
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アリアンツ・リスクバロメーター 
2020年トップビジネスリスク 
102ヶ国・地域の2,700人を超えるリスクマネジメント

の専門家が考える2020年の企業にとっての最大の脅威

とは 
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Allianz Global Corporate & Specialtyについて 
 
Allianz Global Corporate＆Specialty（AGCS）は、グローバルに展開する企業向損害保険会

社であり、Allianz Groupの重要な事業部門の一つです。当社では、12の商品部門が幅広い商

業的リスク、企業リスク、特殊リスクに対するリスクコンサルティングサービス、損害保険

ソリューション、代替的リスク移転サービスを提供しています。 
 
当社の顧客は、Fortune Global 500企業から小規模の事業に至るまで、きわめて多様で、その

中には世界最大の消費者ブランド、テクノロジー企業、世界規模の航空産業や海運業だけで

なく、ワイナリー、衛星事業者、さらにはハリウッドの映画制作会社なども含まれます。ダ

イナミックで多国籍化するビジネス環境において、AGCSでは大規模かつ複雑なリスクに対

する有効な解決策のご提案や事故発生時のプロフェッショナルな対応を通して、お客さまか

ら信頼をいただいております。 
 
AGCSは従業員4,400名以上が勤務、世界33ヶ国に拠点を有し、アリアンツグループのネット

ワークやパートナーを介して200を超える国や地域でサービスを提供しています。アリアン

ツグループの最大の損害保険会社のひとつとして堅固かつ安定した財務格付けに支えられて

おり、AGCSの2018年のグロス保険料は82億ユーロに上ります。 
 
www.agcs.allianz.com/about-us/about-agcs.html 
 
 
  



3 

 
 

分析方法 
 
第9回となる今回のアリアンツ・リスクバロメータ

ーは、102ヶ国・地域の2,718人という過去最多の回

答者の知見を取りまとめたレポートです。この年

次企業リスク調査は、アリアンツのお客さま（グロ

ーバルに事業展開する企業）、ブローカー、および

各種業界団体を対象に行ったもので、さらに、

Allianz Global Corporate & Specialty（AGCS）をは

じめとするアリアンツグループ会社のリスクコン

サルタント、アンダーライター、上級マネジャー、

およびクレーム専任者も調査に参加しています。 
 

回答者への調査は2019年10月から11月にかけて

実施し、大企業をはじめ中小企業も調査対象とし

ています。回答者には特に知見の深い業界を選択

していただき、各業種について最大3つの最重要リ

スクを挙げていただきました。 
 

回答は大企業（年間収益5億ユーロ超）に関するも

のが大半で（1,348件、50%）、中規模企業（年間

収益 2.5億～5億ユーロ）については521件（19%）、

小規模企業（2.5億ユーロ未満）については849件
（31%）の回答が寄せられています。また、22業種

のリスク専門家が参加しています。 
 

アリアンツ・リスクバロメーターにおけるランキ

ングの変化は、パーセンテージの前年比ではなく、

ランキングの前年比によって決定されています。 
 

通貨表記は特に記載のないかぎり米ドルとしまし

た。 
 

 地域、国、業種ごとのすべてのリスクデータは

こちら 
 
 
 

回答者数：2,718 
 
 
 

国数：102 
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リスクバロメーター2020 年の全ランキン

グはこちら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019: 37% (2) 
 
サイバーインシデント 
（例：サイバー犯罪、IT 障害／機能停止、データ

漏洩、罰金、罰則） 

2019: 37% (1) 
 
事業中断 
（サプライチェーンの混乱を含む） 

 
 
 
 
凡例 

2019年よりもリスクが高い 
2019年よりもリスクが低い 
2019年から変化なし  

（1）2019年リスクランキング 
 
 
出典： 
Allianz Global Corporate & Specialty 
数字は、2,718人の回答者から寄せられた

全調査回答数の中で回答者が選んだリス

クの数をパーセンテージで表したもので

す。 
 
また、回答者は業種ごとにリスクを最大で

3つまで選択可能であることから、 数字を

合算しても100%とはなりません。 
 
アリアンツ・リスクバロメーターにおける

ランキングの変化は、パーセンテージの前

年比ではなく、ランキングの前年比によっ

て決定されています。 
 
1 自然災害は、回答数では市場動向を上

回る。 
 
 

2019: 27% (4) 
 
法規制変化 
（例：貿易戦争や関税、経済制裁、保護主

義、Brexit、ユーロゾーン解体） 

2019: 28% (3) 
 
自然災害 1 
（例：暴風雨、洪水、地震） 

1 39% 

2 37% 

3 27% 

4 21% 
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5 21% 6 20% 

9 13% 

8 15% 

7 17% 

10 11% 

グローバル 
ビジネスリスクトップ10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
2019: 23% (5) 
 
市場動向 
（例：ボラティリティ、競争の激化／新規参

入者、M&A、市場停滞、市場変動） 

2019: 19% (6) 
 
火災／爆発 

2019: 13% (8) 
 

気候変動 
／天候の不安定化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019: 13% (9) 
 
レピュテーション・ブランド

価値の喪失 

2019: 19% (7) 
 
新技術 
(例： 人工知能、自律運転車、3D プリンティ

ング、IoT、ナノテクノロジー、ブロックチェ

ーンなどの影響） 

NEW 
 

マクロ経済の動向 
（例：金融政策、緊縮財政、商品価格の上

昇、デフレ、インフレ） 
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アリアンツ・リスクバロメーター 2020： 
世界各国のビジネスリスク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 オーストラリア  ブラジル  カナダ 

 法規制変化■  事業中断▲  事業中断■ 

 サイバーインシデント▲  サイバーインシデント▼  サイバーインシデント■ 

 気候変動▲  火災／爆発▲  法規制変化▲ 
   
「前例のない数の大規模森林火災がオースト
リアの複数の州で発生しており、大きなニュー
スとなっています。気候変動に一部起因すると
される気温上昇と極度の乾燥で拍車がかかっ
たこれらの火災は、財物損害を引き起こしてい
るだけでなく、煙によって空気の質が有害なレ
ベルにまで達し、それにより事業中断が引き起
こされる可能性もあります。人々の意識の高ま
りと、マイナス影響を直接体験していることを
考えると、オーストラリアで気候変動が今回初
めてトップ3に挙がっていることは不思議なこ
とではありません」。 
JAMES STACK（CEO, AGCS AUSTRALIA） 

「今年は事業中断がサイバーインシデントを上
回っているという事実は、ブラジル企業が緊急
時対応計画と復旧計画の策定に取り組み、リス
クも低減する必要が依然としてあることを反映
しています。事業中断クレームは他のクレーム
の引き金となることもあり、損害が飛躍的に増
えることも考えられます」。  
GLAUCIA SMITHSON（CEO, AGCS SOUTH 
AMERICA） 

「予想通り、BIとサイバーインシデントは、今
年もカナダの企業にとって大きなリスクとな
っています。法規制変化は、回答者の3分の1近
くがトップリスクとしたことで、第3位と大幅
に順位を上げています。貿易戦争、関税、経済
制裁、保護主義的な動きが繰り広げられる中、
企業は市場が今後不安定化するのではないか
との懸念を強めています。今日のリスクとエク
スポージャーを理解し、この不確実性のマネジ
メントに役立つ相応のソリューションを見つ
けていくためには、アンダーライターが適切な
質問を行い、判断ができるようにする必要があ
ります」。 
LINDA REGNER DYKEMAN（CHIEF AGENT, 
AGCS CANADA） 

 

 中国  フランス  ドイツ 

 事業中断■  サイバーインシデント■  事業中断■ 

 自然災害■  事業中断■  サイバーインシデント■ 

 サイバーインシデント▲  火災／爆発■  法規制変化■ 
   
「中国は早期の完全解決の見通しのつかない
米国との貿易戦争に突入しています。中国のリ
スクマネジャーは、関税に関する発表が予測不
可能であり、そのため今後に向けた正確な計画
作りが難しくなっていることから、今年も最上
位のリスクとして事業中断を挙げています。注
目すべき点として、非従来的なリスクの重大性
に対する認識を企業が高めるなか、サイバーが
初めてトップ3に入っています」。 
PATRICK ZENG（CEO, AGCS HONG KONG 
AND GREATER CHINA） 

「フランスの企業にとって大きな懸念事項とな
っているのは、今年もサイバーインシデント、
事業中断、そして火災／爆発です。一方で、政
治リスク／暴力にも注目が集まり、リスクトッ
プ10に新たに加わっていますが、「黄色いベス
ト」運動や最近のストライキなどによりフラン
スの経済や企業に影響が及んでいることを考え
れば、これも不思議なことではありません。  
CORINNE CIPIÈRE（CEO, AGCS FRANCE） 

「事業中断の原因はますます多様化しており、
火災やサイバーインシデントにとどまらず、一
部の国では政情不安による事業中断も発生し
ています。とりわけ、ドイツの自動車産業など、
サプライヤーへの依存度の高い企業では、グロ
ーバルな繋がりや依存関係の影響を受けるよ
うになっています。だからこそ、今日はすべて
の企業が、事業中断を防止する最善の対策を見
つけるだけでなく、発生した場合の影響を減ら
す最善の方策も見つける必要があります」。  
HANS-JÖRG MAUTHE （ CEO, AGCS 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE） 

これらの画像は、一部選択した国におけるビジネスリスクトップ 3 を示したものです。 
出典：Allianz Global Corporate & Specialty 
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 国、地域、および業種別の全リスクデータはこちら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 イタリア  シンガポール  南アフリカ 

 事業中断■  事業中断■  サイバーインシデント▲ 

 サイバーインシデント■  サイバーインシデント■  事業中断▼ 

 
レピュテーション・ブランド価

値の喪失▲  法規制変化▲  法規制変化■ 
   
「レピュテーション・ブランド価値の喪失
は重大な懸念事項になっており、イタリア
のリスクトップ3に初めて挙がりました。
とはいえ、イタリア企業が引き続き注目す
る最大の脅威は、事業中断とサイバーイン
シデントとなっています」。 
NICOLA MANCINO（CEO, AGCS ITALY） 

「シンガポールでは、企業が米中間などで貿
易紛争が続く不安定な経済環境下での運営
を余儀なくされていること、そしてBrexitの
最終的な形態を巡る不確実性などから信頼
が揺らいでいることを反映して、シンガポー
ル企業にとってのビジネスリスクトップ3に
法規制変化が初めて挙がっています。毎年上
位に挙がっている事業中断とサイバーイン
シデントは、現地のリスクマネジャーを現在
も悩ませており、昨年発生したサプライチェ
ーンの大規模混乱や重大なデータ漏洩事案
を受けて、シンガポール企業にとってのリス
クの1位と2位の位置を今年も保っています。  
MARK MITCHELL （ CEO, AGCS ASIA-
PACIFIC） 

