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１ はじめに

近年，企業に関わるリスクについて再認識させる様々
な事件が新聞・雑誌などマスコミを賑わしています。国
内外での企業不祥事の頻発，業務や商品・取引手法等の
複雑化，環境問題への対応や企業倫理・行動に対する社
会的要請の高度化など著しく変動している社会環境か
ら，企業経営にはこれまで以上に「リスクマネジメント」
の重要性・必要性が叫ばれるようになってきています。
そして，そのマネジメント次第では企業の業績ばかりか，
企業の存続までも左右しかねない状況になっています。
ここでは，企業の「リスク」の概念とマネジメントに

ついて，その要点を述べます。

２ リスクとは

従来，リスクとは「将来何が起きるかわからないこ
と＝不確実性における選択の結果としての損失発生の可
能性（不利な結果）」と定義されていますが，「目的に対
して影響をもたらす何かが発生する可能性」との新しい
定義もあり，これは不利益な結果のみならず有利な結果
も含めてリスクの概念とするものです。
リスクにはいろいろな分類の仕方がありますが，純粋

リスクと投機的リスクに分類するのが一般的となってい
ます。

３ 企業リスクの種類

企業を取り巻くリスクは，年々巨大化，複雑化してき
ており，その影響を受ける企業の利害関係者もまた，株
主，従業員，顧客に地域社会が加わるなど多様化してい
ます。そのような中，多岐にわたって存在するリスクの
うち，企業経営に関わる代表的なリスクには次のような
種類があります。
○　自然災害リスク

古来から存在している自然災害の発生は，現代の経

済社会の都市化やシステムの複雑化した環境のもとで
は過去とは比較できないほど，企業に対して巨大な人
的・物的損失を与える可能性があります。

○　法的リスク
今日の複雑化する法律・規則の下，企業では下記の

例のような法的なリスクが増大しています。違法行為
は企業の信用を失墜させることにもなるため，リスク
マネジメントの点から全社的なコンプライアンス体制
の確立や利害関係者との長期的な信頼関係の構築が，
企業の発展に寄与することになります。

○　製造物責任リスク
大量生産された製造物の欠陥は広範囲に消費者に損

害を与える可能性があるため，その発生は巨額な賠償
の請求と企業イメージの失墜により企業の存続を困難
に陥れ，場合によっては倒産に追い込まれることもあ
ります。

○　金融リスク
金融活動は，企業経営を支える基本的な経済基盤の

ひとつであり，日常の商品・サービスの取引から国際
的な取引拡大など広範囲なため，それに伴うリスクの
種類や規模も様々です。これらのリスクの発生は，経
済社会に対する影響が大きいといえます。
・信用リスク

・市場リスク

・流動性リスク

・事務リスク
〈例〉現金・有価証券等の管理ミス

〈例〉金融機関における預金者の突然の引き出し

〈例〉為替相場・有価証券価格・商品価格等の変動

〈例〉売上債権の回収不能，貸付金の返済不能

〈例〉製品の瑕疵，欠陥商品・リコール

〈例〉独占禁止法違反，知的財産権に関する紛争，
巨額申告漏れ・脱税，粉飾決算，株主代表訴
訟，社員の不正・犯罪行為，不正な利益供与，
名誉毀損・プライバシー侵害

〈例〉台風，水害，地震，噴火，異常気象
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経済情報

利益（リターン）または損失（リスク）を
発生させるリスク�
・為替変動，金利変動，新商品の開発，事
業の多角化等�

投機的リスク�

損失のみを発生させるリスク�
・火災，地震，水害，自動車事故，テロ等�

純粋リスク�
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リスクマネジメントについて

・システムリスク

○　環境リスク
地球温暖化・酸性雨・オゾン層の破壊・大気汚染・

水質汚染・土壌汚染等，環境問題は人類と地球全体に
関わる問題となっています。このため，企業が環境へ
の対応を誤れば損失を被ったり，場合によっては経営
をも困難にすることがあります。

