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SOMPOグループとSOMPOリスクマネジメント

社 名 ：

（英文表記 SOMPO Risk Management Inc.）

設立年月日： 1997年11月19日

本社所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル

事 業 内 容 ： デジタル事業／リスクマネジメント事業／サイバーセキュリティ事業

拠 点： 東京・名古屋・大阪・福岡

従 業 員 数： 436名 (2022.4 時点）

資 本 金 ： 3,000万円

株 主： SOMPOホールディングス株式会社（100％）

会社概要

介護

ヘルスケア

事業
損保ジャパン海外ネットワーク

国 内
損害保険

事 業

国 内
生命保険
事 業

海外保険

事 業

組織

コーポレート・リスクコンサルティング部

危機管理コンサルティング部

BCMコンサルティング部

医療・介護コンサルティング部

モビリティコンサルティング部

リスクソリューション開発部

リスク調査部

インスペクション部

大阪支店

営業企画部

リスク
マネジメント
事業本部

監査役

内部
監査部

サービス推進部

情報システム部

デジタル
事業本部

アナリティクス第１部

アナリティクス第２部

サイバー
セキュリティ
事業本部

事業企画部

ソリューション部

サステナビリティ部

経営管理本部

取締
役会

事業開発部

総合企画部

ビジネスデザイン部

本色の表示部署：気候変動リスク対応部署



3© 2022 SOMPO Risk Management Inc. All Rights Reserved.

リスクマネジメントとは

リスク特定

リスク分析

リスク評価

結果の評価
（モニタリング・レビュー）

リスク移転

リスク低減

リスク回避

発生頻度の低減

影響度の低減

リスクアセスメント

出典： SOMPOリスクマネジメント作成

※リスクマネジメント（国際規格（ガイドライン）：ISO31000:2009年）

• 「リスクに関して組織を指揮、統制するための調整された活動」と定義され、組織の経営管理手法のひとである。

• 具体的には、リスクの特定、分析、評価・優先順位の決定、処理のプロセスを通じて、リスクの排除、回避、極小化や損失に対する
財務手段の手当てを実現し、組織の価値の減損を最小の費用で効果的にリスクに対応するための仕組み

損害保険

リスクマネジメント

リスク対応

 リスクマネジメントとは、リスクを特定・分析・評価する「リスクアセスメント」や、リスク低減・保有・回避・移転する「リスク対応」等を通じて、
リスクに対応するための取り組みです。

リスク保有

リスクコントロール

リスクファイナンス
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SOMPO気候アクション

※取組みの具体例につきましては、
SOMPOホールディングスのWEBサイトや
統合レポート2022を参照
https://www.sompo-
hd.com/ir/data/disclosure/hd/

https://www.sompo-
hd.com/csr/action/

https://www.sompo-
hd.com/csr/materiality/topic2/

アクセス日 2022年8月30日

 気候変動は、自然災害の増大、生態系の劣化、健康への悪影響、食糧問題の深刻化等をもたらす、非常に重要な社会課題です。

 SOMPOグループでは、2021年度からの中期経営計画において、気候変動を重要な社会課題に位置づけ、
「ＳＯＭＰＯ気候アクション」として、気候変動への「適応」「緩和」そして「社会のトランスフォーメーションへの貢献」を掲げ、取組みを進めています。

 これまで培ってきた、リスクマネジメントや損害保険に関する知見・ノウハウや、SOMPOの強みを活かし、SOMPOグループ自身の気候変動リスクマ
ネジメントに取り組むとともに、気候変動リスクのリスクアセスメントや、リスク対応を支援する商品・サービスの開発・提供を通じて、社会のレジリエン
ス向上の支援に努めています。

https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/
https://www.sompo-hd.com/csr/action/
https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic2/
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気候変動リスクアセスメント

 SOMPOリスクマネジメントでは、自社開発した気候変動リスクの定量評価技術や気候変動シナリオに基づく定量・定性的な影響評価を通じて、
企業の気候変動リスク/機会の特定・分析・評価や、投資家等のステークホルダーに向けた情報開示の支援を行っています。