「サイバーインシデントが地域のリスクとして
は2位に、南アフリカでは最上位に順位を上げる
一方で、各企業は法規制変化への懸念も強めてお
り、このリスクが今年も3位に挙がっています。 
南アフリカの上位リスクは、グローバルなリスク
のトップ3と一致しており、アフリカ企業が世界
各国の企業と同様の懸念を抱いていることを示
しています。アフリカ大陸のリスクとして2019年
には5位に挙がっていた事業中断が、今年は最上
位に挙がってきていることからは、アフリカ全体
の企業も事業中断にますます懸念を抱くように
なってきていることが分かります。事業中断リス
クはまた、タンザニア（1位）、ナイジェリア（3
位）、南アフリカ（2位）、カメルーン（2位）の
各国でリスクのトップ3に挙がっています」。 
THUSANG MAHLANGU（CEO, AGCS AFRICA） 

 

 スペイン  米国  英国 

 サイバーインシデント▲  サイバーインシデント▲  サイバーインシデント■ 

 事業中断▼  事業中断▼  法規制変化▼ 

 自然災害■  自然災害■  事業中断■ 
   
「世界各国で発生する大規模サイバー攻撃
の件数、そしてスペイン企業に影響を与え
るランサムウェア事件が増加してきている
ことにより、スペインではサイバーインシ
デントに対する意識が高まり、調査開始以
来初めてリスクの最上位に挙がっていま
す。2019年はまた、スペインが厳しい熱波
や洪水被害に見回れた年でもあり、自然災
害に対するスペイン企業の懸念がさらに高
まり、今年もリスクのトップ3に挙がって
います」。 
JUAN MANUEL NEGRO（CEO, AGCS 
SPAIN） 

「米国ではサイバーインシデントがリスク
のトップに挙げられており、これは特段驚
くことではありません。ここ何年もの間、接
続性の向上と攻撃の高度化によりインシデ
ントの頻度と重大度が高まっています。サ
イバー保険契約の大半が米国で契約されて
いることを考えると、このリスクは保険業
界全体の方向性を今後も左右するととも
に、サイレントサイバーリスクに関するポ
ートフォリオの再検証を促すことになりま
す」。 
BILL SCALDAFERRI（CEO, AGCS NORTH 
AMERICA） 

「サイバーインシデントは増加しており、英
国での調査ではこの状況を正確に反映して
最上位のリスクとなっています。Brexitなど
の法改正に関する不確実性は現在も続いて
おり、多くの企業経営陣のトップアジェンダ
となっていますが、AGCSではお客さまが直
面するこれ以外の多くのビジネスリスクを
軽減することを目指し、新たな革新的な方策
についての検討を進めています」。 
TRACEY HUNT（DEPUTY CEO, AGCS UK） 
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エクゼクティブ 
サマリー 
 
 
 
リスクマネジメント専門家が挙げるトップ10リスク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 IBM Security、

Ponemon：「データ
漏洩のコスト2019年
レポート」（Cost Of 
A Data Breach Report 
2019） 

サイバーインシデントは、100を超える国・地
域で、これまでで最大となる2,700人超のリス
クマネジメント専門家の回答の39％を占め、
世界各国企業の最大の脅威としてアリアンツ・
リスクバロメーターでランキングされました。
7年前、サイバーリスクという回答はわずか6%
にとどまり、順位も15位でした。企業がデータ
やITシステムへの依存度を高め、世間を騒がす
事案が複数発生していることを背景に、サイバ
ーリスクに対する認識は近年急速に高まって
います。 
 
企業は、より大規模でコスト負担の大きいデー
タ漏洩、ランサムウェアやビジネスメール詐欺
（なりすまし）事案の増加、さらには事案発生
後の訴訟の可能性の高まりなど、ますます多く
のサイバー関連の課題に直面するようになっ
ています。また、国家間の政治的闘争がサイバ
ー空間での争いに発展してリスクの複雑さが
増し、その一方で企業合併の分野では、M&Aが
成功裏に執り行われた場合でもシステム上の
問題が後日発生する可能性があります。 11
ページ 
 
アリアンツ・リスクバロメーターの回答者に
よると、サイバーインシデントの主な原因はデ
ータ漏洩となっています。そして、企業がこれ
まで以上に大量の個人データを集めて利用す
るようになっていることから、データ漏洩事案
はますます大規模化し、コスト負担も増大して
きています。大規模漏洩（100万件以上のデー
タが関わるもの）への対処にかかる平均コスト
は現在、前年比8％増の4,200万ドル1 となって
おり、5,000万件を超える漏洩の場合の平均コ
ストは、11％増の3億8,800万ドルとなってい
ます。また、データ保護法とプライバシー規制、
および事案発生後の罰則の範囲や地理的な管
轄範囲も拡大しています。英国では、規制当局
が1億ポンド（1億3,000万ドル）の罰金を課し
た事案が2019年7月だけで2件も発生していま
す。2018年にヨーロッパで施行された一般デ
ー タ 保 護 規 則 （ GDPR ＝ General Data 
Protection Regulation）により、2020年にはさ
らなる罰金の波が押し寄せる可能性が高いと
考えられます。同規則施行後の最初の9か月間
で20万件を超える事案がすでに報告されてい
ます。 

一方、訴訟によるコストへの影響も出始めてお
り、消費者や投資家による集団訴訟の引き金と
なった大規模侵害事案がいくつか発生してい
ます。たとえば、2017年に起きたEquifax社の
大規模漏洩では、2019年7月に7億ドルで和解
に至っています。 
 
ランサムウェア攻撃はさらに深刻化してきて
おり、多くの大企業が高度化した攻撃の標的と
なって多額の身代金を要求されるようになっ
ています。身代金は5年前であれば数万ドル程
度が一般的でしたが、今では数百万ドル単位に
まで上がっています。工業や製造企業が標的と
されるケースも増えてきていますが、損害額で
は、ITシステムやデータを生命線とする法律事
務所、コンサルタント業、建築業が上位を占め
ています。なりすまし攻撃の頻度も高まってい
ます。企業の従業員を騙してログイン認証情報
を入手したり、不正な取引を行わせるなどのソ
ーシャル・エンジニアリングやフィッシング・
メールを使ったこのような事件では、FBIによ
ると2016年から現在に至るまで、全世界で260
億ドルもの損害が発生しています。 12ペー
ジ 
 
サイバーリスクはまた、いくつかの大規模デー
タ漏洩事件を受けて、M&Aの分野でも重要な
テーマとなっています。ホテルチェーンの
Marriott社で2018年に発生した漏洩事件は、
2016年に同社が買収したStarwoodホテルグル
ープでの2014年の侵入事件に端を発したもの
でした。高度な保護対策を導入している企業で
あっても、以前から脆弱性のある企業を買収す
ればリスクにさらされることになり、買収をし
た企業が合併以前の事件について賠償責任を
問われることも考えられます。M&Aを行う企
業は、潜在的なサイバー脆弱性やリスクに関す
る検証を、今よりも高い優先事項として位置づ
ける必要があります。 13ページ 
 
国家のサイバー攻撃への関与も企業のリスク
を増大させることになります。それは企業の知
的財産目当て、または混乱や物理的損害を引き
起こすことを目的とする集団の標的となる可
能性があるからです。中東での緊張の高まりを
背景に、国際海運業者がペルシャ湾で攻撃を受
けています。石油やガス施設にも影響が出てい
ます。 
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エクゼクティブサマリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サイバーリスクを軽減するうえで最も効果的

な対策は準備と教育であり、これにより攻撃の

影響を大幅に減らすことができます。事案の多

くはヒューマンエラーが原因であり、特にフィ

ッシングやなりすましといった一般的な攻撃

形態の場合、教育によって軽減することが可能

です。教育はランサムウェア攻撃の軽減にも役

立ちますが、安全なバックアップをとっておく

ことで損害を抑えることができます。事業回復

力と継続性を確保するための計画も重要です

が、事案対応計画をテストし、定期的に再検証

する必要もあります。 
 

7年にわたりトップにランキングされてきた

事業中断（BI）ですが、今回のアリアンツ・リ

スクバロメーターでは2位に順位を下げてい

ます（回答の37%）。とはいえ、火災や自然災

害といった従来的な原因（火災による事業中断

クレームの平均保険支払額は580万ユーロ

［670万ドル］で、火災に付随する財物損害の

それより45％上回っている2）に加え、デジタ

ル・サプライチェーンやデジタル・プラットフ

ォームにおける技術的な問題、さらには社会不

安など、新たな原因による事業中断の大規模化

と複雑化の傾向には衰えは見られません。 
14ページ 
 

顧客やサプライヤーで発生した事案により企

業が損害を被るサプライチェーンの中断（CBI）
は、10年前はおろか、5年前よりもはるかに大

規模化し、範囲も広がってきており、複数の企

業や国家に影響を与えるケースも出ています。

自動車や医薬品といった産業では、高度に効率

化されたサプライチェーンを世界規模で展開

していますが、これにより大規模なBIやCBI事
案に対する脆弱性も高まる結果となっていま

す。さらに、他の産業もこのようなサプライチ

ェーンを模したものを構築し始めています。 
 

企業はまた、暴動や社会不安、テロ攻撃などの

政治的リスクによる直接的・間接的な影響にも

ますますさらされるようになっており、大きな

混乱を招きかねない状況となっています。過去

1年の間に、香港、チリ、フランス、ボリビア、

コロンビアなどで社会不安が拡大し、多くの企

業で財物損害、事業中断、そして収益の損失な

どの損害が出ています。2019年10月に始まっ

たチリの抗議デモでは、何百軒ものスーパーマ

ーケットで略奪や放火が起こっています。損害

額は現在のところ約30億ドルに上っており、

依然多くの事業者が何ヶ月にもわたって事業

が再開できない状況にあります。香港では、長

引く社会不安により観光客が前年比で40％減

少しています。この他にもこのような事案によ

る影響として、安全上の理由から従業員が職場

に出勤することができず、多くの業種で生産停

止に追い込まれてしまう可能性があります。保

険業界では、こうした混乱の影響を軽減するこ

とを目的とした政治的暴力や暴動のリスクを

担保する専用保険への加入が増えています。 
15ページ 
 

また今後は、異常気象により水道や電力といっ

たリソースが使えなくなるなどの混乱に企業

が見舞われるリスクも高まっていくものと考

えられます。2018年にはライン川の一部で水

位が下がって航行が不能となったことで、メー

カー数社が生産の中断に追い込まれています。

事業中断が軽減策によって引き起こされるこ

ともあります。たとえば、2019年のカリフォル

ニア州の干ばつの際には、森林火災のリスクを

軽減するために電力会社が計画停電を実施し

ています。また、一部の業種では、最新の食品

サプライチェーンでの主要原料の供給の継続

性について懸念が高まっています。食品／飲料

セクターでは、2018年夏の需要ピーク時に二

酸化炭素ガスが不足して混乱が生じました。近

年の干ばつ、熱波、洪水などでは、野菜、小麦、

牛乳の収量に影響が出て、これにより食品メー

カーや小売業者への供給に影響が出ました。大

企業は、増加する事業中断シナリオから収益を

守るために、よりカスタマイズされた保険ソリ

ューションをますます求めるようになってい

ます。 16ページ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Allianz Global 

Corporate＆
Specialty、2013年7月
から2018年7月にかけ
て、財物損害と事業
中断の両方の要素が
関わる1,175件の企業
保険クレームの分析
に基づく。 
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3 Climate 

