Join our global network of over 10,000 risk professionals from more than 60 countries

What is RIMS?

RIMS とは
RIMS は、1950 年に設立された非営利団体で、リスク管理専門家を会員とする組織です。リスク

管理専門家の地位向上とリスク管理の発展をミッションにしています。その名称、RIMS ®, the risk

management society が示す通り、はじめは保険を中心にして財務上の健全性を目的としたリスク
管理に貢献するとのミッションであったものが、リスクが多様化、複雑化するのに応じて、その活
動範囲を全社的リスク管理、そして戦略的リスク管理へと拡大してきました。
また、アメリカとカナダといった北米から、日本、メキシコ、オーストラリア、ニュージーラン

ド、そしてインドへと支部を広げ、グローバルな組織へと発展しています。現在、60 か国以上の
10,000 人を超えるリスク管理専門家を会員とし、3,500 以上の営利・非営利組織を代表する団体と
なっています。
リスク専門家に対して能力開発、教育訓練、ネットワーキングを提供するだけでなく、調査研究

を踏まえた、先端的なリスク管理の知識・ノウハウの蓄積と発信によってリスク管理の発展に大き
く貢献しています。
世 界 の リ ス ク 管 理 組 織 の 連 合 体 で あ る IFRIMA（International

Federation of Risk and

Insurance Management Associations）でも中核的な役割を果たし、運営を支援しています。
グローバルにリスク管理専門家の利害を代表して、政府や規制当局などに対して意見を積極的に

主張する活動にも力に入れています。
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RIMS 初の海外支部

RIMS 日本支部の役割
RIMS 日本支部は、2001 年、現・一般財団法人リスクマネジメント協会が RIMS と協力して、
RIMS のはじめての海外支部として発足しました。日本でのリスク管理専門家の育成と地位向上、
リスク管理の発展に向けて、RIMS の資産、ネットワークを活用して活動を始めました。
20 年の節目を迎え、創設の志を再確認し、日本でのリスク管理の発展、リスク管理者の地位
向上と能力強化に向けて、より一層努力を重ねてまいります。

RIMS 日本支部

Greeting

支部長
神田

良 / 明治学院大学経済学部教授

Makoto Kanda / Professor, Faculty of Economics, Meiji Gakuin University
PROFILE

経営組織論、人的資源管理論、経営戦略論が専門。長期存続企業の持続的競争力の研究から企業の存
続リスクに関心を持ち、戦略的リスク管理を研究する。

RIMS はリスクマネジメントで世界の先端を走る
組織です。
そこで蓄積されている知識、
ノウハウやネッ
トワークは、企業だけでなく非営利組織でも活用で
きる貴重な資産です。RIMS 日本支部として、こうし
た資産をより積極的に活用できる機会を提供すると
ともに、日本の実情に応じた実践的な応用可能性を
一緒になって研究、検討する場を設けることを通し
て、日本でのリスクマネジメントのさらなる発展とリ
スクマネジメント担当者の組織内での地位の向上を、
さらには日本のリスクマネジメントを世界に向けて発
信することを目指してまいります。

RIMS is a well-known organization that guides risk
management in the world scene by its cutting-edge
practices. The knowledge, know-how, and networks it has
accumulated, and is accumulating are precious resources
that any profit and non-profit organizations can utilize.
The RIMS Japan Chapter has its mission to contribute
to the advancement of the risk management in Japan and
to promoting Japanese risk managers’ positions in their
organizations through providing opportunities for making
use of the RIMS resources and applying them proactively
in a practical manner in Japan. Its mission also includes
transmitting the Japanese risk management to the world.

RIMS 理事長
エレン・ダンキン / アマルガメイティッド生命保険最高リスク責任者
Ellen Dunkin / Senior Vice President, General Counsel and Chief Risk Officer,
Amalgamated Life Insurance Company

PROFILE
25 年以上、戦略的リスク管理、全社的リスク管理に携わる。RIMS には 15 年間館員として活躍し、
2015-16 年ニューヨーク支部長、2017 年 RIMS グローバル取締役会メンバー。

世界中のリスク専門家は 2020 年に直面したリス
クに熱意をもって立ち向かい、組織が適応し、より
強く生まれ変わるために並外れた洞察と方向性を
提供しました。一方で、我々はより一層前進して、新
興のダイナミックなリスクを管 理するだけでなく、
我々の仕事の価値を示し、伝える機会を追求しな
ければなりません。RIMS は世界のリスク専門家に
向けて資源、教育、ネットワークの機会を増強する
とともに、リスク専門家のコミュニティを支援して
地位向上に尽くしています。RIMS 日本支部ととも
に統一された強力な専門家コミュニティを構築し、
組織での強靭な戦略的プログラムを実施してリスク
管理キャリアが報われるための資源を整備すること
は我々の喜びです。

Risk professionals from around the world faced 2020’s
risks with fervor, providing exceptional insight and
direction that allowed their organizations to adapt and
emerge stronger. However, we must take our duties one
step further; to not just manage emerging and dynamic
risks but to also seek out opportunities that demonstrate
and communicate the value of our work. RIMS is
committed to developing resources, education and
networking opportunities for risk professionals around
the world, as well as supporting its community’s efforts
to elevate the profession. It is this Society’s pleasure to
work with the leaders of RIMS Japan Chapter to help
build a unified and powerful professional community and
equip them with the resources to build more resilient and
strategic programs for their organizations and rewarding
risk management careers.

