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保険分野における
2016年の主要規制動向

序文
本刊行物は、今年の主要規制動向を扱ったデロイト規制戦略センターの業種別シリーズの一部です。この年刊シリーズで
は、今後1年間に市場やクライアントの業務に大きな影響を与えると見込まれる規制上の問題を分析し、展望を示します。
2016年には、銀行、証券、保険、投資運用、エネルギーと資源、ライフサイエンスと医療の各業種・セクターの規制に関する
見通しを提供します。
この6つの各レポートで概観する問題は、経営幹部が、変化する要件や動向の先を行く一助として、今後の規制上の課題お
よび機会について重要な対話を交わすための出発点となります。読者の皆様には、本レポートの内容を貴社の上級経営幹
部と共有されることをお勧めします。どうかご遠慮なくご質問やご意見をデロイト（enterregstrategies@deloitte.com）までお
寄せください。
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はじめに
保険の規制環境は2016年も引き続き厳しい課題を突きつけると見られ、保険会社は、事業運営に大きな影響を与える可能
性のある規則や規制要件の制定あるいは改訂に直面すると思われます。規制分野によっては、過去1年の間に規制要件
が明確化され、保険会社は今やその準拠や精緻化に直面しています。その一方で、依然として明らかになりつつある規制
や、変化している規制も存在し、保険会社がその準備に役立つ手がかりを模索している分野もあります。
本レポートでは、保険における2016年の主な規制動向として以下の10の事項を取り上げます。

1. 多重的な規制当局の影響
2. リスクおよびソルベンシーの自己評価（ORSA）
3. 労働省の受託者責任基準
4. サイバーセキュリティとプライバシー
5. 海外企業による買収
6. コーポレートガバナンス
7. 保険会社による系列キャプティブの利用
8. 原則主義方式の準備金積立（PBR）
9. 破壊的技術に対する規制当局の対応
10. 価格最適化
以下では、保険会社が今後の規制上の課題に向けて準備する際に役立つ実際的な知見や指針についてご紹介します。
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1. 多重的な規制当局の影響
保険会社にとって米国の規制環境は、世界金融危機の影響で著しく複雑なもの
となりました。従来の保険規制では、主に州がその責任を担っていました。しかし
現在では、州、連邦、グローバルという3つの異なるレベルで複雑に入り混じった
規制当局や準規制当局が、保険規制に影響を与えつつ、規制策定を行ってい
ます。
保険会社にとって米国の規制環境は、世界金融危機の影