Transparency：「ブ
ラウンからグリーン
へ ― G20諸国の純ゼ
ロ排出経済への移行
2019」（Brown To 
Green, The G20 
Transition Towards A 
Net-Zero Emissions 
Economy 2019） 

法規制変化（第3位、27%）について、企業は

昨年よりも懸念を強めており、初めてトップ3
に登場しています。2019年だけでも約1,300の
新たな貿易障壁が設けられるなか、回答者は関

税、制裁、Brexit、保護主義を重要な懸念材料

として挙げています。2020年にはヨーロッパ

で「情勢を一変させる」EUの持続可能性関連

規制が導入されるなど、企業はいろいろな大き

い課題に直面することになります。企業や投資

家は、ビジネスパートナーを選ぶ際に持続可能

性の認定などをますます検討するようになっ

ています。 17ページ 
 
2019年の大見出しとなった災害としては、ア

ジアの壊滅的な台風やオーストラリアの記録

的な森林火災などがありました。とはいえ、自

然災害による経済損失は実際には前年比20％
減の約1,300億ドルにまで減少しており、これ

によりこの脅威が初めて世界のリスクトップ

3から漏れる結果となっています（第4位、

21％）。一方、気候変動（第7位、17％）は、

アリアンツ・リスクバロメーター史上最高位

にまで上昇しています。地球温暖化は世界各国

で激しい災害を引き起こし、市民や企業を脅か

しています。海水面の上昇、これまで以上に乾

燥した干ばつ、激しさを増す暴風雨、大規模な

洪水などは、工場などの資産をはじめ、サプラ

イチェーンを結び付ける輸送やエネルギーな

どの繋がりを脅かし、企業にとっては物理的な

脅威となります。回答者によれば、企業が最も

恐れるリスクは物理的損害の増大であり、コス

トの高まりはすでに顕著になっています。気象

関連の洪水被害事案の件数は1980年の3倍か

ら 4 倍 に ま で 増 え て い ま す 。 Climate 
Transparencyの推定では、G20国だけをとって

も異常気象関連による死者数は毎年16,000人
に上り、経済的影響は1,420億ドルに達すると

しています3 。 18ページ 
 
業務面で気候変動に適切に対処しない場合、批

判、レピュテーションの低下、規制や法的措置

などを招く場面が増えることになると企業は

気付き始めています。気候変動関連の新たな法

律が世界各国で毎年約1,500ほど施行されてい

ると推定されますが、企業が圧力を受けるのは

政府や規制当局からだけではありません。企業

に対する気候変動関連の市民活動は、特にヨー

ロッパで高まってきており、企業経営陣は投資

家やその他のステークホルダーからますます

説明を求められるようになっています。 
 
気候変動リスクの開示を怠ったことが訴訟の

対象となることが今後さらに増えていきます。

現在までに世界の30ヶ国以上で気候変動関連

の訴訟がすでに起こされており、その7割以上

は米国で起こされたものです。訴訟の多くは、

化石燃料の積極的な生産者である「カーボンメ

ジャー」を標的としたものですが、アグリビジ

ネス、製造業、輸送など、炭素排出量の多い他

の産業にも拡大していくものと考えられます。

気候変動に対処するには、是正措置と投資が必

要ですが、一方で再生可能エネルギー、レアア

ース採掘、バッテリー生産などの新たなビジネ

スモデルや市場といったビジネスチャンスを

もたらすものでもあります。 19ページ 
 
市場動向（第5位、21％）と火災／爆発（第6位、

20％）のランキングは2019年から変わってい

ません。18ページ 
 
そんな中、レピュテーション・ブランド価値の

喪失も、アリアンツ・リスクバロメーターでの

順位を前年から上げています（第8位、15％）。

レピュテーションが関連する企業不祥事の原

因となるシナリオは増え続けています。ソーシ

ャルメディアの登場後、レピュテーション事案

の株価への影響は2倍に高まっていると考え

られています。依然として多くの企業では、レ

ピュテーションの危機から身を守るための対

策が不十分です。効果的な計画が必須となって

きており、専門家による対応があるかないかで

事態が違ってくることもあります。保険もまた、

純営業利益への打撃から会社を守り、ブランド

価値回復に向けたコンサル費用などの負担、そ

して365日24時間体制のレピュテーション危

機対応などのソリューションを提供すること

で、無形のリスクに対して具体的な支援を提供

することができます。22ページ 
 
人工知能（AI）などの新技術（第9位、13％）

は企業に大きなビジネスチャンスをもたらし

ます。保険業界では、AIの利用により取引のプ

ロセスを改善することができ、すでに多くの利

点が見られます。お客さまのニーズをより正確

に特定することができ、保険証券の発行やクレ

ーム処理をより迅速に、低コストで行え、事業

中断、サイバーセキュリティーリスク、マクロ

経済危機など、重大な企業リスクの予測をより

正確に行うことができます。しかし、新技術に

はリスクも伴います。アリアンツ・リスクバロ

メーターの回答者によれば、AIとデジタル・プ

ラットフォームの利用率の増加は、将来的には

最もリスクの可能性をはらむイノベーション

でもあるのです。AIの場合、透明性や人間の監

視が欠如することから、予測不可能な結果が生

じ、複雑な責任問題に発展する可能性がありま

す。デジタル・プラットフォームの場合は、技

術的な不具合やサイバー事故などによりプラ

ットフォームが利用できなくなり、それに依存

する企業がサービスや製品を提供できなくな

った場合、複数の企業で数億ドル以上の損害が

発生する可能性もあります。 22ページ 
 
マクロ経済の動向は、2020 年に新たにトップ

10 に登場したリスクで（第 10 位、11％）、

その背景には民間部門において世界的な景気

後退と債務の蓄積が ―特に米国と中国で ― 
起きていることに対する企業の懸念がありま

す。 23 ページ 
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サイバーインシデント 
（例：サイバー犯罪、IT障害／機能停止、データ漏洩、罰金、罰則） 

 
規模も損害額も拡大を続けるデータ漏洩、ランサムウェア攻撃の増加、そして事案発生後

の訴訟の可能性の高まりなど、企業が多くの課題に直面するなか、サイバーリスクが初め

てアリアンツ・リスクバロメーターの最上位にランキングされました。また、国家間の政

治的な問題がサイバー空間での争いに発展すればこのリスクは高まります。さらに企業

合併の分野では、M&Aが成功裏に執り行われた場合でも予期せぬ問題が後に発生するこ

とがあります。 
 
これまでのランキング

（回答の割合とランキン

グ位置）： 
2018年 2位（40%）  
2017年 3位（30%）  
2016年 3位（28%）  
2015年 5位（17%） 
 
次の国で最上位リスク： 
 オーストリア 
 ベルギー  
 フランス  
 インド  
 マレーシア  
 南アフリカ  
 韓国  
 スペイン  
 スウェーデン  
 スイス  
 英国 
 米国 
 
次のセクターで最上位リ

スク： 

 航空 

 金融サービス 

 政府／公益事業 

 専門職サービス 

 テクノロジー 

 電気通信 

2020年のアリアンツ・リスクバロメーターで
は、サイバーインシデントが最重要のビジネス
リスクとしてランキングされました（回答の
39％）。2013年にはこのリスクが順位として
は15位、回答の6%にとどまっていたことを見
れば、企業がデータやITシステムへの依存度を
高めてきたことを背景にサイバーリスクに対
する認識が急速に高まってきていることは明
確です。サイバーリスクは進化を続けています。
ランサムウェア攻撃が大幅に増えてきている
ことも手伝って、企業が損害に見舞われる頻度
が高まっています。全体として、サイバー攻撃
が高度化し、標的も絞り込まれているうえに、
攻撃側の身代金要求も百万ドル単位にまで上
昇しています。 
「サイバーインシデントのコストは全体的に
上昇していますが、これは複雑さの高まり、規
制の強化、データや基幹システムの喪失で企業
が受ける被害によるものです」 と話すのは
Marek Stanislawski（Deputy Global Head of 
Cyber, AGCS）です。「データ保護やプライバ
シー関連の規制範囲と地理的な管轄範囲が拡
大し、集団訴訟への対応コストにより、特に大
規模データ漏洩に伴うコスト負担は増え続け
ています。更に漏洩事案が大規模な事業中断を
伴う場合損害額も一般的に大きくなります」。
（14ページ参照） 
 
 

最近の傾向 
データ漏洩は大規模化、損害額も増大 
 
企業がこれまで以上に大量の個人データを集
めて利用するようになっていることから、デー
タ漏洩事案はますます大規模化し、コスト負担
も増大しています。特に、いわゆる大規模デー
タ漏洩（100万件以上のレコードが関わるもの）
の頻度が増し、損害額も増大しています。2019
年7月、銀行セクターで過去最大規模の漏洩に
見舞われたCapital One社では、およそ1億人の
顧客に影響が出たことを公表しています。しか
し、この漏洩も近年としては決して最大規模の
ものではありません。 
 
2018 年のホテルグループ Marriott 社と、2017
年の信用スコア機関 Equifax 社でのデータ漏
洩は、それぞれ 3 億人超と 1 億 4000 万人超の
顧客の個人データが関わっていたと報告され
ています。両社とも、複数の司法管轄区で多数
の訴訟と規制措置への対応を迫られ、英国のデ
ータ保護規制当局は、Marriott 社にこの漏洩に
関して 1 億ユーロ（1 億 3000 万ドル）の罰金
を科す方針であり、これは EU の新しいプライ
バシー法施行後の最大の罰金の一つになりま
す。 

ランサムウェア攻撃により増え続ける損害 1. サイバーインシデント 

1 
39％▲2019:2 位 (37%) 
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1  欧州データ保護会

議：GDPRの実施及び
各国監督当局の役割
と手段に関する概要
第一版（European 
Data Protection 
Board：First 
Overview On The 
Implementation Of 
The GDPR And The 
Roles And Means Of 
The National 
Supervisory 
Authorities） 

2 IBM Security、
Ponemon：「データ
漏洩のコスト2019年
レポート」（Cost Of 
A Data Breach Report 
2019） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同月の2019年7月には、British Airways社が50
万人の顧客に影響を与えた2018年のデータ漏
洩に対して183百万ポンド（240百万ドル）の
仮罰金を課されています。 
 
