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マーシュ・リスク・レジリエンス診断について

 

 

新たなリスクの発生とリスク環境がますます複雑化
する中、マーシュはお客様のニーズに、より適切に
対応する革新的なソリューションの提供をお約束い
たします。

今日、企業はリスクを単一的で単方向な脅威として見なすことはできなくなりました。企業は、バリューチェーン全体にわたって、体系的なリスクや新た
なリスクの影響を特定し、理解し、これに備えなければなりません。

マーシュは、お客様のリスクに対する備えとレジリエンス（復元力）構築を支援するため、「マーシュ・リスク・レジリエンス診断ツール」を開発しました。
私たちのアプローチとして、多様なビジネスエリアとグローバルにまたがる6つの新興リスク（パンデミック、サイバー、エマージングテクノロジー、気候／
環境／社会／ガバナンス（ESG）、規制、地政学的）を集約し、その影響と相互関係を診断調査いたしました。

これらの6つの新興リスクは以前から存在していましたが、その規模、速度、相互に依存する影響が顕在化してきました。今回の調査によって、これら
は企業にとって最優先事項であることが改めて示されました。

調査結果
30以上の産業と9つの地域から約1,000の企業が参加した「マーシュ・リスク・レジリエンス診断」では、リスクの認識とそれを管理するための行動との
間に、大きなギャップがあることが明らかになりました。 

その結果、4社に1社は、リスク管理や保険の購買プロセスを長期的な成長戦略に合わせていないことがわかりました。その結果、企業が特定のリスク
（主に差し迫った脅威をもたらすもの）に重点を置きすぎている一方で、進化が遅いと思われながらも同様に広範な影響を及ぼす他のリスクがほとん
ど見落とされていることが回答から明らかになりました。 
 
さらに、6つのリスクがもたらす重要性や潜在的な脅威が高まっていることについて幅広く認識がされているにもかかわらず、新興リスクが自社のビジネス 
に与える影響を評価またはモデル化している企業は25％にとどまっています。

調査結果によると、6つのリスクのうち5つは、企業の顧客が大きな影響を受けることがわかりました。しかし、この重要な顧客に対して、適応し、
学習し、混乱を回避するための効果的なプロセスを導入されていないという結果が出ています。
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レジリエンス構築への道筋

リスクの認識と備えとのギャップにより、企業は事業運営、資産、収益源の即時的および長期的な混乱に対して脆弱な状態にあります。レジリエンス
を高めるためには、4つの共通したステップと行動を実践することが必要です。これらのステップを組み合わせることで、リスクマネジメントを変革し、企業
のレジリエンスを高めることができます。

1.リスクを予見する

2.リスクを企業戦略につなげる

3.備えに対する認識とのギャップを防ぐ

4.重要なリスクをモデル化する

これらのステップを適用する際には、リスクに対する可視性を高め、説明責任を果たし、企業の役割を超えて協力する必要があります。従来のリスクマ
ネジメント部門から、IT、コンプライアンス、法務、人事などの部門、そして信頼できるリスク・保険アドバイザーまで、私たち全員が、リスクマネジメント
戦略を強化し、よりレジリエントな企業を構築するために果たすべき役割を担っています。

This document and any recommendations, analysis, or advice provided by Marsh (collectively, the “Marsh Analysis”) are not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as
such. The informationcontained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marshshall have no obligation to update the Marsh Analysis and shall have no
liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers
and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, tax, accounting, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent
uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors
are inaccurate or incomplete or should change. Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or reinsurers. Marsh makes no
assurances regarding the availability,cost, or terms of insurance coverage. Although Marsh may provide advice and recommendations, all decisions regarding the amount, type or terms of coverage are the ultimate
responsibility of the insurance purchaser, who must decide on the specific coverage that is appropriate to its particular circumstances and financial position.
Copyright © 2021 Marsh LLC. All rights reserved.

※本和訳は、英⽂その他の外国語の⽂書を翻訳したものです（全部または⼀部は当社ベンダーの提供するコンピューター・システムの機械翻訳によることがあり ます）。⽤語、構⽂、⽂法などに誤りがある場合もあります。和訳はあくまでも便宜的なものとして利⽤し、適宜、英
⽂の原⽂を参照していただくようお願いします。

本レポートに関するお問合せは以下までお願いいたします。

マーシュ ジャパン株式会社
〒 107-6216 東京都港区⾚坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
Jp.Info-MJ@marsh.com
www.marsh.com/jp


