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はじめに
リ ス ク お よ び ソ ル ベ ン シ ー の 自 己 評 価 （ Own
Risk and Solvency Assessment：ORSA）
ORSAとは、保険会社が自身の統合的リスク管
理（Enterprise Risk Management：ERM）の枠
組みの十分性、ならびに期待される通常の状況
および厳しいストレスシナリオの下でソルベンシー
を維持するために、自身のリスクに対して保有す
ることを要求される資本を評価する、継続的な内
部プロセスです。
カ ナ ダ の 保 険 会 社 各 社 は 最 近 、 金 融 機 関 監 督 庁 （ Office of the

OSFIは2014年1月1日から発効したORSAならびに規制資本および自

Superintendent of Financial Institutions：OSFI）の要求する通り、ORSA

己資本目標のガイドラインを公表しましたが、業界がこれらのガイドライ

に関する最初の経営者報告書を完成させました。OSFIのE-19 ORSAガ

ンを完全に遵守するまでには数年を要するであろうと認識しています 。

イドラインは2014年1月1日に発効しましたが、各社の統合的リスク管理

業界がORSAの2年目に向かう中で、保険会社は進化を続け、ORSAに

（Enterprise Risk Management：ERM）および資本管理の実務的整備状

沿ったプロセスおよび実務を自身の「通常業務」の活動に組み込むべき

況によって、ORSAの導入の円滑さには大きなばらつきがあったものと私

です。
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たちは推測しています。
ORSAは動的なプロセスであるべきであり、意思決定のための情報提供
ORSA報告書は、連邦政府により規制されるすべての保険会社が2014年

に係る関連性および適切性を維持すべく頻繁にレビューを受けるべきです。

12月31日までに作成することをOSFIにより要求された報告書であり、保
険会社が自身のリスクならびにそれらのリスクの管理、軽減およびガバナ

カナダの保険会社がORSAの初年度をどのように受け止めたかを知る

ンスを自己評価するプロセスを記述した文書です。またORSA報告書は、

ため、デロイトは2014年後半にサーベイを実施しました。この2015年

保険会社が自己評価したリスクに対して保有すべき規制上要求される自

ORSAの見通しでは、同サーベイへの回答から導き出された多くの業界

己資本の水準を決定するプロセスについても記述しています。最初の

の知見について説明し、保険業界がOSFIのORSAガイドラインに含めら

ORSA報告書の作成は、ERMおよび自己資本目標の決定に係る既存の

れたORSAの諸原則との整合を達成するための道、およびORSAはど

プロセス情報の抽出、照合および要約を伴ったと思われます。この経営者

のようにして目に見えるビジネス上の恩恵をもたらすことができるかにつ

報告書は、経営者および取締役会が自社のORSA実務および自己資本

いてデロイトの視点を示しています。

の目標水準の十分性をレビューし、評価し、これらが適切であることを検
証できるようにORSA実務を報告するものです。またこの経営者報告書
は、OSFIによる当該保険会社の監督上の評価において用いられる可能
性があります。

デロイトのORSA初年度サーベイ
損害保険の正味収入保険料の53％および生命保険の正味収入
保険料の81％を占めるカナダの損害保険会社24社および生命保
険会社17社から、ORSAに関する多くの重要なテーマを含む38の
質問から成るデロイトのサーベイに回答を得ました。この2015年
ORSAの見通しには、回答の一部から得た知見を記載しています。
サーベイの全ての結果を入手されたい方は、ehultzer@deloitte.ca
までご連絡ください。
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ビジネスにおける