2018年にヨーロッパで施行された一般データ
保護規則（GDPR＝General Data Protection 
Regulation）により、2020年にはおそらく罰金
処分がさらに増えることになります。欧州デー
タ保護会議（EDPB）では、GDPR実施後の最
初の9ヶ月間に31ヶ国で報告された206,326の
案件のうち、各国のデータ保護当局では50%し
か解決できていないとする予備報告書 1 を公
表しています。上記のように、規制当局が未処
理案件の処理を進めるにつれて、より多額の罰
金がさらに多く記録されるようになっていま
す。 
 
Ponemon Instituteによれば、大規模漏洩による
平均コスト負担は現在、2018年比で約8%増の
4200万ドル2 に上ります。データ数が5,000万
件を超える漏洩の場合、コストは3億8,800万
ドルに上ると推定されます（2018年比11％増）。 
 
 
最近の傾向 
ランサムウェア攻撃による損害が増加 
 
EUの警察機関であるEuropolによると、ランサ
ムウェアはサイバー犯罪のなかでも最大の脅
威となっています。 
 
すでに高頻度で発生しているこれらの攻撃は、
さらに深刻化しており、多くの大企業が高度化
した攻撃の標的となって多額の身代金を要求
されるようになっています。「ランサムウェア
攻撃での身代金は5年前であれば数万ドル程
度が一般的でしたが、今では数百万ドル単位に

なることもあります」とStanislawskiは話しま
す。 
 
特に製品やサービスを提供するうえでデータ
に依存する組織にとっては、このような攻撃は
壊滅的な影響を引き起こす可能性があります。
また、身代金要求は全体像の一端に過ぎません。
ランサムウェア攻撃で損害が最も大きくなる
のは事業中断で、ときとして個人データの窃盗
など、真の目的の煙幕としてランサムウェアが
利用されるケースもあります。工業や製造企業
が標的とされるケースも増えてきていますが、
損害額では、ITシステムやデータを生命線とす
る法律事務所、コンサルタント業、建築業が上
位を占めています。 
 
また、Ryukマルウェアなどを利用した事案は、
近年のサイバー保険クレーム増加の大きな要
因として浮上しています。架空の漫画キャラク
ターにちなんで名付けられたこのマルウェア
は、2018年8月に初めて報告され、世界各国の
複数の大企業、病院、地方自治体に対する攻撃
に利用されました。 
 
最近の傾向 
ビジネスメール詐欺（BEC）攻撃による詐欺損
害が数10億ドル規模に 
 
ビジネスメール詐欺（BEC）攻撃、いわゆる「な
りすまし」攻撃の頻度も高まっています。米国
のFBIによると、BEC事件による全世界での損
害額は2016年以降、少なくとも260億ドルに上
ります。 
 
これらの攻撃は通常、ソーシャル・エンジニア
リングやフィッシング・メールを使って、企業
の従業員や上級管理職を騙してログイン認証
情報を入手したり、不正な取引を行わせるとい
うものです。 
 
最近の傾向 
高まる訴訟の可能性 
 
今日、大規模データ漏洩が規制措置の引き金と
なるケースが多々ありますが、それに加え、漏
洩の影響を受けた消費者、提携企業、投資家か
ら訴訟を起こされることもあります。そうした
場合、訴訟費用により大幅にコスト負担が増え
ることもあります。 
 
米国におけるデータ漏洩訴訟のあり方は現在
進行形で変化を続けており、消費者や投資家に
よる集団訴訟の引き金となった大規模漏洩が
いくつも発生しています。たとえば、2017年に
起きたEquifax社の大規模漏洩では、2019年7
月に7億ドルで和解に至っています。米国の司
法では「法的地位」（原告に訴訟を起こす権利
があるかどうか）の問題が議論されてきました
が、傾向としては原告に有利に推移しているよ
うです。法律や規制の変更によってデータ漏洩
に対する補償の円滑化が進む可能性もありま
す。たとえば、カリフォルニア州の消費者プラ
イバシー法には、米国では初めて消費者が企業
を訴えるためのメカニズムが規定されており、
データ漏洩に対する法定損害賠償金が定めら
れています。 

アリアンツ・リスクバロメーター2020 

77% 62% 42% 

サイバーインシデントの主な原因は？ 
 
 
 
 
 

1.データやセキュリテ

ィの侵害（例：個人情

報／機密情報へのアク

セスや削除） 

2.スパイ行為、ハッカ

ー攻撃、ランサムウェ

ア、サービス妨害 

3.従業員による 
間違いやミス 

「機密データの入ったノートパソコンの電車内への置き忘れから、顧客

リストの紛失に至るまで、あらゆる行為がデータ漏洩事案に発展する可

能性をはらんでいます」と話すのはMarek Stanislawski（Deputy Global 
Head of Cyber, AGCS）です。「単純なミスから、フィッシングやソーシ

ャル・エンジニアリングの被害者になってしまうケースに至るまで、従業

員が原因だったり、従業員が加担する侵害は50～90％に上ると推定され

ています。十分な教育を受けた、警戒を怠らない従業員を、企業のサイバ

ーセキュリティチームの延長とすることで、企業資産の防護体制をより

堅固にする一助とすることができます」。 

出典：Allianz Global Corporate & Specialty 
数字は、回答をした全参加者（1,071）の回答のパーセンテージを表したもの。また、

リスクは最大で 3 つまで選択可能であることから、 数字を合算しても 100%とはな

りません。 



世界各国のビジネスリスク 

13 

米国以外でも、多くの国が集団訴訟権の拡大を
進めています。たとえばヨーロッパでは、
GDPRにより、データやプライバシーを侵害さ
れた被害者が法的救済を求めやすくなってい
ます。 
 
さらに、原告の法律事務所や訴訟資金提供者が、
ヨーロッパと他地域でのデータ漏洩に対する
集団訴訟を起こすことを積極的に検討してい
ます。たとえば、British Airways社での2018年
のデータ漏洩について、最近になって英国裁判
所が集団訴訟を認めています。また、消費者団
体も、GDPRの解釈について異を唱え、争う姿
勢をみせています。 
 
最近の傾向 
M&Aからサイバー問題が生じる可能性も 
 
いくつかの大規模データ漏洩事件を受けて、合
併吸収（M＆A）の分野でもサイバーリスクが
重要テーマとして浮上しています。たとえば、
ホテルチェーンのMarriott社で2018年に発生
した漏洩事件は、2016年に同社が買収した
Starwoodホテルグループでの2014年の侵入事
件に端を発したものでした。 
 
高度な保護対策を導入している企業であって
も、サイバーセキュリティーの脆弱な企業や、
以前から脆弱性のある企業を買収すればリス
クにさらされることになります。買収をした企
業が合併以前の事件で生じた損害の賠償責任
を問われることも考えられます。 
 
突き詰めれば、M&Aのタイミングでこの分野
で相当の注意を払っている企業はそれほど多
くはないことから、M&Aを行う企業は潜在的
なサイバー脆弱性やリスクに関する検証を、今
よりも高い優先事項として位置づける必要が
あります。それと同時に、多くの企業が新たに
取得した会社のシステムの弱点への対処を、
M&A完了後、十分迅速に行ってはいないとい
う状況もあります。 
 
最近の傾向 
サイバースペースで展開される政治的ファク
ター 
 
国家のサイバー攻撃への関与も企業のリスク
を増大させています。それは企業が知的財産目
当て、または混乱や物理的損害を引き起こすこ
とを目的とする集団の標的となる可能性があ
るからです。たとえば、中東での緊張の高まり
を背景に、国際海運業はペルシャ湾でなりすま
し攻撃の標的となっており、石油やガス施設も
サイバー攻撃やランサムウェア攻撃を受けて
います。 
 
さらに、高度な攻撃手法やマルウェアがサイバ
ー犯罪者の手にも徐々に行き渡るようになっ
ていることが考えられ、その一方で国家の関与
によりハッカーへの資金提供が増加していま
す。企業が直接標的にされていない場合でも、
国家が支援するサイバー攻撃により付随的な
損害が発生することはあり得ます。たとえば、
2017年のNotPetyaマルウェア攻撃も主にウ
クライナを標的としたものでしたが、世界各地
に急速に広がっていきました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リスク軽減 
 
サイバーリスクを軽減するうえで最も効果的
な対策は準備と教育であり、これによりサイバ
ー事件発生の可能性や発生した場合の影響を
大幅に減らすことができます。事案の多くはヒ
ューマンエラーが原因ですが、特にフィッシン
グやビジネスメール詐欺といった一般的なサ
イバー攻撃形態の場合は、教育によって軽減す
ることが可能です。 
 
教育はランサムウェア攻撃の軽減にも役立ち
ますが、安全なバックアップをとっておくこと
で、このような攻撃で生じる損害を抑えること
ができます。事業回復力と継続性を確保するた
めの計画もサイバーインシデントの影響を軽
減するうえで重要ですが、事案対応計画をテス
ト、実行し、定期的に再検証する必要もありま
す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 サイバーリスクと

保険に関する詳細はこ

ちら 

1. サイバーインシデント 

サイバーリスクをマネージし、サイバー回復力を高める

ための最良のアプローチは？ 

サイバーリスクは、企業のリスクマネジメント全体
の一部であり、重要なビジネスリスクと見なしてい
る。 
 
脆弱性とリスクの継続的な評価、修正、そしてサイ
バー脅威に関するインテリジェンスの共有を通じ
て、システムのセキュリティと可用性を監視、測定。 

 
スタッフを対象とした定期的な情報セキュリティ
教育、意識向上やフィッシング対策キャンペーン。 

1 55% 

「サイバー保険への加入を、企業のサイバー回復力を強化する企業計

画の仕上げの要素の一つと考える必要があります」と話すのはMarek 
Stanislawski（Deputy Global Head of Cyber, AGCS）です。「他のあ

らゆる対策が不十分な状況では、保険が企業の回復を助ける重要な役

割を果たしますが、戦略的リスクマネジメントに取って代わるべきも

のではありません。従業員の意識向上、そしてシステムの更新と継続

的な監視に投資を行うことは、間違いなくあらゆる企業のサイバー 
to-doリストのトップに挙げられるべきです」。 
 
出典：Allianz Global Corporate & Specialty 
数字は、回答をした全参加者（1,071）の回答のパーセンテージを表したもの。

また、リスクは最大で 3 つまで選択可能であることから、 数字を合算しても

100%とはなりません。 

2 52% 

3 45% 
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事業中断 
（サプライチェーンの混乱を含む） 

 
火災や自然災害は事業中断による損害の最大の原因であり、事業中断による損害は付随

する財物損害より最大で45％も多くなることがあります。その一方で、デジタル・プラッ

トフォームやサプライチェーン、政治リスク、さらには環境的な要因など、これまでは珍

しいとされた引き金が企業にとってより大きな意味を持つようになっています。 
 
 

