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● 経営者のためのリスクマネジメント講座 第１回「リスク社会の到来」
● リスクファイナンシングとしての保険活用 第１回「自動車事故」
● 時流を読む 「ＢＩＳ改正案 銀行に資本増強迫る」他
● Ａ.Ａ.Ｓ.のご紹介 「もしもの時、頼れるパートナーがいますか？」
経 営 者 の た め の リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 講 座 ①
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浦嶋 繁樹
リスクあるところにチャンスあり
大変化が起きている日本において、経営者は
３つのタイプに分けられるような気がします。
一つ目は、先が見えずに不安ばかり募り、すっ
かり元気をなくしているタイプ。
二つ目は、「オレには関係ないよ」と傍観して
いる能天気なタイプ。
そして三つ目は、「この変化はチャンスだぞ」
とはりきっているタイプです。

リスクコンサルタントの草分け的存在。「企業はリ
スクを確実に取ることで発展できる」と提唱。
リスクマネジメントをテーマに、金融機関、大手企
業、各種団体を対象としたセミナー講師や大学院講
師を務めるとともに、リスクコンサルテイング活動
を展開している。

時代の転換がリスクを生む
現在の日本における改革は、国の「内」と
「外」、双方から進んでいます。この状態は、
かつての幕末に似ています。
まず内からは、皆さんもご存知のように、行
政、財政、司法、教育、経済構造、社会保障、
そして金融など、平成維新とも言える大改革。
そして外からは、グローバルスタンダードに
よる外圧。つまり現代における黒船来航です。

皆さんがどのタイプに当てはまるかはわかりま

かつてのエリートであった武士たちが、幕府

せんが、この変化がリスクとチャンスの両方を

の終焉とともに失業してしまったように、今も

生むことは、紛れもない事実でしょう。そして、

また肩書きだけのエリートは失業してしまう時

今まで同じ立場だったはずの人たちが、勝ち組

代です。人々の価値観は大きく変わり、今まで

と負け組とにはっきり分けられてしまうことも

とはまったく違った社会がやってくると考えて

また、事実です。この変化の「先」を読めるか

おくべきでしょう。

どうかが、勝ち組になる、つまり成功するため
の条件となるでしょう。
では、この変化により日本はどこへ進んでいく
のでしょうか。

それでは、リスク社会を迎えた日本において、
チャンスをつかむためにはどうすればいいので
しょう。これから数回に渡り、皆さんと一緒に
考えていきましょう。

日本は、アメリカに次いで世界第2位の自動車
大国。日常生活はもちろん、企業活動において
も、自動車は欠かせない存在となっています。
それだけに、自動車事故のリスクに対しても十
分な備えが必要です。
そこで、万一事故を起こしてしまったときにど

第1回 自動車事故
賠償責任リスク

んな損害が発生し、どんな保険で対応するのが
適切なのかをみてみましょう。

財産損失リスク

まず考えられるのが、事故で他人を死傷させた

自社の車両損害については、やはり自動車保

り、他人のモノや自動車を壊してしまい、損害

険の車両保険が対象となりますが、これも免責

賠償を請求されることです。

金額を設定したり、場合によっては不担保にす

人身事故はもちろん、最近では対物事故の賠償
金額も高騰しており、１回の事故で1,000万円、

ることで保険料削減が可能です。
しかし、ただ保険料を減らすために補償を削っ

2,000万円を超えるケースも少なくありません。

たところで、実際に少額の事故が頻発するよう

会社の体力によっては、かなり脅威といえるで

では意味がありません。たとえば下図のように、

しょう。

浮いたコストを事故防止のために活用するなど

しかし、突発的で高額な賠償リスクを、定期的

の工夫が大切です。

で低額な保険料というかたちでコスト化するこ

また、自動車で運送していた商品が、事故に

とによって、会社経営はぐっと安定したものに

より破損してしまうリスクも考えられます。こ

なります。この場合は、自動車保険の対人賠償

のような損害をカバーするのが、運送保険です。

保険、対物賠償保険で対応できます。

運送保険は、商品だけでなく現金や有価証券
にも掛けられますし、運送中だけでなく保管中
や加工中も補償範囲にすることができます。

人的損失リスク
次に考えるべきは、車に乗っていた社員の被害
でしょう。

また、外注の運送業者が事故を起こし、その
運送業者に弁済能力がないときなども補償して
くれるため、業態によっては非常に頼れる保険
でしょう。

これも自動車保険の搭乗者傷害保険、人身傷害
保険などでカバーできますが、ここで注意すべ
きことは補償の重複です。

＜リスクコスト活用例＞

たとえば、労災保険や傷害保険などにも併せて

コンサルタント料

加入していて、しかも社外の人間は車に乗せな
いような場合、自動車保険の傷害部分はあまり
必要がない可能性があります。自動車保険の傷
害部分を不担保にすることで、保険料を削減す
ることができます。

社内教育費

保険料

年間に支払う
コストは同じ

保険料

時流を読む
時流を読む

リスクに対する感性が高まれば、自然と時代の「先」
を読む力が備わってきます。最新ニュースをリスクマ
ネジメントの視点で分析し、今後の展開や社会への影
響を予想してみましょう。

「発明の権利」は

ＢＩＳ改正案

企業のもの？研究者のもの？

銀行に資本増強迫る

社内研究者による、「職務発明」訴訟が相次い

1988年に、ＢＩＳ（国際決済銀行）の日米欧の銀

でいます。
日立製作所の光ディスク訴訟では9億7,000万円、

行監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会は、
「国際業務に従事する金融機関は、それなりの自

