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リスク管理の担当者は、
テール、
ベータ、偏差など数字を使って物事を説明します。
当然、私た

ちはそれら指標がいかに有効なのか、何に役立つ手法なのか興味を持ち、
どのリスクを適切に
定量化できるのか、定性的な性質があると考えられる多くのリスクをどのように捉えられるの

か、
こうしたリスクは定量化できるのか、
このような質問をすること自体理にかなっているのか、

といった事柄に頭を使うことになります。

定量化可能なリスクと聞けば、保険会社は死亡や罹病といった不測の事故、
また資産運用に

関連する多くのリスクのことを考えます。
しかし、
リスクが常にきちんと区分けできる、
あるいは、

リスクが本質的に外部的なものであると想定することは実は間違いです。
むしろ、
リスクは互い

に関連しあうものであり、事業と本質的に結びついているものです。時には、発生したエラーが、
アグレッシブな査定やミスマッチな前提の設定といった明示的
な経営判断に直結していることもあるかもしれません。実際、本当に壊滅的なエラーというのは、組織自体の失敗によることが多く、
目に見える突然の危機か

ら発生するものよりも、体系的、組織的課題に対処する上での管理能力の欠如から起きることが多いのです。

見掛け上の原因が何であれ、事後分析を行うと驚くような実態が発覚します。全てのリスクは突き詰めると経営リスクなのです。戦略ミスのリスク、運営上の失
態を起こすリスク、
さらには詐欺行為が起きるリスクさえあります。
このペーパーでは、
このように複雑なリスクであっても、経営リスクを計測し、分析、軽減する

ことを可能とする技術についてお伝えします。
そのプロセスは、組織のダイナミクスを理解することから始まります。

新種の分析
弊社では、
これまでは分析の範囲を超えていると思われていたリスクを管理者が理解し定量化する分析手法を、過去数年かけて開発しました。
このツールは、

ネットワーク・サイエンスの領域に基づいており、組織的リスクが本質的には内的で大抵は構造的であるという前提に立っています。管理者は、外部要因を想

定し対応する必要がありますが、全ての潜在的なリスクを並べ上げることは不可能です。一方、組織のダイナミクスやキャパシティーについて十分に理解する

ことで、経営陣は、
より効果的にリスクの発生を捉え、不測の事態に対処するために必要な組織の弾力性のようなものを築くことが可能です。

企業のリスク評価を行うには、組織構造のダイナミクスを理解しなくてはなりません。
もちろん、
全ての企業が組織図を作成していますし、正式なレポーティン

グ関係や委員会、
その他特別編成のチームによって業務は管理されています。
しかし、会社が実際どのように機能しているかを見極めるには、
より本質的な水
準で組織のダイナミクスを分析する必要があります。
これを内部有機的ネットワーク
（Internal Organic Network：ION）
と呼んでいます。ION分析は、効果
的なリスク管理に不可欠と考えています。有機的な組織の構造に焦点を置くION分析により、経営陣は例えば以下に掲げる各項目について理解を得ること

で、
リスクを軽減し効率を高めることが可能になります。
・

組織内での権限と影響力の集中

・

潜在的なボトルネック

・

使用頻度の低いリソース、
または、余裕のあるリソース

・

組織の脆弱性や弾力性の測定

・

潜在的なシナジー効果

・

合併または経営陣の再構成の実現可能性

まずION分析の3つの柱について記します。最初のステップでは、特定のタイミングでのIONのスナップショットを構築します。
その作成には、調査情報や、電子
メールアーカイブなど社内コミュニケーションに関するデータを使用します。続けて、IONの変遷を随時モニターすることで、
さらに情報を取り込みます。最終
的には、
クライアント、監督当局、
サプライヤー、競合他社など社外組織との相互関係についての様々な定性的・定量的分析を追加することで、
分析の幅を広

げます。
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特定の時点での構造分析
特定の時点での構造分析（組織構造のスナップショット）
は、一週間あるいは一カ月など、
ある期間における電子メールやその他やり取りに基づく会社の構造

を調査して分析します。事業にサイクルがある場合は、
サイクルを複数回にわたりモニターすることが理想です。分析では、組織内コミュニケーションのつなが

り方や、効率性、
または組織の脆弱性に関する問題点に着目します。
自然な言語のアルゴリズムで構造を表現することで、会社の権限と影響力が集中する箇
所を特定し、業務のボトルネックを減らしたり、
シナジー効果を高めたりする努力を促すことができます。

動的モニター
特定の時点での分析を定期的に行うことで、
時間の経過によるトレンドの変化を動的にモニターし、
新たに発生してくる問題を経営陣が随時モニターできるよ

うにします。動的モニターのプロセスを通して、業務フローが集中する箇所の特定、組織内の異常検知、使用頻度の低いリソースの特定が行えるようになりま
す。

外部分析
社外の第三者とのやり取りにも重要な情報が隠れています。社内外のコミュニケーションの性質を分析することで、
より広範にION分析の枠組みを作ることが

できます。

図示
これらの概念の一部を図示するため、
モデルとして、主に北米および欧州の多国籍企業をクライアントに抱える急成長中のブティック型再保険会社のケース
を見てみます。