保険事業で連邦規制当局の活動対象が拡大している例の

響で著しく複雑なものとなりました。従来の保険規制では、

1つは、FSOCによるノンバンクSIFIs（システム上重要な金

主に州がその責任を担っていました。しかし現在では、州、

融機関）の指定です。また、保険会社に対するリスク基準や

連邦、グローバルという3つの異なるレベルで複雑に入り混

規制上の基準が絶えず引き上げられており、保険会社は次

じった規制当局や準規制当局が、保険規制に影響を与えつ

第にリーディング・プラクティスに近づくことを期待されてい

つ、規制策定を行っています。

ます。別の顕著な例は、FIOと米国通商代表部（USTR）が

グローバルレベルでは、様々な保険規制当局の間でかつて

agreement）の交渉をEUと行うことを決定したことです。州

ない水準の相互作用が生じており、資本要件からリスクマネ

規制当局は、この対象協定が、特に担保要件に関して、再

ジメントに至る広範な分野でグローバルスタンダートを強く

保険取引を律する州法に優先する可能性のあることに懸念

求める動きが見られます。この趨勢は、海外に事業展開し

を表明しました。

2015 年 11 月 に 、 再 保 険 に 関 す る 対 象 協 定 （ covered

の自己評価（ORSA）です。これは、直接には国際的な議論

元々銀行を対象に立案され、保険のビジネスモデルには必

に端を発するものですが、最終的には米国の保険会社を対

ずしも適合しない新たな資本規制を遵守することです。それ

現在最も大きな課題の1
つは、元々銀行を対象に
立案され、保険のビジネ
スモデルには必ずしも適
合しない新たな資本規制

象に全米保険監督官協会（NAIC）によって採用されました。

らの規程の多くは、より多くの資金を準備金として保有する

を遵守することです。

ていない保険会社も含め、米国の保険会社すべてに大きな
影響を与えています。その典型例はリスク及びソルベンシー

多くの保険会社にとって、現在最も大きな課題の1つは、

ことを金融機関に要求することで、世界の金融システムの
連邦レベルでは、ドッド＝フランク・ウォール街改革および消

危機を乗り越える一助にしようとしています。これは銀行に

費者保護法（ドッド＝フランク法）などの法律によって、連邦

ついては理に適っています。しかし、保険会社の場合は、リ

保険局（FIO）、金融安定化監視委員会（FSOC）、金融調査

スクを拡大し、回復力を構築する能力を制限する可能性が

局（OFR）などの新たな規制当局や規制に影響力を持つ多

あります。

くの機関が誕生し、保険事業に大きな影響を与えています。
これらの新機関は自らの役割を確定し、権限を確立すべく

このように複数の規制当局の影響が重なることで、保険業

積極的に活動しており、それに伴い、多くの保険会社にとっ

界は大きな影響を受けています。一部の保険会社にとって

て不確実性や混乱が生じています。時には、それがきっか

満足させるべき規制当局や遵守すべき規制が増えるだけで

けで、州規制当局が、特に資本要件やガバナンス、リスクマ

なく、様々な規制機関が主導権を握ろうとして自身の権限を

ネジメント、消費者保護の分野において連邦規制当局によ

主張する結果、より強硬な姿勢をとるようになります。顕著

る侵害を防ぐために、先回りした動きや積極的な姿勢を強

な例（本レポートのセクション3で説明）は、労働省が受託者

めています。

責任基準（fiduciary standard）の規制を提案したことです。
この規制は、退職プランの投資に関する助言を行うアドバイ
ザーに、厳格な責任を課し、おそらくは賠償責任を引き上げ
ることになると予想されます。
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こうした趨勢が及ぼす可能性のあるマイナスの影響とし

グローバルの3レベルすべてにおける規制動向を注意深く監

て、レピュテーションの悪化、多額の罰金および資本コスト

視するべきです。このことは、事業が国内に限定された中小

の上昇などが挙げられます。その他の重大な影響として、

保険会社についてさえ当てはまります。それは、現在のよう

リスクマネジメントやコンプライアンス、ガバナンスの分野に

に高水準の相互作用が生じていると、ある分野の動向が極

投入する時間や資金、努力を増やす必要があります。保険

めて短時間で別の分野に波及する可能性が高いからです。

会社は、対応が遅れないようにするため、州、連邦および

2. リスクおよびソルベンシーの自己評価（ORSA）
2016年には、多くの保険会社がこれまでと同様、統合的リスク管理（ERM）の枠
組みを強化し、リスクや資本の定量的評価を強化すると見込まれます。ORSA文
書の提出は一時点の出来事ですが、州規制当局は、リスクおよび資本に基づく
継続的な意思決定を支えるプロセスとしてORSAが組み込まれることへの期待を
明らかにしてきました。

鍵を握るのは、規制当局が最終的に、ORSAの提出文書か

しばらく時間がかかりそうです。それまでは、そうした検討が

ら集めてきたリーディング・プラクティスに基づいて業界全体

どんな成果として現れるのか、または規制当局がその情報

にわたる基準を策定、執行しようとするのかという問題で

を介入の主眼点として使用するのか不明です。

す。例えば、FRB（連邦準備制度理事会）が大手銀行に標

鍵を握るのは、規制当
局 が 最 終 的 に 、 ORSA
の提出書類から集めて
きたリーディング・プラク
ティスに基づいて業界全
体にわたる基準を策
定、執行しようとするの
かという問題です。

準的ストレステストを課したのと同様、規制当局は標準的な

ORSA基準は今後も進化し続けるでしょうが、定着すること

ストレステストを定めてその使用を保険会社に要求するの

は間違いないと思われます。保険会社は多様であり、準備

でしょうか。全体的な懸念は、規制当局がORSAをより規範

の度合いにも差が見られるものの、ORSAは全米で採用さ

的なものとし、その結果、リスクおよびソルベンシーの「自

れつつあり、当面引き続き検査と重点項目の分野になる

己」評価とは言いにくくなることです。

でしょう。

他の重要な問題は、ORSAの最終的な利用法です。規制当
局は依然としてORSAの提出文書の分析と統合に取り組ん
でおり、正式なフィードバックやガイダンスの公表にはまだ
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3. 労働省の受託者責任基準
2015年4月20日、労働省は従業員退職所得保証法（エリサ法）に基づく「受託者
（fiduciary）」の定義を拡大する再提案規則を公表しました。それによれば、ブ
ローカー・ディーラー、登録投資アドバイザー、保険代理店を含む退職プランの
投資アドバイザーは、受託者責任基準を遵守し、退職プランの投資助言の提供
にあたり利益相反に対処することが求められます。