味の素の人工甘味料訴訟では20億円、日亜化学

己資本を確保しなければならない」として、「自

工業の青色発光ダイオード訴訟では20億円。そ

己資本比率８％以上」という国際統一基準を決定

れぞれ研究者の元社員が、企業に発明対価とし

しました。これがＢＩＳ規制です。

て支払いを求めたものです。

自己資本比率とは、自己資本（資本金、利益など）

今まで企業に属していた研究者が、はっきりと

を資産（貸出金、有価証券など）で割ったもので

自己の権利を主張するようになったようですが、

すが、銀行の場合には分母である貸出金が増える

驚くべきはその請求金額の大きさ。発明の対価、

と自己資本比率は低下します。つまり、貸出金の

つまり知的財産の価値が高騰していることがわ

上限は銀行の自己資本によって制限されるととも

かります。裏を返せば、たとえば他人の特許権

に、自己資本比率を上げるためには貸出金を抑え

を侵害した場合、その賠償額も跳ね上がる、と

ることになります。貸し渋りの大きな要因です。

いうことです。

このＢＩＳ規制を、現行よりも厳しくする改正案

著作権や商標権なども含め、悪意はなくとも他

が検討されています。現在は企業向けの融資の場

人の知的財産権を侵害してしまった場合、「知

合、そのリスクは一律とみなされ、求められる自

らなかった」では済まされない可能性もありま

己資本はどんな債権でも融資額の8％以上。しかし、

す。たとえ「うっかり」であろうが、知的財産

貸し倒れリスクに応じてこれを割増・割引する仕

権の侵害は犯罪です。賠償請求されてしまった

組みが、改正案の内容です。

場合、その損害を補償するような保険は今のと

たとえば大企業向けなどに多い無担保債権では、

ころありません（訴訟費用を補償する保険はあ

リスクが小さければ最低で現在の0.15倍の自己資

ります）。

本で済むようになります。一方不良債権は、最大

今後は優秀な弁護士を確保しておくとか、何よ

5.6倍の自己資本を求める、といった具合です。

りも権利を侵害しないような対策を講じるなど

仮に100億の債権があれば、現在は一律8億円の自

の、リスクマネジメントが必要な時代ではない

己資本が必要となりますが、改正案ではリスクに

でしょうか。

応じて１億円強～約45億円と、大きな差が生じま

また、知的財産権訴訟が急増している一方、訴
訟の審理期間を短縮させる動きが活発になって

す。当然、不良債権を多く抱えた銀行は、自己資
本の増強が急務となるでしょう。

います。具体的には、現在平均で１年ほどかかっ

本改正案は2006年末の導入予定。経営者の対抗策

ている審理期間を、準備期間などを見直すこと

としては、とにかく自社に対する取引銀行のリス

で半年程度に短縮させる方針です。

ク評価を高めることに尽きます。それにはまず、

判決が素早く下りることで、スピードが求めら

自社の体力を正確に把握することが大切です。自

れる企業の特許戦略に与える影響は小さくなり、

社の評価を下げている要因を見極めることが、効

商機を逃すことも少なくなるでしょう。

率的な経営改善の第一歩となるでしょう。

本コーナーは、㈱日本アルマック主催「全国リスクマネジメント研究会セミナー」の内容を編集したものです。
セミナーの概要、参加申込方法等については、ご担当のＡＡＳメンバーまでお気軽にお問い合わせください。

Ａ.Ａ.Ｓ.ネットワークは、21世紀に挑戦する個人や企業を応援します

Ａ.Ａ.Ｓ.（アルマック・アライアンス・ストラテジー）とは、全国の保険代理店による事業システムの
総称です。１社１社の持つノウハウは小さなものでも、事業理念、リスクマネジメント手法、マーケティ
ング戦略等を共有して効率性を高めることで、その機能を最大限に発揮し、お客さまに最善のファイナン
シャル＆リスクコンサルティングを提供しています。私どもはＡ.Ａ.Ｓ.に参画し、リスクコンサルティン
グサービスを提供することで、皆さまに心から信頼されるパートナーとなることを目指しています。

全国に広がるＡ.Ａ.Ｓ.ネットワーク（平成15年1月現在）
北海道地区
◎ ㈲佐々木保険サービス
○ CoCoRo保険サービス
◎ ㈲ＬＲランドマーク保険

◎
◎
○
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎

東北地区
ノシロ保険サービス㈱
㈱青雲
㈲東日本保険
㈱ケー・アンド・アイ
リスクコンサルタント北栄

◎
○
◎
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎

関東地区
㈲アルマックインシュアランス
㈲リーディング・エス
㈲きのうちエージェンシー
㈲オフィス・プラスアルファ
シラト保険設計
アクツ保険事務所
㈲ネクスト
㈱かいひん
大平起業㈱
㈲オリエントサービス
成田 正敏

中部地区
Ｔ.Ｍ.Ａ.ＪＡＰＡＮ
㈲アルマック豊橋
㈲坂田商会
(資)ライフプランニング
浜上保険センター㈱

関西地区
◎ ㈲ジーアールシー
◎ ㈲ベスト・インシュアランスサービス
中国・四国地区
◎ ㈲アルマック米子
◎ ㈱コンダクト
九州地区
◎
○
○
○
◎

㈱アンシン
岡田 徹
㈲セントラル・リスク・マネジメント
伊万里リスクマネジメントクラブ
㈲りんくるエンタープライズ

◎･･･Ａ.Ａ.Ｓ.メンバー ○･･･Ａｂｃ会員

明けましておめでとうございます。2003年のスタートとともに、本誌「ＲＭインフォメーショ
ン」も創刊の運びとなりました。
お伝えしたい情報を活字にするというのは意外と難しいもので、同時にその責任も感じており
ます。誌面へのご意見・ご要望などございましたら、お気軽にお寄せください。一方的な情報
提供だけではなく、皆さまとの架け橋となるような誌面作りを心がけてまいります。
それでは今後ともお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
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