされたかを
把握することは困難であることが分かった。プロセスは非常に使い勝手の悪いものとなった。
その後、取締役会は既存の ERM を「簡素化する」ための新たなプロジェクトに乗り出し、将来
的に問題を回避するため以下の教訓を指摘した。
•

取締役会および経営陣が ERM プロセスを「引き受ける」こと、すなわち、明確なビジョ
ンを持って達成可能な結果に同意することがスタートの時点から必要である。

•

ERM の設計および導入の計画責任者は組織内の一部門であってはならず、常にスタート
の時点から組織全体にわたる責任を含めなければならない。

•

プロジェクトの計画、プロジェクトの規律、専任の人材を活用する。日常業務の他に、残
業をしてプロジェクトを策定するよう要請してはならない。

•

実行に先立って、組織の下位レベルでのリスク管理のリーダーを関与させることが極めて
重要であり、関連する訓練を必ず受けさせるようにする。

•

グループ体制の実行のための時間と人材を過小評価してはならない。

•

新技術の導入は一般に予想よりも困難であるため、ベストシナリオではなくワーストシナ
リオに備える。

•

ERM の導入には時間のかかる企業文化の変化を伴うため、これらの予想をプロジェクト
計画の中に組み込む。

•

プロセスの設計が過剰であってはならない。簡単かつシンプルにする。
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ERM の導入：成功が定義できたら ERM は成功だ
世界的な某大手保険者が ERM 導入プログラムに着手した。同社は一般的な基準、指針、専門資
料を使って、監督者、投資家、顧客、保険契約者、経営陣のニーズをすべて一つのプログラムで
満たすべく、全体的で戦略的、そして統合的なリスク管理の策定に乗り出した。
その ERM プログラムではプロジェクト活動、プロジェクトのマイルストーンの達成、セミナー
の数、アウトプットの報告の頻度と量、ツールや技術の高度化という視点から見た成功の尺度、
多くのプロセスまたは活動という点から見た成功の尺度が定義されていた。しかし、結果は不成
功に終わり、大半の仕事が後退し投資評価損が計上されたばかりでなく、リスク管理部門のスタ
ッフの多くは仕事を失うところとなった。
では、何がうまくいかなかったのだろうか。基本的に ERM プログラムは事業の目標や結果に対
して明確な影響を与えなかったのである。すなわち、
•

組織のリスクプロファイルやリスク管理能力は大きく変化しなかった。

•

事業の目標や結果に沿い、十分な関わりを持った、ERM の事業の明確な結果がなかった。

•

マネジメントに投入されたコスト、仕事量、時間は増大したが、他のマネジメントの慣行
や能力を通じて既に得られていた事業に対する洞察よりも優れた洞察は得られなかった。

•

既存の分析、プロセス、報告が重複し、わずかな経済効果しか得られなかった。

では、どのようにすべきだったのだろうか。ERM にとっての成功とは、ビジネスの成果と事業に
対する価値の寄与という観点から判断される必要がある。
1.

ERM 活動の範囲と重点を非常に明確にする。例えば、下の図には ERM が影響を与えるべ
き分野に関する見解が示してある。

活用

価値

保護

構築

成長と
変更

業績
適合性と
保証

リスク管理能力の水準
基本的

適合性と保証：損失を低減する、または
コスト増大を回避する
業績：営業費用および業績結果に関する
不確実性やダウンサイドのばらつきを
低減する（すなわち経営の安定性とコス
ト回避）
成長と変更：成長における成功の可能性
または確率を引き上げ、決断を変更する
―より大きな自信を持って正しい賭け
をする

先進的

ERM の実行にとって事業の第 1 の重点はどの分野にあるのか。

2.

ERM の成功および ERM が事業に与える影響に対する定性的、定量的、経済的な尺度が必
要である。
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3.

利害関係者は成功の尺度について同意・支援しなければならず、ERM の代表責任者は成
功に導く責任がある。

4.