これまでのランキング 
（回答の割合とランキン

グ位置）： 
2018年 1位（42%）  
2017年 1位（37%）  
2016年 1位（38%）  
2015年 1位（46%） 
 
次の国で最上位リスク 
 オーストリア 
 ブラジル  
 カナダ  
 中国  
 コロンビア  
 ドイツ  
 インドネシア  
 イタリア  
 マレーシア  
 オランダ  
 フィリピン  
 ポーランド  
 シンガポール  
 タンザニア 
 
次のセクターで最上位リ

スク： 

 化学薬品、医薬品、

バイオ医薬品 

 食品／飲料  

 重工業  

 製造（自動車を含

む）  

 石油／ガス 

 電力とユーティリ

ティー  

 再生可能エネルギ

ー  

 小売／卸売  

 輸送業 

 

事業中断（サプライチェーンの混乱を含む）の

影響は、これまで7年連続でアリアンツ・リス

クバロメーターでは企業の最大のリスクとし

てランキングされてきましたが、2020年には、

事業中断とも密接な関係にあるサイバーイン

シデントがトップの座につきました。 
 
事業中断（BI）の脅威は、リスクマネジメント

専門家の目から見てもはや単独の脅威として

は最大のものではないとはいえ、その脅威が減

少しているわけではありません。BI損害が、火

災や自然災害などの従来の原因に加え、デジタ

ル・サプライチェーンや社会不安などの新たな

原因によりさらに複雑化していく傾向には衰

えは見られません。 
 
顧客やサプライヤーで発生した事案により企

業が損害を被るサプライチェーンの中断（CBI）
は、10年前はおろか、5年前よりもはるかに大

規模化し、範囲も広がっています。自然災害、

火災、サイバー攻撃はどれをとっても近年、複

数国で複数企業に影響を与える大規模CBI損
害事案を引き起こしています。自動車や医薬品

といった産業では、高度に効率化されたサプラ

イチェーンを世界規模で展開していますが、こ

れによりきわめて大規模なBIやCBI事案に対

する脆弱性も高まる結果となっています。たと

えば、2018年米国で発生した自動車部品工場

火災では、複数の自動車メーカーで供給不足が

発生し、業界全体で何億ドルもの損害を引き起

こしました。その前年、チェコ共和国の自動車

部品メーカーで発生した火災でも同様の影響

が出ました。さらに、他の産業もますますこの

ようなサプライチェーンを構築するようにな

ってきています。 
 
最近の傾向 
データの脆弱性とデジタル・サプライチェー

ンの反応 
 
テクノロジーやデータへの企業の依存度の高

まりがBIやCBIのクレームにも現れ始めてい

ます。原因はともあれ ― 技術的な不具合、サ

イバー攻撃、火災や浸水のような物理的な原因

など ― 重要データやテクノロジーが使えな

くなってしまうと、企業は大規模な事業中断損

害を被ることになります。 
 
データ、あるいは「ビジネスインテリジェンス」

の喪失は、損害の重大な原因として浮上してい

ます。企業が長期間にわたってデータへのアク

セスができなくなると、たとえば注文を受け付

けられないなどの状況に陥り、収益に大きな影

響が出ることがあります。2019 年の BI クレー

ムのなかで目立ったものの一つとして、ヨーロ

ッパのあるメディア企業での火災に関連した

事案がありました。クレームのかなりの部分が、

データが利用できなかったことと、復元コスト

に関連したものでした。 
 

アリアンツ・リスクバロメーター2020 社会不安が事業中断の原因となることも 

2 
37％▼2019:1 位 (37%) 
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サービスや商品を送り届けるうえでデジタル・
サプライチェーンを活用することには数多く
のメリットがあります。共有テクノロジーに基
づくプラットフォームでは、当事者間でのデー
タ交換が可能となり、管理業務と注文を自動化
し、オンディマンドで製品を配達できるように
なります。デジタル・サプライチェーンは透明
性が高く、商品を元まで遡って追跡することも
可能です。たとえば、食品と医薬品産業ではサ
プライチェーンを移動する原料や製品を追跡
するためにすでにブロックチェーンを利用し
ていますが、これはたった2つのセクターの例
に過ぎません。 
 

しかし、このようなプラットフォームでは連鎖
反応が起きる可能性もあり、そうなったらBIが
セクター全体に雪崩のように広がることにな
ります。技術的な不具合やサイバーイベントの
ためにプラットフォームが利用できない場合、
同じシステムに依存し共有する複数の企業す
べてに大きなBI損害が発生する可能性もあり
ます。2019年6月、一部のGoogleクラウドサー
ビスのシステム停止によりで壊滅的な障害が
発生し、YouTube、Uber、Snapchatなど、数々
の大手オンライン・サービスプロバイダーで数
時間にわたり混乱が生じています。2017年に
は北米のAmazon Web Servicesが4時間停止す
るという事故がありましたが、これによりS&P 
500の企業が被った総損害額は1億5,000万ド
ルに上ると推定されています。 
 
「デジタル・サプライチェーンには効率的で追
跡可能だという利点がありますが、データセン
ターの火災やハッキング攻撃により重大なBI
が発生する可能性もあり、システムがいったん
ダウンしてしまうと手動業務に戻れなくなる
こともあります」とRaymond Hogendoorn
（Global Head of Property and Engineering 
Claims, AGCS）は話します。「サプライチェ
ーンをデジタル化すると、BIに対する企業の脆
弱性も高まります」。 
 

最近の傾向 
過小評価される政治的暴力によるBI 
 
今日の不安定な世界では、企業はあらゆる形態
の政治リスクにさらされており、暴動や社会不
安、ストライキ、そしてもちろんテロ攻撃によ
り大きな混乱に見舞われることがあります。 
 
過去1年の一部の例を見ただけでも、香港、チ
リ、フランス、ボリビア、コロンビアなどで社
会不安が発生し、多くの企業が財物損害、BI、
そして収益の損失に見舞われています。 
 
「政治に端を発するBIリスクは過小評価され
ることがよくあります」とHogendoornはいい
ます。「10年前であれば、たとえばチリのよう
な場所で抗議デモが発生しても、グローバル企
業にはほとんど何の影響もないということも
ありましたが、今日はこのような出来事の影響
がはっきりと現れるようになってきています」。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年10月に始まったチリ政府に対する抗議
デモでは、数人の死者、数千人の負傷者、財物
への重大な損害が発生しています。何百軒もの
スーパーマーケットが略奪や放火の被害に遭
い、財物と輸送関連の損害は現在のところ30
億ドル程度に上ると推定されています。小売業
大手のWalmart社も大きな損害を被りました。 
 
「仮に略奪『だけ』だったとしても、スーパー
の営業再開までには数ヶ月かかるので、BI損害
は莫大になります」とBjoern Reusswig（Head 
of Global Political Violence and Hostile 
Environmental Solutions, AGCS）は話しま
す。「今回の事案による損害は、政治的暴力・
暴動保険の歴史上最大のものの一つになると
予測されています」。 
 
また、政治リスクでは物理的な被害がなくても
BI損害が生じることがあります。香港では、長
引く社会不安により観光客が前年比で40％も
減少しており、観光産業に大きな影響が出てい
ます。 
 
「お客さまやホテルの宿泊客の足が遠のくだ
けではありません」とReusswigは続けます。
「この他にもこのような事案による影響とし
て、安全上の理由から従業員が職場に出勤する
ことができなくなるという影響もあります。そ
のため、他の業種でも生産性が低下したり、生
産停止に追い込まれる可能性があります」。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  2013年7月から2018

年7月にかけて、財物
損害（14億ユーロ）
と事業中断（21億ユ
ーロ）の両方の損害
があった 

総額35億ユーロ（40億ド
ル）354件の火災クレ
ームの分析に基づ
く。 

2.事業中断 

事業中断保険クレームの原因として最も頻度が

高いのは？ 

火災 

暴風雨 

水害 

機械故障 

洪水 

AGCSの調べでは、事業中断損害の原因として最も高い頻度で見られるのは
火災／爆発事故で、件数としては全体の3分の1近く（30%）を占めています。
また、火災に伴うBIコストにより最終的な損害額合計が大きく膨らむことも
あります。たとえば、火災／爆発事故によるBI損害額の平均は580万ユーロ
（670万ドル）に上り、財物の直接的な損害額の平均400万ユーロ（450万ド
ル）を45%も上回っています1。 
 
出典：Allianz Global Corporate & Specialty。2013 年 7 月から 2018 年 7 月にかけて、

財物損害（26 億ユーロ）と事業中断（37 億ユーロ）の両方の損害があった、企業保険

クレーム 1,175 件、総額 63 億ユーロ（71 億ドル）の分析に基づく。 

4% 

5% 

12% 

21% 

30% 
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業務中断の原因として、あなたが最も脅威と感じるのは？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「今日、多くの企業のサプライチェーンの統合が以前よりもはるかに進

んでおり、BIの経済的影響も拡大を続けています」とRaymond 
Hogendoorn（Global Head of Property and Engineering Claims, 
AGCS）が説明します。「ある企業で発生した火災やサイバー攻撃のよ

うな事案がサプライチェーン全体に波及し、複数のメーカーに影響が及

ぶこともあります」。 
 
出典：Allianz Global Corporate & Specialty。数字は、回答をした全参加者（1,018）
の回答のパーセンテージを表したもの。また、リスクは最大で 3 つまで選択可能

  

16 

13% 

25% 

30% 

43% 

46% 

55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事業中断保険ソリ

ューションに関する詳

細はこちら 

香港では、政治的暴力や暴動を担保する専用保
険への加入はあまり一般的ではないために、多
くの企業が損害や混乱のコストを自ら負担せ
ざるを得なくなります。一方で、保険会社とし
ては政治リスクから生じるBI損害が世界的に
増加しており、その理由の一つとして区域封鎖
や主要施設休止に伴う利益喪失をカバーする
特約を購入する契約者が増えているというこ
ともありますが、企業やサプライチェーンの国
際化が進んできているということも理由の一
つです。 
 
最近の傾向 
迫り来る環境的要因 
企業は今後、異常気象や環境的要因による混乱
のリスクにますますさらされるようになりま
す。自然災害による損害に占めるBIの割合は、
わずか10年～20年の間に大幅に高まってきて
おり、これに一役買っているのがグローバリゼ
ーションとサプライチェーンにおける依存関
係です。たとえば日本で発生した暴風雨やチリ
で起きた地震により、ヨーロッパの製造工場で
の生産業務に影響が出るといったこともあり
得るのです。 
 
