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はじめに 
リスクの件数、複雑さ、速度の増大によって、既存の場当たり的なリスク管理アプローチでは、リスク管理

チームが過剰なリスク ワークロードを負担することになります。結果として高いリスクを見逃すか、既存のリ
ソースで問題に対処して適切に管理することができなくなります。チームは往々にして、ビジネスの優先度

を識別し、既知のリスクと管理に説明責任を割り当てることに苦慮しており、リスク インシデントの発生時に

は混乱の中で対応します。リスク チーム（第2の防御ライン）は、リスク プロセスでビジネス ユニット（第1の
防御ライン）と効果的に連携できることが必要です。 

残念ながら、多くの組織がプロアクティブなリスク管理に対する包括的アプローチを採用していません。ビジ

ネスが縦割りで別々の部門で別々のタイプのリスクを管理し、リスク評価に使用する方法論や測定法も

別々であるため、ビジネス全体のリスクに対して正確な統合されたビューで管理する方法がありません。こ

のような統合されたビューがなければ、組織のリスク アペタイト内で一貫したリスク管理を行うことはできま
せん。 

経営陣と取締役会は、リスクが効果的に管理されていることを確認するために、組織の内部統制フレーム

ワークが適切に設計および運用されている点について保証を求めます。このような可視性がなければ、組
織の限度内で一貫したリスクの優先順位付けと管理を行うことができず、ビジネス全体にわたるリスクの正

確かつタイムリーな統合されたビューを経営陣と取締役会に提供する手段もありません。 

リスク管理の責任を負う 
リスクに関連するデータのセントラル リポジトリを確立することは、経営陣と取締役会にリスクについて正確

で包括的なビューを容易に伝達できるようにするための第1のステップです。リスク管理手順でビジネス ユ
ニット（第1の防御ライン）を連携することは、既知のリスクと新興のリスクに対するより優れた洞察を獲得す

る能力を高めます。リスク データが正確で完全であることを保証することにより、リスク管理プログラムの有
効性を向上させます。ビジネス ユニット マネージャーは、リスクと内部統制について十分な責任を負うよう

になり、効率化されることで、リスク管理チームはプログラム管理よりも重要な問題に専念できます。最終的

なゴールは、悪影響のあるイベント、オポチュニティの損失、予想外の出来事が発生する可能性とその影

響を低減し、目標達成の確率を高めて、ビジネスのパフォーマンスを最大限にすることです。 

RSA ARCHER OPERATIONAL RISK MANAGEMENT  
RSA® Archer® Operational Risk Managementを使用することで、リスクに優先順位をつけ、最も重要な問
題に対処するためのリソースを効率的に導入し、競争優位性の新しい要因としてリスク管理を昇格させるこ

とを可能にする、統合された明確なリスク ビューが得られます。 

第 1 防御ラインとしてのビジネス ユニットの関与 
オペレーショナル リスク管理はリスク スペシャリスト チームのみの責任ではありません。リスク スペシャリ

スト チームが組織のリスク管理フレームワークの基本部分であることは確かなのですが、ビジネス ユニット

も日常的なリスク管理により直接的に関与する必要があります。ビジネス ユニット マネージャーは、変化す

るリスク、新たに発生したリスク、対応が実施されているリスク、運用管理されているリスクについて認識し

ています。ビジネス ユニットのリスクと内部統制について最終的な説明責任を負っているため、その複雑な
運用の範囲内でリスクの把握と評価に積極的に関与する必要があります。リスク マネージャーは、第1防
御ラインとの連携によって、既存のリスク管理プロセスで新しいリスク情報をより簡単に利用できるとともに、

リスク プログラムを拡張することでビジネスの変化から生じるリスクなど新たに発生したリスクを明確にする

ことができます。 

調査された企業の 20%がリスク プロ
ファイルを構築および集約するプロセス

を備えていません。そのうちの 38%は、

ビジネス ユニットによる自己アセスメン

トに依存しています。また、ほぼ半数が

エンタープライズ全体のエクスポージャ
について理解することが困難であると認

識しています。 
 
 “Global Risk Survey: Expectations of 

Risk Management Outpacing 
Capabilities – It’s Time for Action”  

KPMG, 2013 



 

ビジネス全体での一貫したリスクへの対応 
多くの企業では、損失イベントおよびインシデントに対して、すべてのビジネス ユニットにわたっての一貫し
た特定、評価、処理、監視が行われていません。各ビジネス ユニットで異なった方法で測定、管理、レポー

ト作成が実施され、異なった「言葉の定義」でリスクについての話し合いをしています。その結果として、ビジ

ネスに対するリスクについて、それぞれが異なるビューを持ち、異なる評価をします。 

エンタープライズ全体でリスク管理プロセスを標準化することによって、共通のリスク言語、測定アプローチ、
レーティング スケールを確立できるとともに、ビジネス活動、リスク、統制、ポリシー、手続きに対する個々