ORSA
ORSAの諸原則は、保険会社によるリスク負担が資本と密

ます。保険ポートフォリオのパフォーマンスについては運の

接に関連付けられることを要求します。これは、保険会社が

要素（たとえば、保険金請求につながる事象または災害が

現在および将来の戦略計画をそれぞれの計画期間にわた

一般に予想されるより高い頻度で発生する）も関わるもの

り支える資本を確保するためのフォワードルッキングなプロ

の、リスク調整後のパフォーマンスが常に基準を下回って

セスです。この点において保険会社は、予想される成長ま

いるかまたは上回っているポートフォリオは、より厳格な精

たは買収や／投資の引上げによってリスク特性が変化する

査および経営者のアクションの対象とするべきです。

中で、時間と共に資本ニーズを変更させることを可能にする
など、短期、長期のビジネス目標に対応する自己資本目標
を確立する必要があります。これらの自己資本目標は、保
険会社自身のリスク選好、リスク限度および許容度を反映
するものであり、これらと一貫性を有するべきものです。こ
のようにして、ORSAの実務は組織のすべてのレベルにお
ける意思決定プロセスに不可欠なものとなります。ビジネス
活動、オペレーションおよび計画にフィードバックされる強固
なORSAプロセスは、最終的に、保険会社が最適なリスク
ベースの意思決定をすることをサポートします。
ビジネスの意思決定プロセスを支援するため、資本はより
詳細なレベルで配分されるべきです。完全に調整された確
率論的モデルを持つ保険会社は、シミュレーションの結果
に基づくアプローチを用いる（たとえば、適切なパーセンタイ
ルにおけるテール分散を計算する）ことができます。決定論
的アプローチを用いる保険会社は、それぞれの商品または
事業ラインにおける固有のリスクを決定する近似的手法を
用いて、依然として一定の形で詳細なレベルにおける資本
配分を達成することができます。このプロセスはフォワード
ルッキングなものであるべきで、保険会社は、ランオフ中の
事業ラインまたは成長中の事業ラインに対し、将来の潜在

また、事業ラインに対する資本の概念的な配分は、商品に
関連付けられたリスク度に対する適切な資本利益率をプラ
イシングに確実に反映することにより、プライシングに関す
る意思決定を支援することができます。加えて資本の配分
は、どの事業ラインを拡大し、どの事業ラインに参入し、ど
の事業ラインから撤退すべきかを評価する際、またはどの
エクスポージャーを縮小しリスクを譲渡すべきかを評価する
際の、リスクベースの意思決定を強化するために用いるこ
とができます。
デロイトのサーベイでは、図表1に反映されているように、
多くの保険会社がORSAの資本関連指標をリスク管理のた
めだけではなくより幅広く用いる意図があることを示しまし
た。私たちは図表1において、これらの計測結果の利用に
関して、生命保険業界が損害保険会社より先行しているよ
うに見えることに注目しています。これはおそらく、生命保
険負債がより長期であることや、生命保険会社は一般に
ALM管理のためにより多くの時間を費やしていることから、
このような特定のリスクを管理するための準備がより整って
いることに一部起因しているかもしれません。また生保にお
いては、一般的なプライシング実務として最低継続資本

的な資本不足を回避するため、これらの分野に十分な量の

剰 余 規 制 （ Minimum Continuing Capital and Surplus

資本を割当てる必要があります。

Requirements：MCCSR）の比率を用いていることが、この
回答結果につながった可能性があります。さらに生命保険

より詳細なレベルで資本を配分することにより、保険会社

会社は、損害保険業界に要求されるはるか以前から、規制

は、事業ラインのリスク調整後リターンおよび引受パフォー

資本の水準をリスクのカテゴリー別に決定してきています。

マンスを評価するために資本利益率を計算することができ

2 2015 年 ORSA の見通し

パフォーマンス評価にORSAのリスクベースの
資本関連指標を活用しているケースは、生命保
険会社の50％、損害保険会社の38％にとどま
りました。組織間の要求される諸活動の整合性
を支援するためにも、さらに多くの業界がこれを
行うべきです。

通常業務としてのORSAの実務を達成するためのプロセスを導入す
るにあたり、経営者は、ビジネスにおける行動を変えるという課題に直
面しています。考えられる一つの例は、パフォーマンスがORSAの期
待値およびビジネス実務と整合するよう促すべくインセンティブの構造
を変更することです。この業務モードへの移行には組織全体にわたる
重要な文化的転換が必要であり、成功するためにはトップが主導する
必要があります。

図表1：ORSAの資本関連指標の利用目的
組織はORSAのリスク/資本の関連指標をどのように用いることを意図していますか？
27%

買収／分離などの将来の戦略的選択肢の評価

77%
46%

資本管理および配当政策

38%
パフォーマンス評価

68%

50%

42%

リスク調整後資本リターンの測定

68%
77%

リスク管理
プライシングおよび商品設計

82%

無回答

9%
0%

損害保険会社

86%

35%
15%
20%

40%

60%

80%

100%

生命保険会社

単なる数値ではなく、文化の変化に焦点を合わせましょう。

「これは単に資本に関するものではありません。これは行
動の変化です。これはこのモデルの最も難しい部分です。
保険組織におけるさまざまなレベルの人々の思考方法を
変化させることに比べれば、複雑な数学的部分を策定す
ることははるかに容易です。」 CEIOPS会長トーマス・ス
テファン（Thomas Steffen）氏2
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ORSAへの準備状況に
係る業界の視点
OSFIがORSAガイドラインを公表してから1年が経ち、デロ