異常気象はまた、水や電力などのリソースの可
用性にも影響することがあり、これにより予期
せぬ影響が出ることもあります。2018年には
ライン川の一部で水位が下がって航行が不能
となったことで、メーカー数社が生産の中断に
追い込まれています。気象事象や気候変動に対
する軽減対策でさえBIを引き起こすことがあ
ります。たとえば、2019年のカリフォルニア州
の干ばつの際には、電力会社が森林火災のリス
クを軽減するために計画停電を実施していま
す。 

さらに、住宅地にあった製造施設や工業施設の

操業が認められなくなったり、洪水リスクの高

まりなどにより拠点の移転を余儀なくされる

といったケースをはじめ、新たなサプライヤー

を見つけなければならないような状況が発生

することも考えられます。また一部の業種、特

に現代の食品サプライチェーンにおいては、主

要原料の供給の継続性に関する懸念が高まっ

ています。食品／飲料セクターでは、2018年夏

の需要ピーク時に二酸化炭素が不足して混乱

が生じました。また、異常気象により特定食品

の供給が変動することもあります。近年の干ば

つ、熱波、洪水などでは、野菜、小麦、牛乳な

どの収量に影響が出て、これにより食品メーカ

ーや小売業者への供給に影響が出ています。 
 
「サプライチェーン・リスクへの異常気象の影

響、そしてこれらのリスクをどのようにマネー

ジするかということを、ますます多くの企業が

考えるようになっています」と話すのは

Georgi Pachov（Global Property Practice 
Leader, Cyber, AGCS）です。「食品／飲料業

界の企業からは、製品の主要原料に関わるBI、
そしてこれを保険でカバーする方法としてど

のようなものがあるかについての問い合わせ

も寄せられています。保険業界としては、今後

目的に合致したBIソリューションの提案が課

題になります」。 
 
軽減 
カスタマイズされたBI保険への転換 
 
多くの業種やサプライチェーンで事業中断に

対する懸念が高まっている中で、株主や顧客も

リスク回避志向を強めており、予期せぬ不祥事

に対する許容性も低くなってきています。その

結果として大企業は収益を守るために、よりカ

スタマイズされたBIソリューションをますま

す求めるようになっています。 
 
「企業収益を守るためのBIソリューションの

需要は高まっています」とPachovは話します。

「火災や自然災害といった従来的なBIの原因

ではなく、2年～4年先を見据えたビジネスモ

デルや戦略へのリスクから身を守るためのも

のです」。 
 
「5年後のBI保険ソリューションは、現在より

もはるかにカスタマイズされたものになり、ソ

リューションの開発と位置づけではデータに

基づいた考え方が盛り込まれるようになるで

しょう」。お客さまの収益をより広範なBIリス

クから守ることを目的に、当社ではお客さまと

のパートナーシップを構築しています」。 
 

サイバーイン

シデント 

火災／爆発 

自然災害 

機械故障 

サプライヤ

ーでの障害 

経済政策

／制裁 
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法規制変化 
（例：貿易戦争や関税、経済制裁、保護主義、Brexit、ユーロゾーン解体） 

 
米中貿易紛争の緩和への期待は2019年中には実現することはありませんでした。約1,300
の新たな貿易障壁が設けられ、保護主義がニューノーマルとなっています。一方、2020年
には「情勢を一変させる」EUの持続可能性関連規制が導入されるなど、企業は大きな課

題に直面することになります。 
 
 
 
 
 

米国と中国という世界の2大経済大国は、18か
月以上にわたって激しい貿易紛争を闘ってお

り、数千億ドル相当の互いの商品に関税を課し

ています。米中貿易紛争により米国の平均関税

率が2017年末の3.5%から8%に増加しており、

1970年代以来みられることのなかった水準に

近づいています。それと同時に、世界貿易全体

で関税が課される物品の割合も高まっていま

す。 
 
欧州連合（EU）では、このような傾向に対抗す

るという意味合いもあって反対のスタンスを

とっており、EU-日本自由貿易協定とEU-シン

ガポール自由貿易協定が発効し、欧州委員会の

委任終了の数か月前にはEU-ベトナムとEU-メ
ルコスール国（アルゼンチン、ブラジル、パラ

グアイ、ウルグアイ）との協定交渉を最終決着

していることからも分かるように、より自由で

環境に優しい貿易モデルを積極的に推進して

います。「貿易政策は、経済外交、地政学的影

響力、環境政策など、さまざまな政策目的実現

のための単なる政治の道具になりつつありま

す」とLudovic Subran（Chief Economist of 
Allianz）は説明します。「このような活動は米

国に限定されるものではなく、日本、韓国、イ

ンド、そしてEUにも広がっています」。 
 
一方、企業は2020年に大きな規制上の課題に

直面することになります。「EUの持続可能性

関連規制は『情勢を一変させる規制』に他なり

ません」とSubranは付け加えます。「企業への

影響は、これまでの会計処理やデータ保護関連

の新規制の影響と同じぐらい広範囲に及ぶこ

とになります」。 

持続可能性をリスクマネジメントとして主流

化するということは、要するに、どの企業も最

先端の方法論と手法を用いて、環境、社会、ガ

バナンス（ESG）関連のリスクと機会を開示す

ることにより、ESGプロファイルを確立しな

ければならないということを意味します。この

プロセスの中心となるのは脱炭素化の推進、つ

まり2050年までに二酸化炭素排出ゼロを実現

するための明確な道筋を定義することです。多

くの国がすでにこの目標を法律で定めており、

今後数年のうちに、おそらくEUを含むさらに

多くの国々がこれに追従することになります。

多くの企業にとって、データ収集、ターゲット

設定、そして測定を実施するプロセスは手間の

かかる作業になりますが、その一方で大きなチ

ャンスをもたらすものともなります。「企業も

投資家も、自らに課される規制上の制約も大き

な原動力となり、ビジネスパートナーの選択に

際しては、ますます持続可能性の認定などに基

づいて選択を行うようになっていきます」と

Subranは話します。「今後施行される持続可能

性関連規制を予め織り込んで行動する企業は、

競争面で他社に先んじることになります」。 
 
「持続可能性は生き残りと成功のための最重

要課題であり、これはヨーロッパに限ったこと

ではありません。この分野で先頭に立って規制

を行っているのは EU ですが、他の EU 施策と

同様に、ヨーロッパの持続可能性規制はかなり

急速に世界標準になっていくものと考えられ

ます」。 
 

Brexit は企業にとって依然として大きな懸念材料 3.法規制変化 

3 
27％▲2019:4 位 (27%) 

次の国で最上位リスク： 
 オーストリア 
 ブルガリア  
 コロンビア  
 クロアチア  
 ハンガリー 
 ロシア 
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  自然災害 21％▼2019:3位(28%) 

（例：暴風雨、洪水、地震） 
 

 暴風雨チェックリス

トをダウンロード 
 
 洪水チェックリスト

をダウンロード 

2019年に大きく報道された災害には、アジアで

の壊滅的な台風やオーストラリアの記録的な

森林火災などがあります。しかし、再保険会社

Swiss Re社によれば、自然災害による経済損失

額は実際には前年比で20％減の約1,330億ドル

にまで減少しています1。北アメリカのハリケ

ーン・ドーリアン（45億ドル）、そして日本の

台風15号（70億ドル）と19号（80億ドル）など

を含めたうえで、保険金支払額も840億ドルか

ら500億ドルに減少しています。 
 
「2019年も、2017年の大西洋ハリケーン期に

匹敵する規模の経済損失（過去最高記録）をも

たらす大規模災害が発生することはありませ

んでした」と話すのはCarina Pfeuffer（Cat Risk 
Analyst, AGCS）です。 

「複数の中小規模の災害により被害が広範囲

にわたって発生し、その被害の合計は保険金支

払額の総額を大きいものとしました」。 
 
近年、地震や津波など、気象関連以外の大規模

自然災害が少なく、その結果としてアリアン

ツ・リスクバロメーターではこれらのリスクの

重要度が低下しています。「とはいえ、気象学

的、地球物理学的、気候学的、水文学的な事象

に頻繁に見舞われる世界の多くの地域では自

然災害リスクはトップ3に挙がっています（例：

米国、中国、日本）」とPfeufferはいいます。「同

時に、気候変動／天候の不安定化は、アリアン

ツ・リスクバロメーターで史上最高位に上がっ

てきています（第7位）」（19ページ参照）。 

   
  市場動向 21％■2019:5位(23%) 

（例：ボラティリティ、競争の激化／新規参入者、M&A、市場停滞、市場変動） 
 

 Ludovic Subran（Chief Economist, Allianz）に

よれば、2019年は市場のボラティリティが高

く、これは2020年も続いていきます。また、貿

易紛争と政治リスクに起因する不確実性も、引

き続き市場に影響を与えることになります。金

融市場への政治リスクの直接的な波及、そして

介入主義的な政策によるマイナスの外部リス

クをマネージする必要性が、低成長・低インフ

レによって覆い隠されることも考えられます。 
ボラティリティの高まりとともに、グローバル

市場の方向性を予測することも難しくなりま

す。歴史的に見れば、サイクルの後期では債権

資産が好調になります。 

深刻な景気低迷が起きれば、株式市場では二桁

台の下方修正が生じることになります。超穏健

である中央銀行は、債券利回りを低いレベルに

維持するでしょう。「2020年満期の10年ドイツ

国債の利回りは-0.4％、米国債の10年利回りは

1.7％になると私たちは予想しています」と

Subranは続けます。「米中貿易紛争によるボラ

ティリティの高まりにより、ドル高が続き、人

民元安はさらに進むはずです。世界の細分化が

進むということは、新興市場にとっては商品価

格、通貨、資本の流れが不安定化することを意

味します」。 

   
  

火災／爆発 20％■2019:6位(19%) 
   
 火災／爆発事故は、アリアンツ・リスクバロメ

ーターの回答者によれば企業への2020年の脅

威としては6番目に挙がっていますが、AGCS
による保険金事故分析の結果を見ると、実際に

は経済的損失の最大の原因となっています。火

災／爆発事故は、2018年までの5年間で140億
ユーロ（157億ドル）を超える損失が発生して

おり、これはAGCSが調査した47万件を超える

保険金事故の総額のほぼ4分の1（24％）に相当

します。これは、損害原因の第2位、航空機の衝

突／墜落事故（14％）を大きく上回っています。

火災による保険金支払額の平均でさえ、150万
ユーロ（165万ドル）に達します。 

大企業では防火対策やリスクマネジメントの

改善により火災による損害は減少しています

が、一部の業種や製造現場では、面積あたりの

財物／資産の価値が過去10年間で4倍にまで膨

らんでおり、そのため、いったん事故が発生し

た場合の損害やその後の事業中断（火災は事業

中断クレームの原因として最も頻度の高い原

因［15ページ参照］）によるコスト負担が大幅

に高まることになります。小規模火災であって

も、金銭的には大きな影響が出ることがあり、

それがセクター全体に波及することもありま

す。企業が損害のリスクを低減するには、現場

の防火対策を定期的に評価し、見直す以外にあ

りません。 
 
  