正式な組織図で表わされた構造
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図１に示したこの再保険会社の正式な組織図では、
オペレーションは欧州と北米の
専業再保険会社の組織図
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ユニットに分かれており、
それぞれが現地のマーケティング、商品設計、管理の責任

を有しています。
また、
コーポレートのユニットが、各オペレーションの総括、財務報

専業再保険会社の組織図
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告とリスク管理、法務、人事、
ＩＴのサービスを提供しています。
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ION分析を通じて、組織構造の２つのバリエーションを比較してみます。一見、構造上

の違いは小さいようですが、分析すると重要な違いが見えてきます。
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このアプローチでは、財務部長はコーポレート、北米事業、欧州事
業の業務活動を統括する重要な役割を演じています。4人のプロ

フェッショナルは、財務部長に直接報告する流れになっており、
そ

れぞれの役割は狭い範囲に限られています。後述するように、ION

図2
Figure 2

組織１：コーポレート財務
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を作成すると、
この構造は大きなリスクをはらんでいることがわか
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リスクを軽減するための余裕部分を取り入れた組織変更後

組織２：コーポレート財務

リスクを軽減するための余裕部分を取り入れた組織変更後

財務部長
会計主任

アクチュアリー

2

会計担当者１
アクチュアリー

財務部長
会計主任
会計担当者２
会計担当者１

会計担当者２

会計担当者２

Figure 2

組織１：コーポレート財務
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財務部長

組織２では、管理構造を1か所だけ変更し、
それに応じて考え方も変わっています。会計のプロフェッショナルの中の1名である会計主任の役割が拡大されて
アクチュアリー

会計主任

会計担当者１

います。変更後の構造では、会計主任は組織１における機能と似た責任を有していますが、
ここでは財務部長と共に管理階層の一部を担っています。
これによ

り重要な
「余裕」
が生まれることを、ION分析で明らかにしていきます。

図3

図３は、変更後のコーポレート財務の構造を表しています。
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組織２：コーポレート財務

IONの構造
どのような組織でも、長期間人同士のコミュニケーションが行われると、
ソーシャル

リスクを軽減するための余裕部分を取り入れた組織変更後

ネットワーク、
つまり共通の利益・興味に魅かれた人々の集まりが出現してきます。

財務部長

ソーシャルネットワークは、
トップダウンの指示がなくとも、有機的に発生し、
それ故

会計主任

にそのコミュニケーションの流れが組織が定義したオフィシャルの流れとは大きく異
なることがあります。
ソーシャルネットワーク内で近い関係にある人たちは、互いにア

イデアを共有し、効果的にコミュニケーションをとると考えられます。ION分析の本

アクチュアリー

会計担当者１

会計担当者２

質は、
この有機的ネットワークを理解し、経営目標の効率、
リスク、
そして達成にいか

に関連するかを知ることにあります。

以下のグラフは、上で論じた２つの組織内で時間を経て出現してきたIONを表しています。
これらのグラフでは、図の一番上

にCEOが置かれ、全体的に年功が
下がるにつれて下に連なるように

図4
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書かれています。大きな赤いノードは

財務部長で、大きな青いノードは会計
主任です。

２つのグラフの構造は、性質的に似

ています。
どちらもツリー型で、正式な
組織図に応じてIONが進化したこと

を示唆しています。
どちらの場合も図
の中央部分にあるコーポレート部分

と左右にある２つの地域別ユニット

を結び付ける横のつながりがかなり
あります。

よく見ると一つの重要な違いに気が付きます。組織1では、
コーポレート

グラフにあるもの
ネットワーク・サイエンスの分析は、
「グラフ理論」
という数学の一分野に
起源があります。
グラフ自体は単純に、
ノードとそれを繋ぐエッジで構成

機能と事業ユニット間の全てのつながりが財務部長を経由しています。明

されたものです。
ノードとエッジが少数の小さいグラフは比較的理解しや

を介すようにコミュニケーションを集中させることは、業務の流れのボト

ます。

辞めたりした場合に業務が混乱する原因となります。

例えば、
円型や既存のコミュニティーによるクラスター型、
あるいは長方形

らかにキーとなる人物で、権限が集中しています。
このように一人の人物

ルネックを作り出すリスクがあり、
この人物が就労不能になったり会社を

すいですが、
ノードとエッジが増加するにつれて急速に複雑になっていき

格子型など、
同じグラフを目的に応じて異なる形態で描くこともできます。
弊社で組織を分析する際は、正式な組織図に似せた形態でグラフにしま

すが、
そうすることで正式な組織図とIONの違いがよくわかります。
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２つの組織で仮に、財務部長が会