の責任を明確化できます。これによって、リスクの優先順位付けの迅速化、すべての利害関係者への明確

な通知、一貫したリスクの評価と管理、各リスクの重要性とリスク受容のためにマネージャーに委任された

権限に従ったリスクに関する意思決定のエスカレーションを行うことができます。損失イベントの発生時には、
根本原因分析を実施して改善計画を確立するために適切なビジネス ユニット マネージャーと第2防御ライ

ンのリスク スペシャリストに通知することができます。経営幹部は、損失に対する必要な可視性が提供され、

組織のリスク管理の閾値に準拠する損失をレビューまたは承認できます。 

リスクの可視性の向上 
効果的なリスク管理を行うためには、ビジネス プロセス/リスク/統制の間にある複雑な関係を理解できるよ

うにするとともに、組織の目標達成を困難にするリスクが出現した場合に速やかにレポートして対処できる

ようにする必要があります。重要なビジネス コンテキストを提供する一元化されたアプローチを使用しない
場合、データの取捨選択に数週間を費やすことなしに組織のリスク状態の包括的ビューを獲得するのは困

難です。経営陣と取締役会は、リソースを適切に割り当て、ビジネス上でより正しい意思決定を行うために、

正確かつリアルタイムにリスクの状態を把握する必要があります。 

RSA Archerで利用可能な堅牢なレポート作成機能とリスク管理アーキテクチャを利用することによって、組
織の目標達成を困難にするリスクに対して、その出現とともにレポートし、対処できます。RSA Archerでは、

経営陣と取締役会にレポートする必要のある回答を迅速に得るために、数千のレポート、ダッシュボード、

非定型のレポート作成ツールが提供されています。損失イベントおよび主要リスク指標の警告の発生ととも

にリスクの解析が実行され、根本原因に関する疑問が生じたときに、リスク管理フレームワーク全体をリア
ルタイムで迅速に深く掘り下げることで、リスク要因を把握し、正確なリスクの状態を捕捉することができま

す。 

RSA Archer Operational Risk Management  
RSA Archer Operational Risk Management では、第1防御ラインでリスクの特定/評価、損失イベントの

評価/承認/対処、主要リスク指標の監視、日常的なタスク/問題/改善計画の管理を行うことが容易になりま

す。組織のオペレーショナル リスク管理プログラムの統合ポイントとして機能するRSA Archerによって、
往々にして縦割りになっているリスク リポジトリに格納されるデータを統合することで、組織全体で一貫した

リスクの特定、評価、数値化、対処、監視を行うことができます。既知のリスクをより適切に把握し、優先順

位を付け、管理する機能によって、プログラム管理がより効率的になるため、プログラムを拡張してビジネ

ス ユニットとリスクを追加することも、解放されたリスク管理リソースを再導入することもできます。 

RSA Archerを使用することで、リスクに優先順位を付け、最も重要な問題に対処するためのリソースを導

入し、競争優位性の新しい要因としてリスク管理を昇格させることを可能にする、統合された明確なリスク 
ビューが得られます。RSA Archer Operational Risk Managementは、個々のビジネスニーズとリスク管理

プログラムの成熟度に対応する複数のユース ケースを提供します。 

  

「我々の経験からすると、RSA Archer 
GRC は信頼性の高いプラットフォーム

であり、ポリシーおよびプロセスの管理

や、リスクの特定と対応、組織全体での
優れた可視性とレポート作成機能の維

持が可能になりました。 
 
このように複雑で重要なビジネスの課
題に対処しながら、信頼できることがわ

かっていて十分にテストされた GRC プ

ラットフォームを利用できることは、我々

にとって非常に大きなメリットです。」 
 

First Data Corporation 



 

問題管理 
RSA Archer Issues Managementを、あらゆるリスクまたはコンプライアンス関連のユース ケースに適用
することで、許容レベルを超え対処が必要なリスク、不具合または欠陥のある内部統制、境界を越えた重

要指標、改善措置が必要な損失イベントを把握し、統合することができます。Issues Managementによって、

内部と外部の監査発見事項、規制検証でわかった問題、および経営陣が自ら特定した問題のカタログ作成、

問題解決のための説明責任の明確化、コミットメントと期限についての改善計画の追跡を行うことができま

す。堅牢なレポート作成機能によって、あらゆるレベルの経営陣と取締役会は、未解決の問題、優先事項、
改善スケジュールの全体を容易に把握できるようになります。 

Risk Catalog  
RSA Archer Risk Catalog は、エンタープライズ全体でリスクの記録と追跡を行い、ビジネス ユニットと指

名された第 1 防御ラインのマネージャーによる説明責任を明確化するための基盤を提供します。カタログ

は、細分レベルからエンタープライズ リスク ステートメントまで、リスクの 3 階層のロールアップを提供しま

す。トップ ダウンの定性的アプローチを使用して、固有リスクと残留リスクのアセスメントを行うことができ、

関連するビジネス ユニット/エンタープライズ リスクに評価値をロールアップすることができます。 

トップ ダウン リスク アセスメント 
RSA Archer Top-Down Risk Assessment によって、リスクと統制の手続きをドキュメント化することが可

