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Q5 
ERMの導入ステップとレベル

アップの方法は？ 

 

 

 

 

１．ERM 導入の現状 

 ERM は、2004 年９月に COSO-ERM が公表された。

しかし、国内において COSO-ERM の事例は少なく、

JIS Q 2001 に準拠した ERM が多い。この COSO-ERM 

の導入を後押ししたのは、「財務報告に係わる内部

統制の評価」いわゆる J-SOX 対応である。これは

財務報告の信頼性を担保するため、投資家に対し

て内部統制報告書を提出し、適正な財務諸表であ

ることを証明することが主たる目的である。この

J-SOX 対応は、部分的には業務の見直し、標準化

につながるとはいえ、単なる財務報告に係る証明

作業に過ぎず、収益拡大には直接つながらない。

企業はこのコスト負担をいかに企業価値に転換さ

せていくのかが今後の大きな課題である。これら

の反省をもとに、収益への貢献が期待できる ERM

が注目され、内部統制から ERM へのパラダイムシ

フトが始まっている。 

 

２．ERM 導入のステップ 

 ERM 導入ステップを以下に述べる(図表 1、２参

照)。 

(1) ERM プロジェクトの組成と内部環境の整備 

 初に着手するのは「内部環境の整備」であり、

ERM 導入目的の確認と組織体制の整備である。そ

のためにはまずトップダウンで ERM プロジェクト

の発足など組織体制の整備から着手し、リスクマ

ネジメント哲学の浸透やリスク文化の醸成など長

期的な視点で対応していくことが必要になってく

る。また同時に、リスクマネジメント人材の力量

向上のため、優秀な人材を活用し、リスクマネジ

メントの重要性を社内に普及していく体制を準備

することが必要である。 

 

(2) ERM ビジョンと目的の設定 

 企業の存在意義としての ERM ビジョンと戦略目 

的を設定する。ERM ではグループ全体を俯瞰する

目的を設定し、各事業ラインや子会社ごとに方針

管理や目標管理などの業務目標にブレークダウン

する。その中で「リスク選好の分析」は重要な要

素であり、海外子会社を含め、組織文化や企業風

土の違いを考慮するとともに、各事業の競争優位

性（競争力）により、リスク許容度が異なる点に

留意が必要である。いずれにしてもトップと現場

との共通認識のもとでの戦略目的の指標づくりが

重要である。 

 

(3) 発生事象の特定 

 ERM は戦略策定に適用され、事業全体にわたっ

て適用されるためリスクが多岐にわたる。ここで

重要なことは、発生事象の識別とリスクの分類を

定義し、各部門や各事業ラインから抽出されたリ

スクを的確にスクリーニングし、「経営者が関与す

べきリスク」を特定する枠組みとなることだ。こ

のステップではリスクを機会に転換し、企業価値

を向上させていく視点を考慮することが重要なポ

イントである。 

 

(4) リスクの抽出・評価 

 事業部門と管理部門ごとに、リスク分類に基づ

き、リスク調査を実施する。海外子会社を含めグ

ループ会社全体を対象に、どこにどのようなリス

クがどのような状態で存在しているかをアンケー

ト調査した上でブレーンストーミングを実施し、

リスクの抽出、発見・確認を行う。ERM 先進企業

や業界他社事例を参考に潜在リスクを顕在化する

ことが重要である。リスク評価は、各リスクの発

生頻度、被害の大きさを分析し、経営に影響する

リスク情報を統一的な指標で算定し、対策の必要

度を検討する。ISO 取得企業の場合には個別リス

ク（環境、安全、品質、情報セキュリティなど）

のアセスメント結果をインプットすることに留意

する。 
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図表１ ERM の導入ステップと発展 

 

主にオペ・リスクの展開（本体）

子
会
社
で
の
展
開

マイナスのリスクをトータル管理

リスク文化の醸成

戦略リスクの統合とｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

戦略リスクも加えて業績の確実な達成

１．部門責任者への教育（本体＆子会社）
子会社の経営者教育
リスク察知能力の向上

統制自己評価のレベルアップ　等

２．各種改善
自社、他社事例等のナレッジ展開

コミュニケーションルートの点検　等

１．リスク選好の分析
戦略内容とリスク選好の検討

２．戦略リスクの特定とＫＲＩ設定
戦略リスクの特定

ＫＲＩ、ＫＰＩの設定とモニタリングルールの決定

３．主要リスクの精緻化
発生頻度、影響度合いを精緻化

４．事業リスク及び必要株主資本の算定
戦略リスクの算定（ＰＬベース）EaR
資産リスクの算定（ＢＳベース）VaR

必要株主資本の算定と資本政策の検討

５．リスク調整後の収益に基づくﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 適化
各事業のリスク調整後の収益算定

各種指標によるポートフォーリオ分析と最適管理

１．ＥＲＭプロジェクトの組成と準備
リスク文化、経営層のリスク哲学
ＥＲＭ導入の考え方、方針

スケジュール、体制、子会社の範囲

２．戦略目的の確認
ビジョン、中期経営計画等の確認、整理

３．発生事象の識別と分類
リスク事象の分類、方法論の決定

４．リスクの抽出・評価
部門別のリスク抽出、ヒアリング、シナリオ分析等
事務局による最終評価

リスクの大きさにより責任階層、部門の決定

５．リスク対応
リスクマップの作成
目標リスクの設定

責任部門よる対応施策の策定

６．コミュニケーション・ルートの設定
全社におけるコミュニケーション・ルートの設定と運用
（階層別、部門別）
グループ会社とのコミュニケーション・ルートの設定

リスク開示方法の検討

７．モニタリング
部門別のモニタリング（自己点検（ＣＳＡ））
リスクマネジメント監査

経営者報告と改善

図表２ ERM 体系図 
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(5) リスク対応 

 リスクの種類・性質に応じて、リスクが経営に

及ぼす影響をコントロールする最善の方策を選定

する。実施すべきリスク対策としては回避、低減、

移転または保有およびその最適化（組み合わせの

考慮）を検討する。リスク対応計画などで改善課

題を明確にし、進捗管理を実施する。 

 