社を辞め、
同じ責任を引き継いだも

図5

ののその組織ではまだ有機的な結

びつきはあまりない人物に交代した

という場合を図示しました。上述の

権限の集中によるリスクがよく見て

ION：組織1

ION：組織2

担当部長退任後

担当部長退任後

取れます。

財務部長退任後の２つのグラフは

性質がかなり異なります。
２つ目の

構造には重要な余裕が組み込まれ

ていたため、組織2のグラフでは横

のつながりが維持されています。組

織1のグラフではこのつながりがな

くなりました。
この違いはコミュニケ
ーションおよび業務の流れに、重要

な違いを引き起こします。
これらの考察は、IONグラ

図６：ION評価尺度

できます。図6の表は、結

評価尺度

フを様々に計測して検証
果をまとめたものです。

図６の表の指標パスの長

さに注目してください。
こ
れは、他の指標と共に組

織内の接続の度合いを表

す指標として、
コミュニケ

組織1：ベース

組織1：担当部長退任

組織2：ベース

組織2：担当部長退任
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ーションの効率を評価す

るために使用するものです。
組織1では、財務担当部長の退任が指標パスの長さを劇的に伸ば

しており、事前の考察を裏付けています。指標パスの長さは、組織2
でも伸びていますが、
その伸びは組織1ほど顕著ではありません。

上述した考察は、部長退任という
「シナリオテスト」
を使用して導き

出されたものです。図を視覚的に観察したりや数値で分析したりす

ることを経て、組織の設計を変えることの影響をテストし、組織の

弱点と潜在的なリスク管理上の課題を発見することができるよう

になります。
もちろん同様の技術は、潜在的シナジーや効率性の向
上などポジティブな性質を特定することもできます。

グラフの評価尺度もまた潜在的な問題を発見する手助けになりま
す。集中度の評価で、組織の情報が特定の個人、部署、事業ユニッ

トを流れていく程度についての示唆を得ることができます。

測定のための測定
グラフ理論では、
グラフの構造に関する情報についての有益な評価尺度が何百

も開発されています。

「ノードに接続されるエッジ数(Degree)」
とは、
そのノードに繋がれているエッ

ジの数を表します。
１段目
（グラフのノードに接続されるエッジ数の平均）
の結果

は、全てのノードのDegreeの平均です。Degreeを測定することで、事業ユニット
が孤立しているのか、
あるいは密に相互接続されているのかという
「組織の接続
性」
に関する情報を知ることができます。

２段目の
「グラフのノード間のパスの最大長(Diameter)」
は、
任意の２つのノー

ド間の最大長です。
３段目の
「指標パスの長さ(Characteristic Path Length)」
は、任意の２つのノード間の平均長です。Diameterを測定することで、組織にお

ける構成員のつながりの密接性や、組織における情報伝達の効率性などが測定

できます。

４段目の
「グラフのエントロピー(Graph Entropy)」
は、
ノードに接続されるエ

ッジ数（Degree）
のノード間の散らばりを測定したものです。全ての構成員の

Degreeが似たような組織では、
エントロピーは低くなります。
エントロピーを測

定することで、組織内部の変化や組織外からのショックに対して組織構造がどれ

だけ弾力的に対応可能か評価できます。
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図７の表は、組織１における社内で最も責任ある立場の７人

について、
「相互集中度」
として知られる評価尺度を計算した

ものです。

相互集中度の評価は、財務部長が突出して高く、
ここに潜在的

なリスクがあることがわかります。

まとめ
上に示した例のように、
比較的単純なION分析であっても、組

織に組み込まれているリスクに関する理解を広げ、
その対処法

を示すことができます。ION分析では、始めに組織を広くグロ

図７：組織１における相互集中度
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ーバルな視点で見て、
その後重要な要素や新たに出現しつつ

ある問題などを詳細に確認していきます。最初のスナップショットが構築できたら、定期的にIONの経過をモニターすることで、価値のある示唆を継続的に得

ることができるようになります。

またION分析は、社内管理で役立つ以外にも、監督当局、格付機関、業界のアナリストなどの社外関係者に、企業構造とそれに関連するリスク管理の意義を説
明する際の手助けとなります。
また、組織の再構築提案や継承計画の評価を促進することも可能です。

ION分析は事業分野に関わらず適用できますが、保険業界に合わせてカスタマイズすれば、事業のあらゆる分野の問題解決の手がかりとすることもできます。

引受査定担当者は、商品や営業の担当者と効果的なコミュニケーションをしているか？新契約の獲得と既存契約へのクオリティーの高いサービス提供とはバ

ランスがとれているか?運用担当者は、新商品開発に密接に関与しているか?

ネットワーク・サイエンス技術は、
組織が包括的にリスクを理解し、
モニターし、
管理できる手法としてすぐにでもリスク管理の主流になっていくと考えています。

またこれらの技術は、
リスクの特定だけでなく、組織的な弾力性を構築し全体の効率を高めるような能動的な施策の実施にも使えると考えています。
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