ERM への投資が事業の結果にとって引き続き重要であることを保証するため、現状の継
続的な評価と挑戦が必要である。
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添付資料 4
リスク委員会規約例

リスク委員会規約には何を盛り込むべきか。
•

リスク委員会の目的。例：重要なリスクおよびそれに関連するリスク管理活動に関して、
監督の集中化、方針の設定、情報収集、経営陣や取締役会とのコミュニケーションを実行
する

•

リスク委員会の責任の概要。例：企業の戦略目標や経営目標の達成に対する重要な既存の
リスクと新たに発生するリスクを識別・モニターし、適正な方針、モニタリングおよび報
告体制を策定する

•

委員または委員会構成についての最低限の前提条件。例：経営陣による指名、委員会のメ
ンバーの 3 分の 1 は外部者とする

•

リスク委員会の会議開催頻度。例：取締役会議の 1 か月前に開催

•

リスク委員会の年次評価に使われる重要業績評価指標（KPI）の概要：リスク委員会が 1
年間に検討した方針の数、1 年間に取締役会に提言して採用された方針の数、1 年間に開
催された会議の数、取締役会に承認され実行に成功した方針の数

•

リスク委員会が直接アクセスしオープンなコミュニケーションを図る人材の概要。例：経
営陣、内部監査担当者、内部法務担当者、財務担当者、および組織内外の他のアドバイザ
ー

規約例
1.

目的

リスク委員会の主要な目的は、重要なリスクおよびそれに関連するリスク管理活動に関して、監
督の集中化、方針の設定、情報収集、経営陣や取締役会とのコミュニケーションを実行すること
である。これに加えて、当委員会は取締役会が当社のリスク評価およびリスク管理プロセスに関
わる監督責任を果たすことを支援するものとする。
2.

責任
•
リスク委員会は以下の活動に対する責任を負うものとする。
•

当社の戦略目標および運営目標の達成に対する重要な既存のリスクと新たな発生するリ
スクを識別しモニターする。

•

重要なリスクに対する効果的な管理を支援するため、適切な方針、モニタリングおよび
報告体制を策定する。
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3.

•

係るリスクに対応するための管理プロセスおよび行動計画の有効性を検討・評価する。

•

当委員会がリスクの効果的な管理に必要とみなす重要な行動や構想を経営陣に助言・提
言する。

•

社内の個々のリスク管理規律を適切に調整しながら実施する。

•

当社の重要なリスクおよび関連するリスク管理プロセスの現状を取締役会に報告する。

委員および会議

最高経営責任者および取締役会は、取締役会の代表者からなるリスク委員会を設置することをこ
こに決定する。リスク委員会は取締役会および最高経営責任者によって指名された委員長を有す
る。委員長は委員会活動の統率と委員会の議題決定の責任を負う。
リスク委員会は隔月ごとまたは四半期ごとに会議を開くほか、必要に応じて会議を開く。

業績および規約
リスク委員会は年に 1 回、重要業績評価指標（KPI）に対する自己評価、委員会の委員の検討およ
び委員の変更に関わる提言を行うものとする。
さらに、委員会は毎年規約を見直し、修正の推奨を行う。

人材および委員会の権限
当委員会は意思決定とモニタリングを支援するため、経営陣とのオープンなコミュニケーション、
内部監査・内部法務・財務部門、他のアドバイザーからの連絡や支援に対して直接アクセスでき
るものとする。また、必要に応じて外部のアドバイザーにもアクセスできるものとする。

委員会のパフォーマンス評価のための重要業績評価指標（KPI）
例：
•
•
•
•

委員会が 1 年間に承認した方針の数
委員会が 1 年間に検討した方針の数
委員会の 1 年間に開催した会議の数
各委員会の平均出席者数
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添付資料 5
最高リスク管理責任者―主要な役割と責任

最高リスク管理責任者
最高リスク管理責任者（CRO）は組織全体を通じて市場リスク、資産・負債管理リスク、信用リ
スク、投資リスク、オペレーショナルリスクおよび監督リスク、保険数理上の問題を監視し、リ
スク委員会およびその小委員会に役務を提供する。
組織の運営方針に従って、最高リスク管理責任者は以下の役割を果たす。
•
指針を示し、組織全体にわたるリスク管理活動の実施のための最低基準を設定する
•

組織全体にわたるリスク管理活動を監督し、リスクの集計データのモニタリングを含め最
低基準が確実に守られているようにする

•

リスク委員会を統率し、規約遵守を確保する

•

組織全体にわたるリスク管理活動に関与する組織の専門家チームを機能的に統率し、リス
ク管理の専門要員が組織全体にわたり高い基準で活動するようにする

•

先進的な実施技法の動向をモニターし、ERM プログラムの継続的な発展を確保する

•

調査力を高め、組織が自己の利益のために最新の進展を常に把握し、係る進展を活用する
ようにする

•

リスク管理措置の実効性と効率性に関する独自の見解を確保する

•

格付機関と連絡を取り合い、関係する情報を必要に応じて提供する

•

組織によって必要とみなされた、もしくは自己の役割と矛盾しない各事業単位の要請に応
じて、追加的な役務を提供する

•

最高リスク管理責任者は適宜、主要なリスク分野に関わる決定に対して問題提起を行い、
各事業単位で解決できない問題をその事業単位の経営責任者または最高経営責任者に上
申する。非常に希なケースとして、重要な事業リスク事項がその事業単位の経営責任者の
下で解決できない場合には、最高経営責任者に上申する。