 企業は、気候変動等の将来シナリオを踏まえ、事業戦略を検討していくことで、企業経営のレジリエンスを高めるとともに、TCFD(気候関連財務
情報開示タスクフォース)へ対応し、投資家等のステークホルダーと効果的な対話をすることが可能となります。

マーケットの変化

原料調達困難

異常気象の増加

従業員

株主・
投資家

資本

労働力

配当

給与

資材・
サービス

地域・
社会

地域での協働
対話

規制・監督 納税

取引先
顧客

代金
代金

製品・
サービス

人事 総務 法務 経理 安全・環境

経営管理

システム

行政

研究・開発 調達 製造 保管・輸送 営業・販売●●事業

原燃料価格
の変動

台風豪雨・
洪水

水資源
減少

豪雪
海面上昇・
高潮

規制の強化

特定原料の
調達困難

従業員の健康悪化

熱中症
集団感染症
・疾病

カーボン
プライシングの

導入

輸送コスト
上昇

低炭素
製品への
ニーズ増加

気候変動による
栽培変化

害虫・雑草・
病原菌の
増加

研究・開発 調達 製造 保管・輸送 営業・販売■■事業

投資家等からの
要請の高まり

投資家からの
評価悪化

訴訟の
増加

適応関連の
製品への
ニーズ増加

①バリューチェーンの整理 ⑤リスク・機会の詳細評価

TCFD項目 SOMPO-HD 開示内容（抜粋）

ガバナンス 当社グループは、取締役会が定める「グループERM（戦略的リスク経営）基本方針」に基づいたリスクマネジメント体制を構築しています。当社グルー
プに重大な影響を及ぼす可能性があるリスクを「重大リスク」と定義し、事業の抱えるリスクをグループCRO（Chief Risk Officer）が網羅的に把握・
評価したうえで、その管理状況を定期的に経営執行協議会（MAC）および取締役会などの会議体に報告する体制としています。
想定を超える風水災損害の発生および脱炭素社会への移行に伴うレピュテーション毀損や資産価格への影響などの気候変動リスクについても重大リ
スクとして認識し、役員が責任者となって対策を実施しています。

戦略 リスク
機会

（１）自然災害激甚化などに伴うリスクへの対応
当社グループの損害保険事業は、気候変動に伴う自然災 害の激甚化などの影響を受けるリスクを内在していることから、気候シナリオを活用した分析
などに取り組んでいます。・・・・・・・

（２）脱炭素社会への移行に伴うリスク・機会への対応
脱炭素社会への移行に向けた法規制の強化やテクノロ ジーの進展は産業構造および地域社会に変化をもたらし、保険ニーズの変化、株式などの運
用資産の価値毀損など、当社グループの将来の業績や財政状態などに影響を及ぼす可能性があります。一方で、産業構造の変革は、新たな保険
ニーズやマーケットの創出などのビジネス機会の拡大をもたらすととらえ、脱炭素社会への移行を見据えてさまざまなビジネスに取り組んでいます。・・・・・

リスク管理 （１）気候変動が激化した社会を想定した取組み
当社グループでは、気象・気候ビッグデータを用いた損害保険事業への影響把握や、保険料率・再保険カバーの最適化に加え、以下の取組みを通じ
て、中長期的な事業のレジリエンス強化を図っています。・・・・・・・
（２）低炭素社会を想定した取組み
当社グループは、エネルギー転換が脱炭素社会に向けて重要な役割を担うとの認識のもと、再生可能エネルギーの普及を後押しする取組みを進めて
います。・・・・・・・

指標と目標 ■気候変動への適応・緩和に向けた商品・サービスの 開発・提供
■環境保全に関する普及活動・教育機会への参加人数
■CO2排出量
■電力使用量
■紙の使用量