4 

5 

6 

 
1  Swiss Re：「大規模

災害による世界各国
の2019年保険損害額
は560億米ドル」
（Global 
catastrophes caused 
USD 56 billion 
insured losses in 
2019）2019年12月19
日 
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気候変動 
／天候の不安定化 

 
企業は、自然災害により大きな財物損害が発生する可能性がありうることに加えて、気候

変動関連のリスク ― 業務面、レピュテーション面、規制面の影響など ― についても全

方位的に考える必要があります。気候変動への対処には、是正措置と投資が必要となりま

すが、それはビジネスチャンスをもたらすものでもあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  アリアンツ：「COP25 

ただ乗りなどというも
のはない」（No Such 
Thing As A Free 
Lunch） 

気候変動／天候の不安定化は、2020年のアリ

アンツ・リスクバロメーターのランキングで史

上最高の順位に上昇していますが（回答の

17％）、これはその影響が企業と保険会社の両

方にとって大規模かつ不測のシナリオを生じ

させ、そのため軽減と回復にむけたあらゆる対

策の中心とするべきであることを反映したも

のです。気候変動によるコスト負担の増大はす

でに顕在化しています。分析からは、気象関連

の洪水被害事案の件数が1980年の3倍から4倍
の水準にまで増えていることが分かります。 
 
世界の平均気温上昇を、産業革命以前に比べて

2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をす

ることを目標とした国連の重要なパリ協定か

ら4年が経過した現在、排出量削減に向けたこ

れまでの進捗と政策が不十分であったことが

明らかになっています。 
 
将来のビジネスモデルをより気候に優しいも

のとするために、多くの産業では変革に伴う大

きなリスクと費用負担に直面しています。アリ

アンツの推定によれば、気候変動による諸々の

課題に対処するために、世界各国の企業で今後

10年間で2.5兆ドルものコスト負担が生じるこ

とも考えられ1、そのうちエネルギー・セクタ

ーをより「グリーン」にするためのコストの支

出が最大となります。これ以外で特に影響の大

きいセクターとしては、ざっと挙げただけでも

自動車、化学薬品、農業産業などがあります。 
 
リスクとチャンス 
 
「これらのセクターは、体系化された準備と行

動を今起こさなければ、規制当局や政府の圧力

が高まり、先延ばしにした移行をきわめて短期

間のうちに行うことを余儀なくされます」と

Thomas Liesch（Climate Integration Lead, 
Allianz）は話します。政策としては、カーボン・

プライシング（炭素の価格付け）、エネルギー

や効率化に関する諸条例、モビリティー関連規

制、特定業種に特化した課税、罰金、および課

徴金が考えられます。 
 
そのため、企業は移行リスクに対応し、ビジネ

スモデルの脱炭素化を進める必要があります。

回復力の鍵は、排出量を削減し、避けることの

できない気候変動の激しさに適応することに

あります。 
 
  

一方、気候変動がアリアンツ・リスクバロメーター史上最高位に上昇しています。 7.気候変動 

7 
17％▲2019: 8 位(13%) 
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2  Climate 

Transparency：「ブラ
ウンからグリーンへ ― 
G20諸国の純ゼロ排出
経済への移行2019」
（Brown To Green, The 
G20 Transition 
Towards A Net-Zero 
Emissions Economy 
2019） 

 
 

「変革には、もちろん投資と費用が伴います

が、これに勝る新たなビジネスチャンスも現

れます」と Liesch は話し、新しいビジネスモ

デル、製品、販売市場などから生まれるチャ

ンス ― たとえば再生可能エネルギーの生産

技術、蓄電池の生産、レアアースの採掘、さ

らには余剰の再生可能電力による水素生産の

ような新技術 ― は企業の費用負担の何倍に

もなることが考えられると付け加えます。 
 
物理的・人的損害の影響 
 
アリアンツ・リスクバロメーターの回答者に

よると、企業が気候変動によって最も恐れるリ

スクは物理的損害の増加で（回答の49％）、そ

れに次いで業務上の影響、そして市場や規制環

境の変化による影響となっています（図を参
照）。 
 

「経済的には、気温が3°C～ 4°C高まった世界

で生じる物理的なリスクとコストは、数倍にも

なります」とLieschはいいます。また、アリア

ンツも加盟する保険業界のプロのリスクマネ

ージャーからなる団体、CRO Forumの報告書

「The Heat Is On – Insurability and Resilience 
In A Changing Climate」の知見を引用し、

Lieschは次のように指摘します「熱波と干ばつ

の大幅な増加、アマゾン熱帯雨林の消失、地中

海地域の砂漠化、永久凍土の融解、異常気象の

増加と海水面の上昇、リスクにさらされる財産

の価値の低下、低海抜沿岸地域の放棄、そして

その適応（例：護岸や排水設備など）や維持に

かかるコストの増加などは、今後発生する可能

性のある影響のほんの一部に過ぎません」。 
 
地球温暖化は世界各国で激しい災害を引き起

こし、企業を脅かしています。海水面の上昇、

これまで以上に乾燥した干ばつ、激しさを増す

暴風雨、大規模な洪水などは、工場などの資産

をはじめ、サプライチェーン全体を結び付ける

輸送やエネルギーなどの繋がりを脅かし、企業

にとっては物理的な脅威となります。 
 
「気候変動は、将来の問題として提示されるこ

とが多く、地球温暖化の道筋も今世紀末を念頭

に計算されますが、この視点も急速に変化して

きています」と話すのはAmer Ahmed（CEO, 
Allianz SE Reinsurance）です。「『気候危機』

や『気候の緊急事態』に関する公の議論では、

私たちの社会が今日すでに支払っている犠牲

を強調するようになっています」。 
 
Allianz Reでは、気候変動の研究者に年間賞を

授与するとともに、その影響を軽減するソリュ

ーションの提案も行っています。Ahmedはこ

う続けます「保険会社は、リスクを引き受ける

者として当事者であり、私たちの事業にもすで

に気候危機の影響が見られます」。 
 
たとえば、2017年は特に重大な大災害が発生

した年でした。ヒューストン市では、40年にも

満たない間に「500年に1度」といわれる洪水に

3度も見舞われ、カリフォルニア州では史上最

も破壊的な20の森林火災のうち5つをこの年

に経験しています。 
 
さらに、バングラデシュ、インド、ネパールで

は4,100万人が洪水やモンスーンの被害を受け

ています。かと思えば、世界で最も通行量の多

い水路であるライン川では、水位が歴史的な低

水準にまで低下し、商業交通が立ち往生しまし

た。 
このような災害では心痛む人的被害も発生し

ましたが、これは何も最貧国に限ったことでは

ありません。Climate Transparency の最近の報

告では、異常気象による G20 国での死者数は

年間 16,000人に上り、経済的影響は年間 1,420
億ドルに達すると推定しています 2。 

 

35% 

37% 

49% 

33% 

25% 

25% 

24% 

物理的損害の影響（例：天候の不安定化による財

物損害の増加） 

気候変動：その影響による企業への最大のリスクは？ 

業務上の影響（例：冷却設備や施設移転などにか

かるコストの増加） 

戦略／市場の影響（例：電気自動車への移行、再

生可能エネルギーの増加、石炭火力発電所／化石

燃料の段階的廃止に関する国の決定、消費者嗜好

の変化） 
規制／法律の影響（例：環境や排出に関する法改

正、報告義務の強化、罰金や罰則、訴訟の可能性

の増加など） 
技術面の影響（例：新しい慣行やプロセスを採用

／展開するためのコスト、既存資産の償却や早期

除却） 

賠償責任への影響（例：取締役や役員、資産運用

会社などが怠惰と見なされた場合に責任を問われ

る） 

「気候変動が企業に与える影響はさまざまです」とChris Bonnet（Head 
of ESG Business Services, AGCS）はいいます。「まず、企業が直面

する物理的損害のシナリオが広がります。たとえば、気温が2°C以上上

昇すると、暴風雨や洪水のリスクにさらされる地域が拡大します。次に、

排出量を削減するための法的・政治的な政策が、自動車、輸送、ユーテ

ィリティーなどの産業にとって大きな課題となっており、これらの業種

はどれも、ビジネスモデルを変革して「脱炭素化」する必要があります。 
 
出典：Allianz Global Corporate & Specialty。数字は、回答をした全参加者（2,718）
の回答のパーセンテージを表したもの。また、リスクは最大で 3 つまで選択可能

であることから、 数字を合算しても 100%とはなりません。 
 

レピュテーションへの影響（例：活動に対する

世論の批判、セクターへの汚名、NGO の抗議

活動） 

20 



世界各国のビジネスリスク 

21 

規制、投資家、賠償責任の脅威の高まり 
 
激しさを増す気象事象による損害の大規模化

への対応の他にも、企業の対応が求められる気

候変動関連の脅威が先進国でも、新興市場でも

増加しています。 
 
「ビジネス戦略、業務面、そして製品面でも気

候変動に適切に対処しない場合、消費者からの

批判、レピュテーションの低下、規制や法的措

置などを招く場面が増えることになると企業

は気付き始めています」と話すのはChris 
Bonnet（Head of ESG Business Services, 
AGCS）です。 
 
気候変動関連の新たな法律が世界各国で毎年

約1,500ほど施行されていると推定されますが、

地域によって管轄当局の対応はまちまちです。 
 
ヨーロッパでは金融セクターに焦点を当てて

おり、たとえば英国では最近、イングランド銀

行が「世界で最も厳しい」とする「気候ストレ

ステスト」の下で数十年に及ぶ3つの異なるシ

ナリオで、銀行（貸出）と保険会社を対象とし

たストレステストを実施すると発表していま

す」。オーストラリアでは、気候リスクを健全

性規則に統合するために多くの努力が行われ

ています。日本では、金融システムと重工業の

密接な関係を踏まえて、結合的なアプローチが

必要であるとの認識に達し、194社が気候関連

財務情報開示タスクフォースの提言を採用し

ています。気候変動関連情報の開示に関しては、

シンガポールもリーダー国の一つと見なされ

ています。 
 
しかし、気候変動への対応に関連して企業に圧

力をかていけるのは政府や規制当局だけでは

ありません。企業に対する気候変動関連の市民

活動は、特にヨーロッパで高まっており、企業

経営陣は投資家やその他のステークホルダー

からますます説明を求められるようになって

います。たとえば、アクティビスト（市民活動

的）ヘッジファンドのTCIでは最近、二酸化炭

素排出量の開示を怠った企業の役員の責任を

追求していくとの計画概要を発表し、さらには

気候透明性を強く主張しないファンドマネー

ジャーを解職するよう資産所有者に呼びかけ

ています3。 
「気候リスクに対する企業の対応に関心を持

つステークホルダーは多く、行動を起こさない

ことによるレピュテーションの低下はステー

クホルダーの判断に影響を及ぼすことになり

ます」と話すのはKarsten Berlage（Regional 
Head, Americas, AGCSの Alternative Risk 
Transfer unit）「資本投資家が、環境への配慮