これに加えて、その事業単位の経営責任者または最高経営責任者は組織の方針を含む、もしくは
付託権限内の事項に関わる、すべての問題に関して最高リスク管理責任者との適切な協議が行わ
れるようにする。
次の事例では、職務説明書に記載され得る責任の内容を示す。
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事例：
一般的な職務説明
報告先：保険会社グループ最高経営責任者
主要な役割と責任
最高リスク管理責任者は、グループのリスク管理、内部監査、衛生、安全、福利厚生、環境に対
するライン管理責任を含む、グループ全体にわたるリスク管理の適用に関わる統率、指示、調整
の責任を負い、リスク管理の原則と要件がグループ全体を通じ一貫して採用されるようにし、グ
ループの事業目的の実現と継続的な発展を支援するためリスク管理体制を構築し適切な人材を育
成する。
主要な責任：
方針と戦略
a) グループ全体のリスク管理戦略を策定・監督し、すべてのリスク管理とそれに関連する内
部統制活動を整合させることによって保険会社グループの株主価値の実現を支援する。
b) 保険会社グループのリスク管理方針を提示して検討させ、保険会社グループのリスク管理

委員会または取締役会の承認を仰ぐ。
c) グループ全体にわたるリスク管理の継続的な進展に関する経営陣の見解を詳しく調査し、

保険会社グループのリスク管理戦略を支援するための組織体制が常に適切であるかどう
かを検討する。
d) 保険会社グループと直接子会社にとって重要な意味を持つ可能性のある、リスク管理のト

レンドや進展を継続的に把握する。
e) グループのすべての保険契約、ブローカー契約、引受者契約の獲得を監督し、必要に応じ

て保険会社グループ全体にわたるリスク管理のベストプラクティスの実現を支援する専
門アドバイザーを認定する。
f)

投資決定におけるリスク管理の検討を含め、保険会社グループのすべての事業戦略と活動
に、リスク管理の方針と戦略を組み込むことを支援する。

g) 会長および最高経営責任者と連携して、リスクと内部統制に関わる適正な情報が株主を含

む投資市場に提供されるようにする。
h) 既存の規制、新たな規制、将来の規制に関して監督者と連絡を取り合う。これには、枠組

みや原則に関わるフィードバックの監督者への提供、ならびに監督者の質問や要請への対
応に対する関与が含まれる。
リスクの識別と評価
a) 保険会社グループのリスクへのエクスポージャーの総合的なレベルをモニターし、保険会
社グループのリスク管理委員会に報告する。
b) 独立性を維持し、保険会社グループのリスクと保証を担当する部門管理者を通じて、リス

クと保証に関する個々の課題に挑む。
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c) 保険会社グループと直接子会社全体にわたって行われるリスクの識別と評価作業の検討、

必要に応じた問題提起、最上層への上申手続きの適切な整備が確実に行われるようにす
る。
管理と報告体制
a) グループのリスクマネジメント（（団体保険を含む）内部監査、衛生、安全、福利厚生、
環境（企業の社会的責任を含む））の管理と調整の責任を負う。
b) 保険会社グループと直接子会社全体にわたり、グループのリスクに見合ったリスクの適切

な管理と報告体制が整備されているようにする。
c) 保険会社グループのリスク管理パフォーマンス年次報告書を INSURER の最高経営責任

者に提出する。
報告と利害関係者への取り組み
a) グループレベルでの全体的なリスク管理パフォーマンスをモニターし、グループの直接子
会社内とグループレベルでリスク管理情報の効果的かつ時宜を得た報告が行われるよう
にする。
b) 保険会社グループのリスク管理委員会に出席し、委員会が保険会社グループ全体にわたる

リスク管理のベストプラクティスの策定に携わるようにする。
c) 戦略的リスク検討の要旨報告書を提示して議論や問題提起を行い、主要なリスクとそれに

関わる内部統制手続きを保険会社グループのリスク管理委員会に報告する。
d) 社内外のフォーラムで保険会社グループのリスク管理の状況、戦略、経験を発表し、グル

ープに対する高い評価を維持する。
e) 保険会社グループの利害関係者と適切な関与プロセスを策定・維持し、INSURER グルー

プの直接子会社で一貫した同等なリスク管理プロセスが実行されるようにする。
f)