○　その他リスク
・ビジネス戦略リスク

・労務リスク

・財務リスク

・政治リスク

・社会リスク

上述した各種リスクを「発生のしやすさ（発生確率）」
と「発生時の影響」の二つ軸からポジショニングを行う
と，おおよそ下図のようになります。

〈例〉市場ニーズ変化，風評，消費者運動

〈例〉法律の制定・改正，税制改革，戦争・内乱，
通商問題

〈例〉資金調達，資金運用，取引先の倒産，時価会計

〈例〉労働災害，セクハラ，差別，役員・従業員の
不祥事，労働争議

〈例〉新規事業・設備投資，グループ会社の経営，
競合他社の市場参入，製品販売価格の変動，
得意先対応

〈例〉廃棄物処理法違反，環境汚染・油濁事故，環
境規制強化，自社製品による環境汚染

〈例〉コンピュータシステムの故障・誤作動，シス
テム不備

（注）「エネルギア総合研究所」作成�
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４ リスクマネジメント

以上述べたように，企業活動は様々なリスクに直面し
ていることから，経営目的や経営戦略を確実に達成する
うえで，リスクをいかにマネジメントするかが重要な経
営課題となっています。
リスクを組織的にマネジメントし，危害，損失などを

回避，もしくはそれらの低減を図るプロセスを「リスク
マネジメント」といい，各種のリスクによる不測の損害
を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法と
されています。
具体的には，リスクごとに発生のしやすさや発生時の

影響の大きさは異なっているため，迅速かつ的確な意思
決定には「トップダウン方式」が有効といわれています。
また，リスクをモニターしコントロールする責任を負う
社内の独立した部門を「リスクマネジメント部門」と呼
びますが，その役割は，企業のリスクを的確に把握・分
析し，設定したリスク管理基準を満たすようにコントロ
ールすることです。そのためには，組織形態は経営トッ
プに直結し，企業を取り巻く環境変化に関する情報収集
力や社内への洞察力を持つ必要があります。

５ リスクマネジメントのプロセス

一般にリスクマネジメントのプロセスは，次のステッ
プにて実施されます。

（１）リスクの認識・特定
企業が全体的視野に立って直面するリスクの本質を理

解し規定するプロセスです。リスクがどこに存在し，ど
の程度の規模で，またその影響の範囲はどのくらいかを
把握します。リスクの発見・確認は企業の内部情報と外
部情報によって行われます。

《内部情報》
各部門からの情報，過去の損失記録，ヒヤリ・ハッ
ト事例，面接調査・実地調査

リスクの認識・特定�� 

リスクの分析・評価�� 

リスク処理手段の選択� 

実  行� 

再評価� 



エネルギア総研レビュー　No.5Page 12

（ａ）ヘッジング
「ヘッジング」とは，将来の価格変動から生ずる
リスクを，あらかじめ固定した値で取引する一定の
契約を結ぶことによって回避・削減し，損益の安定
化を図る行為で，その手段として先渡し，先物，ス
ワップがあります。リスクをヘッジすると，同時に
利益を得るチャンスも減少してしまいます。

（ｂ）インシュアリング
「インシュアリング」とは，プレミアムを支払っ
て損失を回避することで，保険，信用保証，オプシ
ョン契約がこれにあたります。

（ｃ）分散
「分散」とは，ひとつのリスク資産に集中して投
資するのではなく，複数の資産に分散投資する（ポ
ートフォリオを組む）ことによりリスクを軽減し，
損失の規模を減少させることをいいます。

上述したリスク処理手段を，発生確率と影響の大きさ
の度合い別に整理すると，下図のようになります。

※オプション契約…ある物を，あらかじめ定めた将
来の価格において，購入または
売却する権利を取引する契約を
いいます。

※先 渡 し…二者が将来のある時点で，あらかじめ
合意した価格にもどづいて取引する契
約をいいます。

※先　　物…ある商品を，将来の一定の期日に現時
点で取り決めた価格で取引する契約の
ことで，取引所が仲介して契約が行わ
れます。

※スワップ…一定期間のキャッシュフローを契約の
相手方と相互に交換する契約です。何
を交換するかで金利スワップや通貨ス
ワップなどと一般には呼ばれています。

経済情報

（２）リスクの分析・評価
リスクの企業に与える影響を客観的に把握するために

は，リスク発生の因果関係を特定し，リスクを定量的に
把握することが必要です。リスクの定量的な測定は，統
計学的手法でその発生確率と損失規模で損失の額を算出
し，これにより財務的に必要なコストを計測します。ま
た，リスクの比較評価は重大性・確実性・緊急性・拡大
性の基準により行います。