この修正規則は、厳格な「受託者責任」基準に従うことを退職

• 新規要件の下では、コールセンターやホールセール（法人

プランのアドバイザーに義務付けることにより、「問題のある

向け事業）など、顧客に情報、教育およびガイダンスを提供

退職プランの投資助言」から一般の人々をいっそう手厚く保

する現在の顧客サービス・モデルが実行不能となる可能性

護することを目的としています。この規則はまた、適用除外の

がある

要件が満たされない限り、特定の種類の報酬契約を禁止して

• 多くの保険会社は、提案規則を遵守するために、組織全体

います。しかしながら、業界の多くの参加者は、この提案規則

のシステム、プロセスおよび監視機能の大規模かつ長期

が業務、コンプライアンスおよび事業に関して大きな問題を引
き起こすと考えており、労働省に対し、そうした問題に対処す
るために提案規則を修正、明確化、再提案ないしは全撤回す
ることを示唆しました1。

的なアップデート、変更および分離が必要となる
• 提案規則は、キャプティブ以外の販売経路を持つ保険会社
に関する要件や責任について不明確である
• 最終的な変更がない場合、定額年金と変額年金で適用免
除要件が異なるため、更なるシステムの分離や変更および

2015年8月10～13日にワシントンDCで開催された公聴会で

販売、業務および監視プロセスの変更が必要になる

は、労働省が今後懸念にどう対応するかに関する一定の手
掛かりが見えました。労働省がこの規則を再提案あるいは撤

デロイトは、引き続き労働省の規則作成プロセスを見守るとと

回する可能性を示す兆候は見られなかったものの、業界の参

もに 3、積極的に業界の参加者と接触し、最終規則の理解お

加者と接触してその懸念を理解しようとする意欲は示されま

よびそれへの準備を支援します。しかしながら、提案規則か

した。労働省はまた、最終提案規則でそれらの懸念の一部に

ら影響を受ける可能性が高い組織は、規則の最終決定を待

対応する可能性もあります。最終提案規則は、2016年第1四

つのではなく今から計画を開始するべきです。最初になすべ

半期末か第2四半期末までに公表され、次期大統領の選出

きことは、自分の組織がどんな点でどのように影響されるか、

前に制定される見込みです。

どんな変更を要求される可能性が高いか、また費用はどの
程度かを特定することです。そして、誰が受託者とみなされる

全米退職年金保険協会（Insured Retirement Institute：IRI）

か、どこに利益相反が生じるか、最終規則を考慮した場合に

宛てのデロイトの報告書 2 では、保険会社の業務に固有の

全体的な事業戦略や業務をどのように変更する必要がある

インプリケーションや影響について、多くのものが取り上げら

と見込まれるか、という点での影響を評価します。必要な予

れています。最終規則で一定の細部が修正される可能性は

算額に加え、コンプライアンス、業務、技術およびプロセスに

あるものの、IRI報告書では、当初提案に基づき、以下のよう

関して変更が求められる可能性の高いことすべてを考慮する

ないくつかの主要テーマが浮き彫りにされています。

と、規則が実際に最終決定されるまで準備に着手しない組織

• 誰が「受託者」に該当するかの定義の拡大に伴い、オペ

は、作業量に圧倒され、時間不足に陥る可能性があります。

レーショナルリスクに関わる考慮事項や義務が生じ、その
結果、保険会社は特定の種類の広報、商品およびサービ
スを制限または終了することになる可能性がある
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労働省がこの規則を再
提案あるいは撤回 する
可能性を示す兆候は見
られなかったものの、業
界の参加者と接触してそ
の懸念を理解しようとす
る意欲は示されました。