Mission of the RIMS Japan

RIMS®, the risk management society
RIMS は、世界中のリスクマネジメントの発展に貢献するグローバルな非営利団体です。
60 か国以上で、10,000 人以上のリスク管理に関わる専門家を会員として、ネットワーク、リス

ク管理の能力・ノウハウの開発、専門資格の認証、教育研修の機会を提供しています。1950 年に設
立されたこの団体は、世界中の 3,500 以上の産業、製造業・サービス業、非営利団体、慈善団体、
政府機関を代表しています。

イベント
Annual Conference
年次大会 ほか

コミュニティ
Opis-The RIMS
Information
Network
Opis：RIMS
情報ネットワーク

戦略的 ERM センター
Strategic and
Enterprise
Risk Center

認証

戦略及び全社リスクセンター

RIMS は、日本のリスクマネジメント協
会も参加する世界のリスクマネジメント
組織連合体（IFRIMA）の運営を支えて
います。

RIMS 認定・

リスク管理専門家
資格

学生向けコンテンツ
RIMS Student
Resource
Center
RIMS 学生資料
センター

コンテンツ
ライブラリー
Risk Knowledge
リスク関連知識

白書・レポート

RIMS 日本支部は、RIMS と協力して、日本におけるリスクマネジメントの発展、リスク管理担
当者の地位向上を支援します。RIMS が蓄積する世界水準のリスクマネジメント・ノウハウを日本
で活用するだけでなく、RIMS 本部、世界の他支部と共同し、日本からの情報発信も担います。

RIMS 資産の活用
●リスクマネジメントの発展
●リスクマネジャーの育成
●各種リスクマネジメント
体系の普及

本部・他支部
との共同

●リスクマネジメント最新情報
の共有
●リスクマネジャーの地位向上
●リスクマネジメントに関する
調査・分析

家

日本からの
情報発信

リスクマネジメントマガジン

Member Benefits

RIMS 日本支部 会員特典
RIMS 日本支部は、米国とカナダのリスクマネジメント専門家によって、自らの知識・ノウハウ

を研鑽・共有し、専門職としてのリスクマネジャーの地位向上とリスクマネジメントの発展に貢献
するために設立された RIMS の日本国内における唯一の拠点です。RIMS 日本支部にご入会の場合、
RIMS 日本支部を運営する（一財）リスクマネジメント協会が提供するサービスの一部が利用でき
ます。

正会員

会員限定コンテンツ
■リスクマネジメント協会発行の情報誌
「TODAY」電子版の無料購読

■ RIMS 機関誌「Risk Management」
英語版の紙媒体と翻訳電子版の無料
購読

■ RIMS（本部英語版）会員サイトへのアクセス権限
■ RIMS（本部英語版）自己診断ツール

「The RIMS Risk Maturity Model (RMM)」
（リスク成熟度モデル）

ガイドブック翻訳版の無料利用

ネットワーキング
■ RIMS 本部・日本支部主催イベント

（RIMS 年次大会、国内外視察旅行等）

■ RIMS 日本支部が主催する経営者等

とのマッチング、ネットワーキングの
場

Membership
Benefits

優遇価格

■リスクマネジメント協会主催リスク検定の会員価格での受検
■ RIMS 本部・日本支部主催イベント、
経営者等とのマッチング、ネットワー
キングの場への会員価格での参加

■ RIMS および RIMS 日本支部が保有するノウハウ、ツール類の会員価格での利用
■ RIMS 日本支部オリジナル・ノベルティグッズの
会員価格での購入

ロゴ入りオリジナルピン

ロゴ入りオリジナルバインダー

協賛会員
会員限定コンテンツ
■リスクマネジメント協会発行の情報誌「TODAY」電子版の無料購読
■ RIMS 機関誌「Risk Management」翻訳電子版の無料購読
■ RIMS（本部英語版）自己診断ツール「The RIMS Risk Maturity Model (RMM)」
（リスク成熟度モデル）ガイドブック翻訳版の無料利用

■ RIMS 日本支部主催イベントや調査事業における「協賛組織名」記載

会員入会のご案内
RIMS 日本支部では、法人正会員と法人協賛会員を募集しています。
入会資格

RIMS 日本支部の目的に賛同し、入会し、その活動を支援する法人・団体

種

正会員、協賛会員

別

入 会 金

不要（共通）

年 会 費

正会員 60,000 円／ 1 口（2 口以上）、協賛会員 30,000 円／ 1 口（1 口以上）
正会員の年会費には、RIMS の年会費を含む

なお現在、個人での会員入会は募集していません。
法人入会ご希望の場合、事務局までお問い合わせください。

カナダ支部

・10 拠点

アメリカ（本部）

インド支部

・63 拠点

日本支部

メキシコ支部

ニュージーランド・太平洋諸島支部
オーストラリア支部

https://rims-japan.jp/
RIMS 日本支部
〒 161-0034 東京都新宿区上落合１丁目 16 番 7 号 エヌケイビル ８階
（一財）リスクマネジメント協会内
TEL:03-6866-3111

FAX:03-6866-3070

P-B10144