（３）リスク処理手段の選択
顕在化されたリスクを戦略的に処理するために，その

手段を選択します。手段には次の４つがあります。
A 回避

「回避」とは，リスクの発生する可能性が高い活動
を選択しないことで，損失を避ける単純で確実な方法
です。
◆　リスク回避の事例

しかし，回避のみの対策ではビジネスチャンスの選
択を狭めることになります。

B 軽減
「軽減」とは，内部統制，効率的なリスクマネジメ
ント・プログラムなどにより，リスクによる損失の発
生確率を低減したり，損失の規模を最小限にとどめる
ようにすることをいいます。
◆　リスク軽減の事例

C 受容
「受容」とは，リスクの発生可能性を容認し，自らの

費用で損失を埋め合わせることをいいます。発生頻度
は高いが損失規模が小さなリスクに対処する方法です。

D 移転
「移転」とは，リスクを第三者に移転することで，

次の３つの方法があります。

・火　災…不燃材料の使用，防火戸・自動火災
報知器・スプリンクラーの設置，消
防隊の編成

・自動車…エアバックの装置，シートベルトの
着用

・倒産の危険性のある取引先とは取引しない
・自然災害に対して立地条件の悪い地域に工場
を建設しない

《外部情報》
保険会社，取引先，公認会計士・税理士，弁護士
業界団体，官公庁外郭団体，学会，専門書，専門紙
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最後に，当社エネルギア総合研究所では，今後電気事
業を運営していく上で顕在化するであろう，新たなリス
クの定量化や金融技術（高度な数学理論やコンピュータ
を利用したシミュレーションをベースに，資産運用業務
やリスク管理業務等の分野において開発，適用されてき
た技術）を活用した商品・サービスの開発を積極的に進
めています。具体的には，天候リスクや原材料変動リス
クの定量化とヘッジ策の評価，天候リスクを活用した商
品・サービスの開発，新規事業の際の信用リスク定量化
等に取り組んできています。
なお，それぞれの内容については，別途，本誌または

他の刊行物等において掲載していく予定です。
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リスクマネジメントについて

（４）実行
認識・特定されたリスクの対処に要する費用とリスク
軽減効果を比較し対処方法を選択します。意思決定した
後は選択した手段により実行しますが，最小限の費用に
留めることが肝要です。

（５）再評価
時間の経過とともに変化する事象や環境に合わせ管理
状況を再評価し，場合によりリスクの処理方法を変更し
ます。

６ おわりに

従来のリスクマネジメントでは，会社に損失を与える
リスクを減らすことに重点が置かれていましたが，変化
の激しい企業環境の中で，従業員の挑戦意欲低下の恐れ
もあることから，最近では企業価値を上げるための戦略
的経営手法のひとつとして位置付けられています。
通常，リスクは好ましくない状態の発生を示唆してい
ますが，リスクという言葉は「恐れずに試みる」という
意味を持っており，積極的な行動を意味するものです。
企業活動で言われている「リスクをとる」とは新しい
ビジネスチャンスにチャレンジすることを意味してお
り，損失を最小に，収益を最大にするためのリスクマネ
ジメントを行うことが企業活動に求められています。し
かし，こうした際にも，リスクの発生によって企業活動
が社会的な損失を発生させる可能性もあるため，リスク
への適切な対応と損失の拡大を最小限に抑える企業行動
をとることは言うまでもありません。

（参考）デリバティブ
最近，「デリバティブ」という文字を，新聞・雑

誌等で目にすることがありますが，デリバティブは
債券・金利・商品などの現物取引から派生した金融
派生商品で，上述した先物・オプション・スワップ
などの総称です。
保険と異なり事故等が発生しなくても，あらかじ

め定めた条件を満たせば自動的に損害の程度に関係
なく，ある一定の金額の受払いが行われます。実行
によっては，あらかじめリスクの要因に対する影響
度を十分把握しておかないと，過剰なリスクヘッジ
となり無駄なコストをかけることになります。