および2009年12月にそれぞれ発効したコーポレートガバナ

イトのサーベイに対する保険会社の回答は、すべての保険

ンス動態的資本十分性テスト（Dynamic Capital Adequacy

会社が自身のORSA実務の諸側面を強化しさらに発達させ

Testing：DCAT）およびストレステストに係る既存の規制およ

る必要があることを明らかにしています。業界の自己評価

び保険数理実務基準の要件を踏まえると、これは予想され

は 図 表 2 に 示 し た 通 り であ り 、生 命 保 険 会 社 は 自 身 の

た通りでした。

ORSAへの準備状況を損害保険会社と比べてより高く評価
していることが分かります。

保険会社は、自身のORSA活動を通常業務の実務に組み
込むことにおいて、最も準備が整っていないように見えます。

多くの保険会社は、リスクの包括的な識別および評価、なら

保険会社は、ORSAを戦略および事業計画と統合する能

びにコーポレートガバナンス方針の文書化の分野における

力、ならびに他のビジネス分野（リスク機能の外にある）にお

準備状況が高いと感じていました。2013年1月、2003年1月

けるORSAの認知度および関与を、最も準備が整っていない
ものと評価していました。

図表2：カナダの保険会社のORSAへの準備状況
カナダの保険会社のORSAへの準備状況
全体的なORSAへの準備状況

1
取締役会／最高経営責任者による
ORSAの理解

システムの能力

2
主要指標レポートに含めるデー
タを生成する能力

上級経営者によるORSAの理解

3
4

データの利用可能性

他のビジネス分野におけるORSA
の認知度

5

リスク機能の能力

内部資本モデルの策定

ORSAを戦略および事業計画と
統合する能力

コーポレートガバナンスの
方針および実務の文書化
リスクの包括的な識別および評価

損害保険会社

生命保険会社

1＝極めて準備が整っている、5＝全く準備が整っていない
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保険会社は、自身のORSA活動を「通常業
務」の実務に組み込むこと、ならびにORSAを
リスク管理および保険数理機能の外の者との
コミュニケーションに活用することにおいて、
最も準備が整っていないように見えます

ORSAの成熟度
デロイトのサーベイは、カナダの保険会社が自身の実務を

図表3に示した通り、業界による自身のORSAに係る成熟度

OSFIのORSAの諸原則とどの程度整合させているかに

の評価は、サーベイ回答者の3分の1超が「必要最小限」の

よって、保険会社のORSA実務の成熟度を測定しました。

ORSAプロセスにあると回答しました。ORSAを戦略的ツー

これらの成熟度の評価は、保険会社が―OSFIのORSAの

ルとして用いている（これは「高度」なORSAの状態とみなさ

諸 原 則 との 整 合 を 達 成 する た めだ けでなく 、最 終 的 に

れる）と回答したのは、損害保険会社の12％および生命保

ORSAの恩恵を受けるために―2015年およびその先にお

険会社の14％にとどまりました。損害保険業界の自己評価

いて検討すべきいくつかの分野を浮彫りにしています。

は、図表1および2に示された資本関連指標の利用および
全体的なORSAへの準備状況に関する回答と食い違ってい
ます。これは、損害保険業界がORSAの成熟度についてよ
り高いものを求めている可能性があるか、または生命保険
会社がその自己評価において保守的であり、このことによっ
て2つの保険セクターの全体的な準備度状況およびORSA
の成熟度の回答結果に影響が出たことを示唆するものかも
しれません。