注目すべきは、この規則のための財源を阻む条項、または

的な圧力を受けて、提案規則への反応として受け取った多数

30日間のコメント期間を再設定することを労働省に要求する

の公衆のコメントや提案を注意深く検討することを余儀なくさ

条項を2016年度予算法案に盛り込もうとする動きが議会に

れると見込まれます。デロイトは、引き続き事態の推移を積極

あったことです。結局、それらの修正はどちらも予算法案に

的に監視し、Reg Pulse blogを通じて重要な展開に関する最

盛り込まれなかったものの、労働省は、こうした議会の継続

新情報を提供します。

4. サイバーセキュリティとプライバシー
サイバーセキュリティは、保険会社が直面する脅威に関するほぼすべてのリスト
において、最上位またはその近辺に位置しています。それには十分な理由があり
ます。最近発生した保険会社への多数のサイバー侵入は、評判と最終利益の両
方に多大な被害を与えました。保険会社は顧客に関する大量の個人データおよ
び機密データを保有するため、そうした攻撃はプライバシーや機密保持に関する
懸念も引き起こします。

保険会社がサイバーセ
キュリティに対する包括
的な原則主義的アプ
ローチを求めるのであ
れば、米国科学技術研
究所の基準に準拠した
NAIC の 効 果 的 な サ イ
バーセキュリティの原則
を使用することを推奨し
ます。

NAICは、サイバー脅威の問題に対処するために素早い動

現在、サイバーセキュリティは規制当局の検査に完全に組み

きを見せ、実施作業部会を設置するほか、認識を高め、規制

込まれています。NAICによれば、連邦金融機関検査協議会

上の監督を強化する他の対策を講じました。2015年、NAIC

（ Federal Financial Institutions Examination Council ：

サイバーセキュリティ作業部会は2つの基本的な文書を公表

FFIEC）のサイバー対策評価ツール（Cyber Assessment

しました。1つは、効果的なサイバーセキュリティについての

Tool）が対象とする事項はすべて、現行の保険検査に組み

一連の原則です。もう1つはサイバーセキュリティの権利章

込まれています。保険会社がサイバーセキュリティに対する

典（Bill of Rights）の草案で、これは消費者に自身のデータ

包括的な原則主義的アプローチを求めるのであれば、米国

について期待すべき保護について注意喚起するもので、規

科 学 技 術 研 究 所 （ National Institute of Science and

制当局と保険会社が提供すべき保護に関する暗黙の指示

Technology）の基準に準拠したNAICの効果的なサイバーセ

になっています。多くの業界関係者は、章典が採択される

キュリティの原則を使用することを推奨します。

と、適用される州法の下で大半の消費者が行使可能な権利
を超える権利が付与されることについて懸念を表明しました。

NAICの原則には、極めて基本的ながら時には誤解され見過
ごされがちな考え方が含まれています。それは、サイバーセ

サイバー脅威への対応が難しい主な理由は、それらが拡散

キュリティは情報技術部門の範囲を超えており、組織のすべ

する特性を持っていることです。一部の脅威は、極めて高い

ての側面を組み入れ、全社的なリスクマネジメント・プロセス

能力を持つ政府関係者（state actor）、サイバー活動家また

の一部でなければならないということです。サイバー攻撃演

は通常の犯罪者など、外部者からもたらされます。これら外

習（Cyber war games）、システム、評価、さらに定期的な従

部の脅威は防御が困難な場合もありますが、内部の脅威ほ

業員研修は、保険会社が、脆弱性を発見し低減するために

どではありません。内部の脅威には、適切なサイバーセキュ

急速に普及しつつあるツールの一部にすぎません。NAICに

リティを実践しない従業員や企業のシステムにアクセスでき

よれば、それに加え、保険会社は、新たな脅威や脆弱性に

る関係者（例えば、請負業者）などがあります。こうした困難

常時通じているようにするために情報共有・分析機関を利用

性をさらに高めているのは、今日の顧客中心主義の保険会

することが極めて重要と考えられます。

社は、入り口でサイバー攻撃者から自らを守ると同時に、歓
迎されていると新規顧客や既存顧客に感じてもらわなけれ
ばならないという事実です。
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5. 海外企業による買収
米国外の企業による米国の保険会社の買収はもはや珍しいことではありません
が、過去数年この趨勢を生み出してきた市場要因は、特にアジア系企業に関し
て依然作用しており、このような取引は今後も続くと見込まれます。
今夏に発表された米国の生命保険会社の買収は、同時期に