⑥情報開示支援

②シナリオの検討・データ整理

③リスク・機会の洗い出し
④リスク・機会の簡易評価

出典：SOMPOリスクマネジメント（株） リスクマネジメント事業本部作成

過去の気象データに基づいて
降雨・浸水をモデル化

豪雨・洪水モデル

2℃/4℃上昇した際の
気候予測データベースを反映

台風風災モデル

過去の気象データに基づいて
台風経路・風速をモデル化

気候変動影響を定量化
• 熱帯低気圧
• 豪雨などの極端現象

通常計算
（現在気候・気候変動なし）

アンサンブル気候予測データベース
（d4PDF, d2PDF）

○%増加

影響インパクト評価

現在気候下の
リスク量

将来気候下の
リスク量

分析結果（イメージ）
• 建物損害額：3億円
• 営業停止期間：4週間

変化率 影響度

分類 種別 リスク・機会 内容 事業への影響 参考指標
現在→

2030年頃
影響額
(億円)

影響度 説明

気候変動 移行リスク
・カーボンプライ
シングの導入

・パリ協定を受け、日本は2013年度比で2030年
度までに温室効果ガス排出量を26%、長期目標
として2050年までに80%排出削減することを目指
している。
・今後、更なる大幅な排出量削減に向け、排出規
制の強化や排出権取引制度の導入、炭素税の

導入の可能性がある。

・炭素税等のカーボン
プライシングによって負
担が増加する恐れがあ
る。

炭素価格
(2018 
USD/t)

1トン当たり

2.89→
100USD
3460%

光熱費
+2.5億円/年

小

・現行の地球温暖化対策税が1トン289円のため、
CO2排出量25,500tをベースにした負担金額は
0.07億円。

・2℃未満シナリオを実現するためには、炭素税等を
通じて、1トン10000円の炭素価格が必要。
・1トン289円→10000円の変化率をもとに、現在
→2030年の変動幅2.5億円を算出。
・1USD=100円。

気候変動 移行リスク
・化石燃料関
連の再保険引
受停止

・Swiss Reでは、全事業のうち燃料炭を使用した
事業が30%超となる事業について元受・再保険と
もに将来は引き受けしない旨を述べている。
・再保険会社が再保険引受を控える動きが加速し
ていく可能性がある。

・必要となる再保険を
手当てできなくなる恐
れがある。

石炭関連セ
クターからの
収入保険料

- XX X

・Swiss Re等の再保険会社が、石炭関連セクター
の再保険引受を拒否し、顧客企業の再保険手配が
不可能となることによって、収入保険料が全て失われ

ると想定。

気候変動 移行リスク
・賠償責任リス

クの増大

・温室効果ガス排出や気候変動リスク情報開示
等に関する役員の賠償責任を問う訴訟が起き始

めている。
・こうした訴訟が今後増加していく恐れがある。

・訴訟の増加により、
D&O保険等の保険金

支払額が増加する恐
れがある。

- - - X

・これまで気候変動関連の訴訟では、司法ではなく政
治の場で解決すべき課題であると、原告の訴えは退
けられている。
・影響は限定的と考えられるが、更なる検討が必要で
ある。

気候変動 物理リスク

・自然災害の
増大による保
険金支払いの
増加

・台風や洪水、高潮等の頻度や強度が、気候変
動により増大すると予測されている。
・自然災害の増大により、不動産やインフラの損壊
等の被害が増加する恐れがある。

・自然災害の増大によ
る被害増大に伴い、保
険金支払額が増加す
る恐れがある。

XX

気候変動 物理リスク

・自然災害の
増大による出
再保険料の増
加

・同上

・自然災害の増大によ
る被害増大に伴い、出
再保険料が増加する
恐れがある。

XX

気候変動 物理リスク

・自然災害の

増大による業
務への影響

・同上

・自然災害の増大によ
り、査定等に多くの人

員が必要となり、業務
に影響が生じる恐れが
ある。

- - - - X

・2018年度は自然災害が頻発し、査定等への人員
の派遣により、業務に一定の影響が出ている。
・気候変動により、2018年度と同様の傾向の年が
増えていくと考えられるため、一定の影響はあるといえ
る。

事業特性を踏まえ分析を実施
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出典：SOMPOリスクマネジメント（株） デジタル事業本部作成