図表3：ORSAの成熟度

組織のORSAプロセスに係る現在の成熟度はどのような水準ですか？
高度（管理プロセスおよび遵守に加えて
戦略的ツールとして用いている）

12%
14%

中程度（遵守に加えて管理
プロセスとして用いている）
目標は中程度または高度だが、
現在のところ必要最小限の実施

50%
50%
0%
5%
35%

必要最小限（遵守の目標および焦点）

32%

予備的―必要最小限の水準にまだ達していない

4%
0%

0%

10%
損害保険会社
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20%

30%
生命保険会社

40%

50%

60%

また、図表4に示したような保険会社のORSAプロセスの設

必要最小限の水準でORSAを運営しており、業務および最

計および方向性に対する利害関係者の関与も、業界の

前線の利害関係者がほとんど関与していない保険会社は、

ORSAの成熟度に関する一定の指標となります。リスクおよ

そのORSAプロセスが単なる規制遵守のために実施されて

び保険数理管理機能はORSAプロセスの方向性および設

いることを示唆しているかもしれません。ORSAプロセスをこ

計に深く関与している一方で、最前線およびその他の利害

のようにして実施することは、OSFIのORSAガイドラインの

関係者が関与していると回答したのは、損害保険会社およ

諸原則が持つ目的そのものを無にし、有効かつ統合された

び生命保険会社のサーベイ回答者のそれぞれ19％および

ORSAプロセスから保険会社が引き出しうる価値を限定して

23％にとどまりました。

しまいます。高度な水準でORSAを運営している組織は、関
連する資本の配分と共にリスクの包括的な評価を実施する
ことのできる立場にあるだけでなく、組織全体にわたってリス
クベースの意思決定を行うことができます。

図表4：ORSAプロセスの方向性および設計に関与する利害関係者

どの利害関係者がORSAプロセスの方向性および設計に関与していますか？

31%
27%

取締役会
権限を委譲された取締役会
のリスク委員会

27%
41%
58%

CEO

45%
69%

CRO

86%
81%

リスクの管理機能

95%
42%

経営者のリスク委員会

55%
69%
68%

保険数理

69%

経理財務

41%

最前線の利害関係者

9%
4%

その他

0%

15%

14%

20%

40%
損害保険会社

60%

80%

100%

生命保険
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内部モデルおよび
リスク評価
保険会社のORSAでは、通常期待される状況とストレスの

欧州において多くの保険会社は、現在の資本評価の枠組

かかった状況の双方において、重要でかつ合理的に予測

みの対象となっていないリスクについての説得力をもった

可能なすべてのリスクを、特定・定義し、計測すべきです。

説明に苦心しているようです。カナダの保険会社が必要資

重要なこととして、これは現在の規制資本の枠組みに含ま

本の評価に用いているモデルの種類は、図表5および6の

れているかどうかに関わらず、すべての重要なリスクを捕

通りですが、オペレーショナルリスクや、戦略リスク、およ

捉すべきです。定量可能なリスクについては、多くの保険

び場合によってはレピュテーショナルリスクなどが含まれ

会社は、最低継続資本剰余金比率(MCCSR)または多く

る、その他リスクに係る資本水準の定量化において、カナ

の欧州の保険会社がソルベンシーIIの導入において採用

ダの保険会社は十分成熟している状態にないことを示唆

されている類似のアプローチ、最低資本テスト（Minimum

しています。OSFIはさまざまな手法、モデルおよびツール

Capital Test：MCT）を考慮しています。しかし、OSFIの

が必要資本の評価に利用可能であることを認識している

ORSAガイドラインは、資本の自己評価を実施する必要が

ものの、保険会社は重要かつ複雑なリスクに係る自身の

あるが、これを行うにあたり規制資本の測定に依拠すべき

資本水準を設定するにあたり、比較的精緻でない単純な

でない保険会社について言及しています。規制要件を主

モデルを用いている場合には、より保守的なアプローチを

要な決定要因としてではなく一つの制約として用いること

採用すべきです。

が、より適切な実務であると思われます。

図表5：生命保険：組織は内部必要資本の評価にどのような種類の内部モデル
を用いていますか？

保険リスク

市場リスク

信用リスク

オペレーショナル
リスク

その他のリスク

0%
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100%

図表5および6は、保険リスクおよび信用リスクに係る確率論

これは実際にはパラメトリックなアプローチではありません。回

的アプローチやパラメトリックな（すなわち、数式に基づくリスク

答者は、オペレーショナルリスクに係るサーベイの回答におい

評価指標）アプローチなどの高度なアプローチを確立している

て、パラメトリックなモデルの意味を誤解していた可能性があり

生命保険会社および損害保険会社は比較的少ないことを示し

ます。

ています。むしろストレスおよびシナリオテストが用いられてい
ますが、これは専門家の判断により強く依拠し、極端なテール

また、図表5は生命保険会社の約30％が市場リスクに確率論

事象をしばしば認めない可能性があります。

的モデルを用いていることを示しており、これはおそらくセグリ
ゲーテッドファンドを引き受けている生命保険会社の多くが、

さらに私たちは、生命保険会社がオペレーショナルリスクにパ

MCCSRの計算において認められているファクターベースのア

ラメトリックなモデルのアプローチを用いていることを示すサー

プローチを用いているか、または確率論的シミュレーションを用

べイ結果に注目しています。しかし、保険会社はオペレーショ

いていることを示唆しています。

ナルリスクの定量化において、何らかのエクスポージャー関連
指標に一定の割合をかけるような方法を取ることがありますが

図表6：損害保険：組織は内部必要資本の評価にどのような種類の内部モデル
を用いていますか？

保険リスク

市場リスク

信用リスク

オペレーショナル
リスク

その他のリスク

0%

100%
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図表7に示したように、生命保険会社の59％がモデルの
選択に係る主要な要因としてコスト対ベネフィットを挙げ、
生命保険会社の50％および損害保険会社の42％が資
本の評価を提供するための技術的な能力に基づいてモ
デルの種類を選択していたことは、驚くに当たりません。