ストラテジー＆コミュニケーションズや適宜他の部署と連携して、特に「社会的に責任あ
る投資」に関連したリスク管理パフォーマンスに関して、投資業界や信用格付機関に助言
を行う。

ラインの支援と知識の共有
a) 外部の指標やベンチマークを適宜参照して、グループ全体にわたりリスク管理の知識とベ
ストプラクティスの共有を促す。
b) 保険会社グループのリスク管理コーディネーター・フォーラムで議長を務め、専門知識と

支援を提供し、保険会社グループのリスク管理委員会で取り上げられたリスクとそれに関
連する内部統制手続きについて伝えると共に、フォーラムとリスク管理委員会との情報の
橋渡し役を務める。
c) リスク管理の進展のあらゆる面で経営陣をサポートし、主要な経営陣に対する研修を含む

主要なリスク管理研修への取り組みを監督し、リスク管理を社員への導入プログラムに組
み込む。
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添付資料 6
典型的なリスク管理方針の記載事項と構成

1

前文
1.1 リスクと全社的管理の定義
1.2

2

エンタープライズリスクマネジメント（ERM）の目的

リスク管理方針
2.1 リスク管理方針の目的
2.2

リスクの種類と定義

保険者のためのリスク例：
•
オペレーショナルリスク
•
企業および戦略に関わるリスク
保険引受および価格設定に関わるリスク
•
•
準備金積立に関わるリスク
•
流動性リスク
•
信用リスク
市場リスク
•
•
法務およびコンプライアンスに関わるリスク
•
財務リスク

3

2.3

ERM の潜在的な利点

2.4

成功の基準

リスク管理体制
（組織図と各役職の役割の詳細を含む）
3.1 リスク管理の組織構造
3.1.1

リスク委員会の役割
例：監督の集中化、方針の設定、情報収集、経営幹部ならびに取締役会とのコ
ミュニケーション

3.1.2

CEO の役割

3.1.3

CRO の役割

3.1.4

経営幹部の役割

3.1.5

リスク代表責任者の役割
例：企業の主要な各事業単位を代表し、部門を支援する。委員会の目標が実行
されるように所与のリスクがリスク代表責任者に「割り当てられる」

3.1.6

リスク責任者の役割
例：特定のリスクを管理する責任を負う
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4

3.1.7

リスク管理者の役割

3.1.8

モニタリング担当者の役割
例：企業のリスク統制のプロセスがリスク責任者とリスク委員会レベル、およ
びリスク統制を担当する部門（例：内部監査、コンプライアンス、法務）によ
ってモニターされる

リスクの識別と評価プロセス

（企業によるリスクの識別と評価のプロセスを定義する）
4.1

リスク評価プロセスの概要
全体的なリスク評価プロセスを以下の表に示し、各ステップの詳細を説明する。

評価

基準の設定
リスクの識別と
評価のための
基準を設定する

現行のリスク管理活動の特定と評価
または（保険者の）リスク選好度を
考慮したリスク許容度の
適切な水準の特定

特定
リスクの要素、原因、
指標の特定

リスクの識別と
順位付け

報告
リスクプロファイルの作成と
「最上位の」リスクの決定

リスク委員会、
経営幹部、
監査委員会への報告

詳細なリスク分析の
実行

定期的な再検討
定期的な
リスクプロファイルの再検討

4.2

ステップ 1―基準の設定
4.2.1

リスクの順位付けの基準

4.2.2

現行のリスク管理活動の有効性スコア

4.2.3

リスク選好度

4.2.4

リスク許容度
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5

4.3

ステップ 2‐リスクの識別、評価、順位付け

4.4

ステップ 3‐リスクプロファイルの作成と「最上位の」リスクの決定

4.5

ステップ 4‐詳細なリスク分析の実行

4.6

ステップ 5‐現行のリスク管理行動の特定と評価または[保険者]のリスク選好度を考
慮したリスト許容度の適切な水準の特定
4.6.1

現行のリスク低減行動の特定と評価

4.6.2

保険者のリスク選好度を考慮したリスク許容度の適切な水準の特定

4.7

ステップ 6‐リスクの要素、原因、指標の特定（最上位のリスクのみに適用可能）

4.8

ステップ 7‐リスク委員会、経営幹部、監査委員会への報告

4.9

ステップ 8‐定期的なリスクプロファイルの再検討

リスク報告
（リスク報告プロセスを定義し、適宜、事例の定型書式を組み入れる）
5.1 リスク報告の書式とタイミング
例：
報告先

報告の頻度

リスク委員会

四半期ごと

経営幹部

四半期ごと

監査委員会

最上位のリスクは四半期ごと

報告の書式

添付資料
添付資料 A： リスク委員会の規約
添付資料 B： リスク委員会のメンバーリスト
添付資料 C： リスクレジスターの定型書式
添付資料 D： リスクの順位付けの基準（可能性と重要性）
添付資料 E： 現行のリスク管理行動の評価基準
添付資料 F： リスクプロファイル
添付資料 G： 最上位のリスクの感応度分析
添付資料 H： 最上位のリスクの管理行動報告書
添付資料 I：