過去の気象データに基づいて
降雨・浸水をモデル化

洪水モデル

2℃/4℃上昇した際の
気候予測データベースを反映

台風モデル

過去の気象データに基づいて
台風経路・風速をモデル化

気候変動影響を定量化
• 熱帯低気圧
• 豪雨などの極端現象

通常計算
（現在気候・気候変動なし）

アンサンブル気候予測データベース
（d4PDF, d2PDF）

○%増加

影響インパクト評価

現在気候下の
リスク量

将来気候下の
リスク量

気候変動リスク定量評価

分析結果（イメージ）
• 建物損害額：3億円
• 営業停止期間：4週間

 SOMPOリスクマネジメントでは、風水災リスク評価モデル開発の技術・ノウハウや損害保険事業から得られたデータを活用し、気候変動を踏まえた
風水災リスクの将来変化を可視化し、拠点ごとの施設の物的損害額や営業停止期間を推定しています。

台風・豪雨・洪水モデル 気候変動予測DBの反映 リスク将来変化
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自然災害リスク評価モデル開発

風水災リスク評価モデル地震リスク評価モデル

台風モデル 洪水モデル

高潮モデル 陸上風力モデル

・自然災害リスク評価

・不動産地震PML評価

・洋上風力リスク評価

・ポートフォリオ管理

・アンダーライティング支援

地震モデル

津波モデル

地震火災モデル

液状化モデル

休業損害モデル

・商品開発・料率算定

・集積リスク管理

・ポートフォリオ最適化

自然災害リスク評価モデル

・ハザードマップ作成

・再保険支援

・被害想定支援

・長周期ハザード評価
・多様性を考慮したイベントセット
・地震頻度の再構築
・M9対応のハザード評価
・超高層建物の脆弱性
・津波浸水深シミュレーション
・津波浸水深簡易評価
・災害時の経済環境変化を考慮した
財務インパクト評価モデル

・洪水シミュレーション
・陸上風力発電モデル構築
・洋上風力モデルの構築
・台風・洪水の気候変動
（TCFD対応）

傷害モデル

保険業務

共同研究
パートナーとの

研究事例

共同研究
パートナーとの

研究事例

コンサルティング業務

・キャプティブ支援

洋上風力モデル

 SOMPOリスクマネジメントでは、国内の地震、風水災リスクを評価するモデルを、20年以上にわたり、自社開発しています。
大学・研究機関との共同研究体制をとりながら、最新知見の反映やモデルの高度化を図っています。

 開発したモデルは、保険業務やコンサルティング業務に活用しています。

出典：SOMPOリスクマネジメント（株） デジタル事業本部 作成

土砂崩壊モデル
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気候変動がもたらす自然災害等の物理的リスク （「統合レポート2022」P65より）

 台風や洪水、高潮などの自然災害の甚大化や発生頻度の増加により、想定以上の保険金支払いによる財務的影響を受ける可
能性があります。損害保険事業では、発生傾向をふまえた保険引受条件や再保険方針の見直しによってリスクを抑制可能であり、
地理的分散や短期・中期の気候予測にもとづく定量化や長期的なシナリオ分析などの結果にもとづき、レジリエンスの確保を図っ
ています。

 リスクの定量把握に向けては、「アンサンブル気候予測データベース：ｄ４ＰＤＦ（database for Policy Decision making 
for Future climate change）」などの気象・気候ビッグデータを用いた平均気温が2℃または４℃上昇した気候下での台風や
洪水、高潮の変化や極端災害の発生傾向の分析から、長期（10～30年）・中期（5～10年）の影響把握を行っています。
また、ＵＮＥＰ ＦＩ（国連環境計画・金融イニシアティブ）のTCFD保険ワーキンググループのガイダンスにもとづく簡易な定量
分析ツールによる影響度試算を行っています。

 現在は、気候変動リスクへの金融監督上の対応を検討するＮＧＦＳ（気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク）が検討し
ているシナリオ分析の枠組みを活用し、分析を進めています。

脱炭素者社会への移行に伴う移行リスク （「統合レポート2022」P65より）

 移行リスクによる当社グループの保有資産（国内外株式・社債）への影響については、1.5度、２度、3度未満に抑えるシナリオ
を前提に、低炭素な世界経済への移行が企業に及ぼす政策リスクと気候変動の緩和や適応に向けた取組みによる技術機会が
及ぼす影響を、MSCI社が提供する手法を用いて定量的に分析しています。