(6) 情報と伝達 

 社内および海外を含め各子会社において、リス

ク情報が統一された指標で設定され、運用されて

いる実態が関係者間で情報共有されている必要が

ある。そのためには IT 基盤など情報システムなど

の活用が望ましい。特にリスク対応の結果、経営

者が関与すべきリスクがどのように変化し、残余

リスクがどの程度なのか、常に最新の状態で閲覧

できることが必要である。 

 

(7) モニタリング 

 社内および海外を含め各子会社において、リス

ク許容水準内で運用されていることを評価する。

評価方法には、統制自己評価（CSA）と独立的評価

であるリスクマネジメント監査を実施する。リス

クアプローチに基づく監査が機能していることが

重要な要素である。またリスク対応後のリスク許容

水準の妥当性も評価することに留意が必要である。 

 

(8) リスク開示とコミュニケーション 

 経営者が関与すべきリスクのうち開示すべき重

要なリスクに関して、ステークフォルダーへ積極

的に開示し、適切なコミュニケーションをとる。

今後、適時・適切なリスク開示は、株価の上昇要

因の IR 効果となってくると予見される。 

 

(9) 再評価・レビュー・改善 

 トップは、マネジメントレビューを通じて、経

営者が関与すべきリスクの対策状況の報告を受け、

リスクの見落とし、真の原因の解明、対応策の評

価、全体の最適性を検討し、継続的改善を図る。 

３．ERM レベルアップ手法 

 現状のリスクマネジメントから ERM として体系

化させ、レベルアップを図るためには、現状の部

分的なリスクマネジメントを改善しながら「リス

ク統合」を実施していくことが早道である。リス

ク分類としては、戦略リスクとしての「将来」と

オペレーショナルリスクとしての「現在」に大分

されるがまず、オペレーショナルリスクの統合化

を最初に行い、次に戦略リスクとの統合化へと進

めるのが一般的である(図表３参照)。オペレーシ

ョナルリスクについては、ISO の取得などを通じ

て個別リスクのマネジメントシステムが構築され

ているが、通常はバラバラの運用になっている事

例が多い。そこで JIS Q 2001 をベースにして「リ

スクマネジメントの統合化」を志向し、基本的な

PDCA を回すことが早道である。また現状のリスク

を原点から見直し、グループ会社全体を対象にし

てリスクを統一的な指標で「見える化」していく

ことが重要である。リスクの定義を明確化し、各

部門や各事業ラインから抽出されたリスクを的確

にスクリーニングし、「経営者が関与すべきリス

ク」の特定とその「許容限度」を明確にすること

である。 

 ERM として体系化するためにはやはり戦略リス

クとの統合とリスク分析手法の高度化が必要であ

る。戦略リスクは、業績の確実な達成という価値

創造を目的に、リスクを機会に転換していくこと

を意味する。事業計画の策定プロセスにおいて

「EaR／アーニングアットリスク（Earnings at 

Risk）」(1)と「VaR／バリューアットリスク（Value 

at Risk）」(2) を活用した意思決定支援システムの

導入が不確実性を排除できるデータ分析の高度化

                             
1
 アーニングアットリスク：Earnings at Risk とは、金利や市況

などの外部環境が動いた場合に、ある一定期間において一定の確

率で起こる期間損益（金利差益）ベースでの予想最大変動額を示

すもの。Earnings at Risk が高いとは、企業の収益のぶれが大き

いことを意味する。 
2
 バリューアットリスク：Value at Risk とは、一定期間に一定

確率で発生する最大損失想定額のこと。VaR と略される。市場変

動のシナリオを作成し、損益変動シミュレーションを行うことに

より最大損失額を推定する方法（モンテカルロシミュレーション

法）が使われることが多い。 
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である。 

 また経営計画、事業計画、リスク対応計画にお

いて、KRI（キーリスクインディケーター）を使っ

たモニタリングシステムの導入が重要な要素にな

る。このように統計を精緻化し、企業が毎期掲げ

る業績予想を確実にすることは、経営者のみでな

く、IR 効果が高まり、株主にとっても信頼ある企

業といえる。戦略リスクへの取組みは、将来の収

益をポートフォーリオ的な視点から最適解を探る

手法であり、企業のリスク資本許容度内にコント

ロールすることが可能となる。 

 

 このように ERM のレベルアップには「リスク統

合」と「戦略リスク」がキーワードである。ある

程度オペレーショナルリスクへの取り組みが機能

している企業には、「戦略リスク」への取り組みを

最初にスタートし、その後オペレーショナルリス

クとの統合を考慮していく手法も有効であると考

えられる。やはり自社のリスクマネジメントレベ

ルの成熟度の実態を把握したうえで、リスク統合

と戦略リスクへの取り組みを早くスタートするこ

とが競争力強化と企業価値創造につながっていく

のである。 

 

図表３ 従来のリスクマネジメントから ERM へのレベルアップ 
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