リスク許容度から見た有効性

添付資料 J： リスク状況報告書―最上位のリスク
添付資料 K： リスク状況報告書―その他のリスク
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添付資料 L： リスク内容報告書

用語集
例：
•

リスク委員会：リスク評価、リスク管理、偶発債務、重大な意味を持つ可能性のあるリス
クに関する企業の方針を検討する

•

エンタープライズリスクマネジメント（ERM）：企業が価値を創出する時に直面するリス
クの管理・評価を目的として、戦略、プロセス、人材、技術、知財を整合させた、構造的
で規律ある取り組み

•

モニタリング：企業のリスク統制のプロセスがリスク責任者とリスク委員会レベル、およ
びリスク統制部門によってモニターされる

•

リスク：発生した場合には企業の価値に悪影響を及ぼす可能性のある事象、行動、機会喪
失の恐れ

•

リスク選好度：企業が目標達成のために受容する意思のあるリスクの全体的な水準を表す
のに使用される表現

•

リスク委員会：監督の集中化、方針の設定、情報収集、経営幹部と取締役会とのコミュニ
ケーションを実行する

•

リスク責任者：特定のリスクを管理する責任を負う個人

•

リスク代表責任者：企業の主要な各事業単位を代表し、部門を支援する。委員会の目標が
実行されるように所与のリスクがリスク代表責任者に「割り当てられる」

•

リスク許容度：企業の重要な各リスクに関して受容する意思のあるリスク水準を定量的に
定義したもの
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添付資料 7
新興リスクに関するリンク集
CRO Forum home page: http://www.croforum.org/
CRO Forum Emerging Risks Initiative page: http://www.croforum.org/emergingrisc.ecp
CRO Forum Emerging Risks Initiative – “Position paper - Climate change & tropical
cyclones”: http://www.croforum.org/emergingrisc.ecp
CRO Forum Emerging Risks Initiative “Position paper – Pandemic”:
http://www.croforum.org/publications/20080201_1_resource/File.ecr?fd=true&dn=cro_pande
mie_final
CRO Forum Emerging Risks Initiative “Position paper – Terrorism”:
http://www.croforum.org/publications/20072711_resource/File.ecr?fd=true&dn=terrorismpo
sitionpaper_nov07
Swiss Re emerging risk initiate:
http://www.swissre.com/pws/media%20centre/online%20magazine/market%20trends/the%20cro%
20emerging%20risk%20initiative.html
Ernst & Young report - “Strategic Business Risk 2008 – the Top 10 Risks for Business with
Oceania Perspectives”:
http://www.ey.com/Global/assets.nsf/Australia/AABS_Strategic_Business_Risk/$file/SBR.p
df
Ernst & Young report - “Property/Casualty Insurance Industry 2007 Outlook”:
http://www.ey.com/Global/assets.nsf/International/Industry_Insurance_US_Property_Casua
lty_Insurance_Industry_Outlook_2007/$file/EY_USProperty_Casualty_Insurance2007Outlook.
pdf
Ernst & Young report - “Strategic Business Risk - Insurance 2008”:
http://www.ey.com/Global/assets.nsf/International/Industry_Insurance_StrategicBusiness
Risk_2008/$file/Industry_Insurance_StrategicBusinessRisk_2008.pdf
World Economic Forum report “Global Risks 2008 - A Global Risk Network Report”:
http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/report2008.pdf
OECD Report – “Emerging Risks in the 21st Century – An OECD International Futures Project”:
http://www.oecd.org/dataoecd/23/56/19134071.pdf
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Economist Intelligence Unit Report – “Risk 2018. Planning for an unpredictable decade”:
http://www.btglobalservices.com/business/global/en/docs/other/risk_2018_planning_for_a
n_unpredictable_decade.pdf
Deloitte report – “2008 Industry Outlook. Insurance overview. A look around the corner”:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/us_2008CrossIndustryOutlook_insurance.pdf
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