 分析により、国内株式への影響がもっとも大きいものの、政策リスクの影響が技術機会によって相殺され、全体的な影響は限定的
という結果を得ています。

 SOMPOグループでは、気候変動に関わる変化を洗い出したうえで、SOMPOグループの事業に与えるリスクと機会を、短期、中期（5～10年後）、
長期（10～30年後）の時間軸で評価・分析を行い、戦略の立案や具体的な対策の検討などに活用しています。

SOMPOグループの気候変動リスク/機会の評価・分析

出典： https://www.sompo-hd.com/csr/action/ https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic2/
https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/ アクセス日 2022年8月30日

<気候変動リスク定量評価の試算結果>
台風の発生頻度 約▲30％～＋30％
１台風あたりの損害額 約＋10%～＋50%

https://www.sompo-hd.com/csr/action/
https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic2/
https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/
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まとめ

 SOMPOグループでは、気候変動に関わる環境変化を洗い出したうえで、SOMPOグループの事業
に与えるリスク/機会を、短期、中期（５～10年後）、長期（10～30年後）の時間軸で
評価・分析を行い、戦略の立案や具体的な対策の検討などに活用しています。

 自然災害リスクについて、損害額の大きさとその発生確率で定量化が可能なため、そうした考えに
基づき、自然災害リスク評価モデルを開発しています。開発にあたっては、多様な共創、協働を
通じて、モデルの高度化を図っています。

 台風や洪水などの自然災害の甚大化や発生頻度の増加により、想定以上の保険金支払いによ
る財務的影響を受ける可能性があり、その将来予測評価は、非常に重要な取り組みになります。

 損害保険事業では、発生傾向をふまえた保険引受条件や再保険方針の見直しによってリスクを
抑制可能です。地理的分散や短期・中期の気候予測にもとづく定量化や、長期的なシナリオ分
析などの結果にもとづき、レジリエンスの確保を図っています。

 気候変動リスクの定量評価について、気候予測データベースを用いて、気温が2℃/４℃上昇した
気候下での台風や洪水等の影響評価を行っています。気候予測データベースへのアクセスが可能
となり、利活用できることによって、客観的な中期・長期の分析が企業においても可能となります。
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SOMPO気候アクションの気候変動リスクフレームワーク

出典） 取組みの具体例につきましては、SOMPOホールディングスのWEBサイトや統合レポート２０２２（https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/）をご覧ください。
出典） https://www.sompo-hd.com/csr/action/ https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic2/ アクセス日 ２０２２年８月３０日

https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/
https://www.sompo-hd.com/csr/action/
https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic2/
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自然災害リスク評価モデルの目的

自然災害リスクは，損害額の大きさとその発生確率で定量化される。

過去には発生していないような大規模災害も含め，さまざまな災害を想定して

損害額を確率的に評価する。

⇒ 損害額の超過確率カーブで表現する。

⇒ 自然災害の不確実性の評価が重要。

損害額の超過確率カーブ

過去にはないような大

規模災害の損害額も

評価したい

カーブの下側の面積＝
年間期待損害額: 約〇億円

年超過確率 1% = 100年に1回程度の確率
推定損害額: 約〇億円

１％

PML（Probable Maximum Loss）：予想最大損害額
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①ガバナンス