が足りないと見なされる企業を投資先から除

外するといったこともあり得ますし、格付け会

社とメディアは、気候災害を回避するために企

業がどのような取り組みをしているかを注視

しています」。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気候変動リスクの開示を怠ったことに対する

訴訟が今後さらに増加していくことに疑いの

余地はありません。現在までに世界の30ヶ国

以上で気候変動関連の訴訟がすでに起こされ

ており、その7割以上は米国で起こされたもの

です。米国では、企業が気候状態の変化に合わ

せてビジネス慣行を調整することを怠ったと

する訴訟が増えています。訴訟の多くは、化石

燃料の積極的な生産者、いわゆる「炭素メジャ

ー」を標的としたものですが、アグリビジネス、

製造業、輸送など、炭素排出量の多い他の産業

にも拡大していくものと考えられます。 
 
将来に向けた準備 
 
「環境、社会、ガバナンス（ESG）関連の課題

と気候変動への企業レベルでの取り組みに関

して、企業役員が責任を問われることもあるこ

とを踏まえると、企業の戦略、ガバナンス、リ

スクマネジメント、財務報告などを検討する際

に、これらの影響も考慮に入れていく必要があ

ります」とShanil Williams（Global Head of 
Financial Lines, AGCS）はいいます。「低炭

素の未来に向けて企業のビジネスモデルの準

備を整えるという作業は、戦略、ガバナンスと

報告、リスクマネジメント、および業務機能に

関連した複数部門による取り組みになってい

きます」。 
 
「どの企業も、気候変動対応の移行における自

らの役割とペースを決め、主要なステークホル

ダーを巻き込んで対処する明確なスタンスを

確立する必要があります」とBonnetは付け加

えます。「リスクマネジャーは、ESGと気候変

動の重点化を社内で推進し、意思決定に反映さ

せていく必要があります」。 
 
「現在、多くの企業がリスクマネジメントより

もリスク報告に重点を置いています。気候変動

の真の影響を理解するためには、通常の 2～5
年というスパンを超えて、さまざまな将来シナ

リオを予測して、それに備える必要がありま

す」。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Financial Times「ヘッ

ジファンドTCIは気候変
動問題で企業役員の責
任を問うことを宣言」
（Hedge fund TCI vows 
to punish directors over 
climate change）2019
年12月 

 
 

 

7.気候変動 

気候変動リスクの開示を怠ったことが訴訟の

対象となることが今後さらに増えていきます。 
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  レピュテーション・ブランド価値の喪失 15％▼2019:9位(13%) 

 

 レピュテーションリ

スク保険に関する詳細

はこちら 

サイバー侵入からソーシャルメディア、企業の

不正行為、そしてサプライヤーの不正行為にい

たるまで、レピュテーション関連の企業不祥事

の原因となるシナリオは増え続けています。企

業のレピュテーションの価値を算出すること

は困難ですが、その価値が明確になるのは、問

題が発生してレピュテーションが損なわれた

ときです。また、市場価格が驚くほどのスピー

ドで崩れることもあります。レピュテーション

の危機の4分の1以上が1時間以内に、3分の2以
上が24時間以内に拡散すると推定されていま

す。ソーシャルメディアの登場後、レピュテー

ション事案の株価への影響は2倍に高まってい

ると考えられています。 

リスクが高まっているにもかかわらず、依然と

して多くの企業で、レピュテーション危機の影

響から身を守るための対策が不十分です。効果

的な計画と危機管理が必須となってきており、

専門家による対応があるかないかで事態が違

ってくることもあります。また、レピュテーシ

ョン危機を有効にマネージした企業の時価総

額は、翌年には6%上昇するという調査結果も

あります。 
 
保険もまた、レピュテーション事案に関連する

純営業利益への打撃から会社を守り、ブランド

価値回復に向けたコンサル費用などの負担、そ

して365日24時間体制のレピュテーション危

機対応や戦略的なメディア分析報告などのソ

リューションを提供し、無形のリスクに対して

具体的な支援を提供するものが増えています。 
   
  新技術 13％■2019:7位(19%) 

(例： 人工知能、自律運転車、3Dプリンティング、IoT、
ナノテクノロジー、ブロックチェーンなどの影響） 
 

 新技術は企業に大きなビジネスチャンスをも

たらします。その一方で、新技術によりリスク

が生じ、意図せぬ影響が出ることもあります。

アリアンツ・リスクバロメーターの回答者によ

れば、現在、多くの産業で変革の重要な推進力

として利用が増加している人工知能（AI）は、

将来的にリスクを生じさせる可能性が最も高

い新技術でもあります（左グラフを参照）。 

「チャットボットから自律運転車に至るまで、

AIの広範な利用により産業や社会に変革が起

こっており、効率の向上、新製品、反復作業の

削減などのメリットが生まれています」と説明

するのはMichael Bruch（Global Head of 
Liability Risk Consulting/ESG, AGCS）です。 
 
「たとえば保険業界では、AIの利用により取引

のプロセスを改善することができ、すでに多く

の利点が見られます。お客さまのニーズをより

正確に特定することができ、保険証券の発行や

クレーム処理をより迅速に、低コストで行え、

事業中断、サイバーセキュリティー脅威、マク

ロ経済危機など、重大な企業リスクの予測をよ

り正確に行うことができます。さらに、チャッ

トボットは365日24時間体制で顧客対応を行

うことができます」。 
 
その一方で、AIの進歩に伴い、機械が人間に代

わって意思決定をするようになることも考え

られます。意思決定が移譲され、透明性や人間

の監視が欠如すると、不測のリスクや予測不可

能な結果が生じ、複雑な賠償責任問題に発展す

ることも考えられます。それと同時に、AIに関

わる倫理的、社会的な懸念も高まっていると

Bruchはいいます。 
   
 
  

8 

9 

次の新たなトレンドのうち、今後 5～10 年の間に深刻な
リスクとなる可能性が最も高いのは？ 

22 

17% 

28% 

35% 

41% 

59% 人工知能 

デジタル・プラッ

トフォーム 

IoT／スマートオ

ブジェクト 

自律運転車 

デジタル支援システ

ム（VR=仮想現実） 

出典：Allianz Global Corporate & Specialty。数字は、回答をした全参加者（2,718）
の回答のパーセンテージを表したもの。また、リスクは最大で 3 つまで選択可能
であることから、 数字を合算しても 100%とはなりません。 
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デジタル・プラットフォームの支配 
 
今日の企業が直面する複雑な技術的な動向の
うち、最も直接的な影響を生じさせるのはデジ
タル・プラットフォームです。企業がデジタル・
プラットフォーム上に中核機能を構築または
移行するなか、事業を推進するために企業が利
用するクラウドベースのソフトウェアやサー
ビスの集合体が過去10年で発展を遂げてきま
した。技術、ビジネス、社会経済の分野で今後
重要となる動向をとりまとめたレポート、
AGCS Trend Compassによると、このトレン
ドは現在、臨界質量に達しています。 
 
これらのプラットフォームでは、2つまたはそ
れ以上のユーザーサイト間の直接的なデジタ
ル・インタラクションを可能にし、購入者と販
売者のコミュニティを結び付けることで、商
品、情報、仕事、サービスを自由に提供したり
求めることができるようになっています。これ
により巨大な規模の市場が生まれますが、これ
は世界の時価総額上位企業10社のうち7社がプ
ラットフォーム・ビジネスモデルを基盤として
いることからも分かります。しかし、デジタル・
プラットフォームへの依存度の高まりにより
リスクの可能性も高まり、アリアンツ・リスク
バロメーターの回答者はこの意味でデジタル・
プラットフォームをAIに次ぐ第2のリスクに挙
げています。 
 

  

「それぞれの業種でプラットフォームの台頭
に直面する大企業はいくつかのリスクにさら
されます」と話すのはAdeline Roupillard
（ Global Practice Head of Digital 
Transformation, AGCS）です。「プラットフ
ォームは市場の独占につながる可能性があり
ます。初期のプラットフォームは、市場参加者
のインタラクションのあり方を再定義し、それ
により市場全体を支配するようになりました。
プラットフォームがそれほど早く出現しなか
った産業において企業は、競争相手のプラット
フォームがスタンダードとなることを許すわ
けにはいきません。なぜなら、そうなってしま
ったら自分がそのプラットフォームに縛られ
ることになり、事業運営に大きなコスト負担を
強いられることになるからです。」 

「企業として、業界をリードするプラットフォ
ームを持たない場合、顧客への直接的なアクセ
ス、そして顧客関係から得られる貴重なデータ
を徐々に失ってしまい、その結果としてブラン
ドを損ねてしまうリスクを被ることになりま
す」。そして、デジタル・プラットフォームが
どんどん大規模化するにつれて、相互接続性の
リスクも増大していきます。技術的な不具合や
サイバー事案など、どれかひとつの要素に障害
が発生すると、プラットフォームそのものが利
用できなくなってセクター全体に連鎖的に事
業中断が波及するなど、バリューチェーン全体
に影響が及ぶ可能性もあります。システム障害
が長引けば、このような事案での損害額は複数
の企業にわたって数億から数十億ドル単位に
達することも考えられます。 

人工知能のリスクに

ついて詳しく知る 
 
 マクロ経済の動向 11％▲［新］ 

（例：金融政策、緊縮財政、商品価格の上昇、デフレ、インフレ） 
   
2019年を通して、景気後退のリスクがますます

現実味を帯びていきました。Ludovic Subran
（Chief Economist, Allianz）によれば、2019
～2020年は超穏健である中央銀行と新たな財

政刺激策が（米国、中国、そして度合いは少な

いもののヨーロッパでも）世界的な景気後退を

回避する助けとなるでしょう。とはいえ、横ば

い成長が常態化します。 
 
2019年上半期に貿易や製造業、そして多くの国

の経済で見られた局所的な景気後退が、政治リ

スクの高まりによって（米中のしのぎ合い、

Brexit、イタリアの新政府）夏頃悪化しました。 

「今後を見通して私たちが描く基準シナリオ

はソフトランディングで、消費者が回復力に貢

献することになります」とSubranは話します。

金融刺激策もこれまではうまく機能していま

したが、現在の利率では、他の脆弱性を助長し

ながら効果をますます失っていくことになり

ます。このような緩和的な金融政策からの撤退

を急ぎすぎたり、舵取りを誤ってしまうような

ことがあれば、すでに高水準にある債務の蓄積

は米国と中国で ― 特に民間部門に関連して 
― 懸念材料となる可能性があります。 

 

8-10 ビジネスリスク：順位が上がったもの、下がったもの  

人工知能で保険プロセスが改善され

る一方で、リスクも生まれます。 
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