図表7：何が特定の種類のモデルを選択する際の実務上の意思
決定要因となっていますか？

何が特定の種類のモデルを選択する際の実務上の意思決定要因となっていますか？
親会社のORSAの一部としての
報告に用いられるモデルの基礎

38%
32%
38%

導入コスト対ベネフィット
資本の評価を提供するための
技術的な能力

42%

当該ビジネスにおける固有のリスクを
評価するのに最も適切
その他

59%
0%
5%
12%
9%

無回答

0%

10%

20%
損害保険会社
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30%
生命保険会社

40%

50%

60%

70%

その一方で、図表8はリスク統合について、生命保険会社の55％

間の関係をコピュラ関数を用いて表現するより洗練された方法を

および損害保険会社の20％未満が、リスク統合および分散効果

使っています。カナダの保険会社が現在かかる恩恵を受けていな

の定量化に分散／共分散法を用いていることを示しています。

いとしても、彼らはそのための能力を開発すべきであり、さもなけ
れば彼らは資本を不必要に拘束するというリスクを負い続ける

欧州全体にわたり、分散効果が必要資本を最大50％縮小するこ

こ とに なる でしょ う 。

とは珍しくありません。しかし、これらの欧州の保険会社はカナダ
の保険会社が現在用いていると回答したのと類似の分散／共分
散法をかつては用いていたものの、中規模から大手の欧州の保
険会社の多くは現在、分散効果の水準を正当化するため、分布

図表8：主要指標レポートにおけるリスク間の統合／分散効果をどのように
定量化しようとしていますか？

主要指標レポートにおけるリスク間の統合／分散効果をどのように定量化しようとしていますか？

19%

シナリオ価値

9%
4%

コピュラ関数を用いた
分布の統合

18%
19%

分散／共分散

55%
4%
5%

その他

27%

分散効果の考慮を
計画していない

5%
27%

未決定

23%
0%

10%

20%
損害保険会社

30%

40%

50%

60%

生命保険会社
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ORSAの
コスト
デロイトのサーベイにおいて、大多数の保険会社が自身 デロイトのサーベイに回答したカナダの保険会社の半数
のORSAに関する活動において、多額の追加的コストは 超（図表9を参照）がORSAの遵守コストは最小限である
発生していないと回答しました。これは、保険会社は自身 かまたは存在しないと考えており、かかるコストが重要な
がすでに十分に確立されたERMの実務および文書を持 投資であると回答したのは損害保険会社の5分の1未満
っており、これに基づいてORSAの実務を確立し、かつこ および生命保険会社の4分の1未満でした。対照的に、
こから最初のORSA報告書をまとめることができたと考え 2014年中に実施された欧州のサーベイは、上級エグゼク
ていることを示唆している可能性があります。保険会社が ティブの回答者77人のうち4分の3がソルベンシーII制度
そのORSAプロセスを通じて客観的なレビューを実施すれ のコストを過度なものとみなしており、この新たな規制を
ば、その視点の健全性が浮彫りになると予想されます。

導入するためのコストが合理的であると考えているのは
6％にとどまっていると報告しました3。

図表9：報告を含め、ORSAを導入するためにどのような追加的コストが発生
しましたか？
報告を含め、ORSAを導入するためにどのような追加的コストが発生しましたか？
19%