気候関連リスクと機会
に関する組織ガバナン
スを開示する

②戦略

気候関連のリスクと機
会がもたらす当該組織
の事業、戦略、財務計
画への現在及び潜在的
な影響を開示する

③ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

気候関連リスクについ
て、当該組織がどのよ
うに識別、評価、及び
管理しているかについ
て開示する

④指標と目標

気候関連のリスクと機
会を評価及び管理する
際に用いる指標と目標
について開示する

•気候関連のリスクと機会についての、当該
組織取締役会による監視体制を説明する。

•気候関連リスクと機会の評価・管理する上
での経営者の役割を説明する。

•当該組織が気候関連リスクを識別及び評価
するプロセスを説明する。

•当該組織が気候関連リスクを管理するプロ
セスを説明する。

•当該組織が気候関連リスクを識別・評価及
び管理のプロセスが、当該組織の総合的リ
スク管理にどのように統合されているかに
ついて説明する。

•当該組織が識別した、短期・中期・長期の気
候関連のリスクと機会を説明する。

•気候関連のリスクと機会が当該組織のビジネ
ス、戦略及び財務計画（ファイナンシャルプ
ランニング）に及ぼす影響を説明する。

• 2℃或いはそれを下回る将来の異なる気候シ
ナリオを考慮し、当該組織の戦略のレジリエ
ンスを説明する。

出典： TCFD Final Report を元にSOMPOリスクマネジメント作成

•当該組織が、自らの戦略とリスク管理プロセ
スに即して、気候関連のリスクと機会を評価
するために用いる指標を開示する。

• Scope1、Scope2及び、当該組織に当てはま
る場合はScope3の温室効果ガス排出量と関
連リスクについて説明する。

•当該組織が気候関連リスクと機会を管理する
ために用いる目標、及び目標に対する実績を
開示する。

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）について

 石炭等の化石燃料からのダイベストメント等の動きを受け、2015年4月に、G20財務相・中央銀行総裁会合は、各国の
財務省や中央銀行により構成される金融安定理事会(FSB)に対し、気候変動問題が金融セクターに及ぼす影響につい
て検討するように要請しました。

 要請を受け、FSBは、マイケル・ブルームバーグ元ニューヨーク市長を座長とする、「気候関連財務情報開示タスクフォース
（Task on Climate-related Financial Disclosure）」を設置し、情報開示に関する提言書を2017年6月に発表
しました。
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リスク 機会

戦略的計画
リスク管理

財務的インパクト

資源効率性

エネルギー源

製品/サービス

市場

レジリエンス

資産 負債

資本 資金調達

収入

支出

損益計算書
キャッシュフロー

計算書
貸借対照表

政策と法律

技術

市場

評判

急性

慢性

移行リスク

物理リスク

出典： TCFD Final Report と関連セミナー情報を元に、SOMPOリスクマネジメント作成

洪水・台風・高潮・
気温上昇等

温室効果ガス排出
規制強化・炭素税等

再生可能エネルギー、
電気自動車等

気候変動のリスクと機会によりもたらされる財務に関係する影響

 投資家等が財務上の意思決定を行うために、TCFDは組織に対して、気候変動のリスクと機会によ
りもたらされる組織の財務にインパクトのある情報について、開示することを求めている。

事業会社は、財務にインパクト
のある情報を開示し、投資家
が財務インパクトを評価
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自己紹介：話題提供者

所 属 ： ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

執行役員 サステナビリティ部長

氏 名 ： 福渡 潔

経 歴 ： 1988年 安田火災海上保険株式会社入社

（現在、損害保険ジャパン㈱）

業務経験： ２年 ：国際金融部

１２年 ：保険営業・保険引受業務（主に企業の保険引受）

１年 ：地球環境室付：米国自然保護団体（The Nature Conservancyに派遣）

３年 ：地球環境室付：国立環境研究所に派遣

（地球環境研究センター業務・ＩＰＣＣ関係業務）

４年 ：ＣＳＲ・環境推進室（損害保険ジャパン(株)）

1２年～：ＳＯＭＰＯリスクマネジメント(株)（2010年より現在）

担当： サステナビリティ、ESG投資、アグリ関連業務、国際開発協力支援案件業務

（JICA：ミャンマー・エチオピア・バングラデッシュ・インドネシア・フィリピンのプロジェクト）

社外委員：

・環境省・国立環境研究所 適応策推進のための気候変動予測・影響評価に係る連携ワーキンググループ 2021年～

・環境省 適応ファイナンスに関する勉強会 2020年～2021年

・（公財）損保ジャパン日本興亜環境財団 選考委員 2016年～現在

・英国規格協会 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝに関する規格（PAS7000）のステアリング委員 2013年～2014年

・文部科学省 気候変動予測研究検討会 委員・WG委員2010年～2011年

・日本経団連 国際環境戦略WG・WBCSDタスクフォース委員 2007年～2010年

・社団法人日本損害保険協会 環境ＰＴメンバー 2006年～2010年

・社団法人日本損害保険協会 環境ＰＴサブリーダー 2008年