能です。2 段階のリスク階層を通じてリスク登録ステートメントをロールアップし、エンタープライズレベルの

リスク ステートメントを提供します。リスクはビジネス プロセスと関連づけることができ、また固有リスクと残

留リスクの評価は、定性的にも、経済価値を使用した複数のリスク カテゴリーにわたってでも実行すること

ができます。残留リスク評価の一環として考慮するために、統制手続きはドキュメント化でき、またその手続

きで対処するリスクに関連づけることができます。 

Loss Event Management 
効果的なオペレーショナル リスク管理プログラムの核となるRSA Archer Loss Event Managementでは、

実際の損失イベント、ニアミス、および自社のビジネスや業界に関連する可能性のある外部の損失イベント

を把握し、インベントリを作成することができます。類似の損失イベントが将来発生する可能性とその影響を
軽減するために適切な措置を講じることを目的に、損失イベントの根本原因分析を実行することができます。

また、損失イベントの堅牢なレポート作成機能によって、組織の損失の把握と適切な管理を促進することが

できます。 

Key Indicator Management  
RSA Archer Key Indicator Management は、リスク、統制、戦略、目標に関する指標の定義と監視を行う
ための手段を提供します。構成により、GRCフレームワークの他の要素（製品、サービス、ビジネス プロセ

スなど）と指標とを関連づけて、品質管理とパフォーマンスを監視することもできます。オペレーショナル リ
スク管理プログラムでは、重要指標が、リスクの可能性と影響の変化（リスク対応の変更を含む）を早期警

告するための機能を果たしていることが多くあります。指標が許容限度を超えると、改善措置を開始するた

めに、主要な利害関係者に自動的に通知することができます。 

RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment  
RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment を使用すると、ターゲットとするプロジェクト リスク評価を

実行できます。プロジェクトには、不正行為の評価、新しいまたは変更される製品/サービス/ビジネス プロ

セス、M＆A の評価などがあります。プロジェクトのドキュメント化や、すぐに利用できる数千の質問が収め

られた RSA Archer の広範なライブラリから取得した質問とカスタムの質問とを使用したアンケートの作成

ができます。リスクが高すぎるとみなされる場合は、リスクの対応と改善計画をドキュメント化して追跡する

ことができます。 

Operational Risk Management  
RSA Archer Operational Risk Management には、複数のリスク管理アクティビティが包括されてい

ます。これには、リスクと統制の登録、損失イベントのドキュメント化、根本原因分析、ワークフローのレ

ビューと承認、リスク階層のロールアップとリスク ライブラリ、重要指標管理（重要指標ライブラリと承認

ワークフローを含む）、トップ ダウン リスク アセスメント、ボトム アップ リスク アセスメント、問題管理、リス

クの自己アセスメント キャンペーン（統制の自己アセスメント（CSA）、リスクと統制の自己アセスメント

（RCSA）、プロセス、リスク、統制の自己アセスメント（pRCSA）などがあります。自己アセスメントには、第

2 防御ラインのプログラム マネージャーが評価項目を作成、配布、レビュー、承認することを可能にする

ワークフローが組み込まれています。 

RSA Archer は、組織のオペレーショナル リスク管理プログラムの統合ポイントとして機能します。既知のリ

スクを視覚的に理解し、優先順位を付け、管理する機能によって、リソースがより効率的に使用されるので、

プログラムを拡張することも、リスク管理リソースを再導入することも可能になります。RSA Archer 
Operational Risk Management では、リスク管理活動に関する説明責任の明確化、第 1 防御ラインでのリ

スクの特定および評価、損失イベントの評価/承認/対処、主要リスク指標の活用、未解決問題の管理を行う

ことが容易になります。RSA Archer を利用することで、往々にして縦割りになっているリスク リポジトリに格

「RSA Archer GRC を当社のリスク ガバ

ナンス ソリューションの信用に足る基盤と

して選択したことに満足しています。この

柔軟性によって、経営幹部からの要望に

迅速に応えることができるようになりまし
た。同時に、ユーザー フレンドリーなプ

ラットフォームを構築して、社内文化の変

化を推進する際にエンド ユーザーへの影

響を抑えることが可能になりました。」 
 

企業リスク マネージャー 
T-Systems LTD： 



 

納されるデータを統合し、組織全体で一貫したリスクの特定、評価、数値化、対処、監視を行うことができま

す。 

まとめ 
RSA Archerは、組織のオペレーショナル リスク管理プログラムの統合ポイントとして機能するもので、既知

のリスクをビジュアル化して理解を助け、優先順位をつけて管理し、さらにプログラムを拡張することを可能

にします。RSA Archerオペレーショナル リスク管理によって組織では、リスク インテリジェンスを利用する
ことで、悪影響のあるイベント、オポチュニティの損失、予想外の出来事が発生する可能性を軽減し、最大

限のパフォーマンスを引き出すことができます。 
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