重要な投資

23%
42%
41%

最低限のコスト

8%

追加的コストなし

5%
19%

追加的コスト不明

23%
12%

無回答

9%
0%

5%

10%

15%

損害保険会社

25%

30%

35%

40%

45%

生命保険会社

これらのコスト認識の差異の元となっていると思われる

する際、当局の承認を得るために保険会社は高度な規

要因は、ソルベンシーII規制の規範的な要件と諸原則

制上の精査に直面し、自身の資本の決定を裏付けるた

に基づくOSFIのアプローチの違いです。加えて、2つの

めの重要な取組みや文書化を必要とします。多くは、自

地域には規制上の内部資本の決定要件が異なってい

身のリスクに固有な必要資本を決定するために、内部

ます。欧州の保険会社は、(i) 資本の内部評価を実施

経済資本の評価を実施する必要があり、保険会社にと

するか、または (ii) 資本の評価に対するソルベンシーII

って適切とはいえない規制上の数式的アプローチを用

の規制上の数式的アプローチを用いることができま

いるのではなく、部分的および完全に較正された確率

す。自身の内部モデルを用いて規制必要資本を設定し

論的モデルを構築しています。

たいという保険会社の申請を欧州の規制当局が検証

12 2015 年 ORSA の見通し

20%

ソルベンシーIIの下で自身の内部モデルを用いることの承認

2014年7月にOSFIは、業界参加者と協力して、損害保険会社

を求める欧州の保険会社にとっての主要な課題は、「ユース

に係るOSFIの資本の枠組みに含めるべき内部資本モデルのア

テスト」要件の遵守を証明することです。当該規制の主観的

プローチを策定中であると損害保険業界に通知しました。この

な性質を踏まえるとこれは単純ではなく、保険会社は早い段

作 業 は 2008 年 か ら 開 始 した 、 最 低 資 本 テ ス ト 諮 問 委 員 会

階からリスクおよび資本の意思決定が自身のビジネス活動に

（Minimum Capital Test Advisory Committee：P&CMAC）を通

組み込まれていることの証拠を提供しなければなりません。

じて進められてきました。このプロセスから予想されるガイドライ

さまざまな監督上の評価規準を通じて、欧州の規制当局は資

することでしょう。

ンは、さまざまな事項の中でもとりわけ「最低必要資本を確立」
本の上乗せを課し、保険会社が決定したよりも多くの資本を保
有するよう保険会社に要求することができます。したがって欧

「これは特に、企業が承認を求めるモデルの設計、較正、検証

州の保険会社は、自身が保有することを要求される最終的な

および内部利用、ならびに保険リスク、信用リスクなどの保険会

資本の水準を評価および管理するため、強固なリスクの管理

社がモデル化を認められるであろうリスクに係る最低基準、なら

および軽減と共に、詳細なリスクの評価を実施することが動機

びに保険会社が部分的モデルをどの程度用いることができるか

付けられています。加えてソルベンシーIIの原則の一つは、文

を定義する」5。

書化されていない場合、それは存在しない（「信頼せよ」ではな
く「証明せよ」）ということです4。よって欧州の保険会社は、大

また、OSFIによって生命保険会社に係るソルベンシーの刷新

量の裏付けとなる文書を作成および維持することを要求され

の取組みが過去数年間にわたり続けられており、これまでに6

ています。

件の定量的影響度調査が行われています（最新の調査は2015
年1月にOSFIに提出）。新たな枠組みは、少なくとも内部資本の

欧州の保険会社が回答したORSA制度の導入に係るコスト

モデル化に一歩近づいている資産側において、MCCSRにおけ

の高さの一因となっているのは、リスク管理の枠組みおよび

るファクターベース法からショックト・キャッシュ・フロー法

証拠要件に合致した資本モデルを確立するためのコストであ

(Shocked cash flow approach)へと移行しつつあります。ただ

ると私たちは考えています。ただ内部モデルおよびプロセス

生命保険会社の内部資本モデルに関するOSFIの指針は、

が規制上の数式的アプローチを用いた場合よりも低い資本

OSFIがセグリゲーテッドファンドに係る新たな標準的アプローチ

要件となる場合には、これらの保険会社は支出の増加を正

を完成させるまで延期されることとなっています。

当化することができるように思われます。
OSFIは最終的な内部資本基準の公表が2018年に予想される
対照的に、カナダの保険会社に係る規制資本の水準は、現在

と示唆していることから、保険会社が必要資本の決定に自身の

主としてOSFIのMCCSRまたはMCTの数式を用いて決定され

モデルを用いるための規制ガイドラインが提供されるのは少なく

ています（OSFIが適切であるとみなした場合、資本の上乗せ

とも3年後となっています。これは、カナダの保険会社が内部資

が課される可能性あり）。一部の保険会社にとって、内部資本

本水準の設定に自身の内部資本モデルを用いることができず

目標の自己評価をOSFIのORSAガイドラインに準拠して実施

に、依然としてOSFIのORSAガイドラインと全面的に整合できな

することは、規制上の数式的アプローチにより決定される水準

いことを意味します。

を下回る資本水準要件をもたらしたかもしれません。しかし、
ORSAは保険会社によるリスクの自己評価に基づいているの
に対し、OSFIのORSAガイドラインは内部資本目標が保険会
社の監督上の資本水準を上回ることを要求しています。カナダ
の保険会社には自身の内部モデルを用いた規制資本の承認
を受ける選択肢がまだ無いため、一部の保険会社は自身の強
固なORSAモデルおよびプロセスを確立することの恩恵を見出
しておらず、コストがベネフィットを上回っているとみなしています。

保険会社が必要資本の決定に
自身のモデルを用いるための
規制ガイドラインが提供される
のは少なくとも3年後となってい
ます。
2015 年 ORSA の見通し 13

客観的レビューおよび
質の高いORSAの実務
OSFI の ORSA ガ イ ド ラ イ ン は 、 保 険 会 社 が 、 自 身 の

回答した生命保険会社の59％および損害保険会社の

ORSAプロセスの完全性、正確性および合理性について

69％が、2014年に客観的レビューを実施していないと

定期的で客観的なレビューを実施することに言及してい

回答しました。かかるレビューをまだ完了していない会

ます。最終的に保険会社による最初のORSA報告書の

社のうち、損害保険会社の15％および生命保険会社の

作成に至った保険会社のリスクおよびソルベンシーの自

5％が、2014年第4四半期にレビューを行う予定であると

己評価が、客観的レビューの実施に裏付けられているか

回答しました。

についてはまだ分かりません。
デロイトのサーベイの時点で、損害保険会社の38％お
経営者の自己評価に対するこの裏付けは、経営者、取

よび生命保険会社の50％が、客観的レビューを実施す

締役会および規制当局を含むすべての利害関係者に恩

る計画を持っていないか、または客観的レビューをいつ

恵をもたらします。OSFIのORSAガイドラインの実施初年

実施するかをまだ決定していませんでした。

度中に、多くの保険会社が、自身のORSAの実務を通じ
てまだ客観的レビューを実施していないと回答しました。

図表10：2014年にORSAプロセスの独立した客観的レビューを実施しましたか？
2014年にORSAプロセスの独立した客観的レビューを実施しましたか？

8%

はい（その他による）

5%
12%

はい（外部のレビュー者による）

23%
8%
9%

はい（リスク管理の外の独立
した組織の職員による）

69%

いいえ

59%
4%
5%

無回答

0%

10%

20%

30%

損害保険会社
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40%
生命保険

50%

60%

70%

80%

客観的レビューは、保険会社がORSA実務をさらに発展、強化およ

諸原則の遵守、および (iv) 保険会社のORSAを強化し成熟させる

び成熟させる必要のある諸側面を特定するでしょう。カナダの保険

ためのより適切な実務上の必要情報についての知見を、取締役会

業界の大多数がそのビジネスにおいてORSA実務が未成熟である

および上級経営者に提供します。

状態であることを踏まえ、私たちは、保険会社がその実務を進展さ
せるための継続的な強化および精緻化の行動計画を持つものと予

保険会社が客観的レビューを計画しているかどうかに関わらず、そ

想しています。

の2015年の見通しおよび計画には、2014年のORSAサイクルの
一環として実施されたリスク評価の合理性を評価するための検証

また、取締役会もステップアップすべきです。取締役会は経営者が提

活動を含むべきです。かかる活動はモデル化されたシナリオおよ

供する情報のみに依拠するのではなく、その他の情報源に、組織の

び事象の合理性を評価するためのバックテストの実施を含むべき

ORSAの枠組みおよび実務の質および十分性に関する情報の提供を

であり、かつORSA報告書に含まれる内部資本目標が主要指標レ

求めるべきです。客観的レビューは、(i) ORSAの欠点、(ii) 保険会社

ポートに含まれる資本水準と調整されることを確かめるべきです。

のORSA実務に係る実際の成熟度、(iii) OSFIのORSAガイドラインの

図表11：2014年に独立した客観的なORSAのレビューが行われなかった場合、
いつこれを実施する計画ですか？

2014年に独立した客観的なORSAのレビューが行われなかった場合、組織はこのレビューを
いつ完了することを意図していますか？

27%
27%

2015 年

15%

2014 年第 4 四半期

5%
19%
18%

計画なし

19%

未決定

32%
19%
18%

無回答

0%

5%

10%

15%
損害保険会社

20%

25%

30%

35%

生命保険会社
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ORSA の
見通し
ORSAを進化させるためには、各保険会社がその既存の実

考慮すべき主要なORSAの強化分野は17ページに示され

務およびプロセスを、OSFIのORSAガイドラインに書かれた

ています。これは包括的なリストではありませんが、概説さ

諸原則に対して継続的に評価する必要があります。保険会

れた質問への答えは、現在のORSAの成熟度と、保険会社

社は、2015年およびその先において自身のORSAの実務を

が自身のORSAを進めようとしている方向性の間における

進化させ続ける中で、自身のORSAプロセスおよびORSA報

ギャップを明らかにしているかもしれません。

告書の質だけでなく、ORSAが通常業務のオペレーションに
どの程度適切に組み込まれているかを検討し、これに批判

OSFIのORSAの諸原則における初年度を終えることは、カ

的検証を行うべきです。これには、保険会社が組織全体に

ナダの保険会社の進化するORSAの道のりの始まりに過ぎ

おけるリスクコミュニケーションやリスク認知に関する研修に

ません。保険会社は自身のORSAの発展とその活動の強

取り組むことが必要になるかもしれません。ORSAを通常業

化を継続するでしょうし、私たちは業界が保険会社のERM

務に組み込むことは、リスク主導の、および保険数理的な方

実務の質、保険会社のソルベンシー評価、ならびに保険会

法を組織全体にわたる意思決定に取り入れることです。

社のORSAのアウトプットがそのビジネスにおいて報告およ
び利用される方法を客観的に検討することを強く推奨します
―こうすることによってのみ、さらなる恩恵を生み出し、組織
にとっての価値を引き出すことができます。
その一方で、ガバナンスを担当する者は、自身がOSFIの
ORSAの諸原則に沿って責任を遂行する能力を引き続き拡
充すべきです。
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ORSAの強化に係る
考慮事項
ORSAのアウトプットの利用
•

•

•

•

ORSAのアウトプットを用いることを計画しているか／
ORSAのアウトプットはビジネスにおいて用いられている
か、またはリスクおよび保険数理機能／活動のみに限
定されているか？
企業は、どのような継続的な組織全体にわたるリスクコ
ミュニケーションおよびリスク認知の研修を必要としてい
るか？
組織は要求される行動の変化をどのように支援している
か？
取締役会の承認したリスク選好から外れたものとして識
別されたリスクは、組織内およびガバナンスのレベルで
どのように対処されているか？

•

資本は組織のさまざまなビジネス、商品および取組みに
わたってどのように配分されているか？

•

経営者および取締役会はリスク調整後リターンに対して
説明責任を負っているか？

•

ORSAプロセスを通じて識別された軽減行動の必要性
は、業務および戦略計画活動に組み込まれているか？

質の高いソルベンシー評価
• ソルベンシー／資本の決定はすべてのリスクを網羅して

いるか？
• 資本の評価は、内部および外部のビジネス環境の変化

に応じた定期的なアップデートを可能にすべく、動態的な
ものとなっているか？
• 確率事象やオペレーショナルリスク等の、低頻度／大損

害のリスクの評価における固有の困難さを踏まえ、これ
らのリスクをどのように評価しているか？
• 内部資本の決定は単なる保険数理の評価となっている

か、または企業および取締役会がリスクの評価や資本の
インプットおよびアウトプットの評価に関与しているか？
• データやリスクおよび資本モデルに関する、完全性と継

続的な適切性を確実にするための、高度なデータ管理お
よびモデルリスクについての管理の実務はどのように行
なわれているか？
• DCAT、ORSA報告書、主要指標レポート（Key Metrics

Report：KMR）などのさまざまな規制の下における報告
に整合性はあるか？

ORSAのガバナンスのより適切な実行

• KMRと、ORSA報告書において説明および定量化された

リスクおよび資本の間に整合性および一貫性はあるか？
• 取締役会はORSAの報告書、アウトプットおよびプロセスを

どのように理解しているか、また、これについての証拠はあ
るか？
• 取締役会は経営から上がってくるORSAに対して、どのよう

な批判的検証を行い承認したか、また、これについての証
拠はあるか？

質の高いERM
• 貴社のERMは組織の強固な基礎となっている

• 取締役会は、定期的に経営者が作成する（したがってバイ

アスの可能性のある）ERM、資本およびORSAの情報にど
のように批判的検証を行ったか、また、行う予定か？
• 取締役会は、定期的な客観的レビューの実施を要求するこ

とによって、経営者が作成し提示したORSAの情報の保証
／検証を要求しようとしているか？

か、また、これについての証拠はあるか？
• ERMは組織活動全体にわたって経営者の議

論を促進しているか、また、主要な利害関係者
を考慮した議論となっているか？
• リスクを取る最前線はORSAに関与している

か？
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