海外の買収者は、多くの場合、大規模な国際的保険会社で

発表された日本の保険会社による3件の買収の1つでしたが、

す。したがって、最も国際的に活発に活動する最大手保険会

その保険会社のCEOによれば、これは「多額のキャッシュ・プ

社に狙いを定めた新たな資本指標、例えば、グローバルにシ

レミアム」を含む「素晴らしい機会」でした。

ステム上重要な保険会社（G-SIIs）について提案されている
より高い損失吸収能力（Higher Loss Absorbency）および国

ほとんどの買収では、成長や多様化の追求が主な原動力に

際的に活発に活動する保険グループを対象とする保険資本

なっています。米国の経済成長は、過去の平均と比べれば低

基準（ICS）は、それらの保険会社に非常に大きな影響を与

調なものの、他の大半の国々と比べれば極めて魅力的です。

え、所要資本の再評価を促します。

また、米国の保険市場は、他地域の保険会社に対し、その拠
点国よりは安定した多様な収益源を提供しています。それに

金利が依然として過去最低水準にとどまるなか、買収を追求

加え、米国市場の規模そのものが、市場シェアがわずかに増

する企業には迅速に動く特別なインセンティブが働き、それ

えるだけで収益が大幅に伸びる機会が生じます。

が、将来生じ得る規制の変更に関する懸念を緩和する可能
性があります。また低金利は、より高い運用リターンを必要と
する一部の米国の保険会社に圧力を加えます。このような状
況において、買収による統合が適切な対応とみなされる可能

金利が依然として過去最
低水準にとどまるなか、買
収を追求する企業には迅
速に動く特別なインセン
ティブが働き、それが、将
来生じ得る規制の変更に
関する懸念を緩和する可
能性があります。

性があります。

6. コーポレートガバナンス
企業文化は多くの場合、企業行動の主要な指標とみなされており、保険業界や
他の業界の規制当局がコーポレートガバナンスの監視の改善を求める要因とな
ることがあります。こうした目的のために NAIC のコーポレートガバナンスの年次
開示に関するモデル 法（Corporate Governance Annual Disclosure Model
Act）が制定され、現在、それに関する検討が進められています。また、米国証券
取引委員会（SEC）は、一部の保険会社に影響を与える可能性のある新たな報
酬開示規則を提案しました。
中小保険会社からの要請にもかかわらず、NAICの開示要件

目的としています。SECの規則は、計算や報告の方法に関し

は、規模の大小を問わずすべての保険会社に適用されます。

て一定の柔軟性を認めていますが、公開保険会社は、従来

これに対し、SECの規則は規模およびその他要因に基づく一

よりはるかにオープンな形で報酬水準の正当性を立証する

定の適用除外を認めています。

準備を整えておくべきです。SECの規則は2017年1月1日か
ら施行されます。

SECの規則は、CEOの報酬を他の全従業員の報酬の中央
値と公に比較することにより、報酬の実態に光を当てることを
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SECの規則は、 CEOの
報酬を他の全従業員の
報酬の中央値と公に比
較することにより、報酬
の実態に光を当てること
を目的としています。

NAICのモデルは、保険会社の取締役会・委員会構造に関

NAICの開示は2016年中の施行が提案されており、最初の提

する検討およびその正当性の立証を含む広範な開示を要

出は6月に始まります。2015年7月半ば時点で、4州がすでに

求しています。独立性、多様性および指名・選任プロセスを

モデル法を採用しており、カリフォルニア州を含む他の2州は

含む、取締役会の構成に関連する諸問題のすべてを開示し

前向きに検討しています。NAICの規則は、規制当局が従来

なければなりません。詳細に検討するべき他の分野として

行ってきたものに比べはるかに広範かつ徹底的なコーポレー

は、経営者および取締役の適格性、倫理規定、業績評価お

トガバナンスの検討を求めています。保険会社はその準備を

よびリスクの監視などがあります。NAICのモデルに関する

整えるため、同法が自身の管轄区域で施行される前に、影響

主な懸念の1つは、州への報告の機密保持です。一部の業

を受けるプロセスを点検し、必要な変更を行うべきです。

界代表者は、保険会社の機密情報を保護する上で、当該代
表者が最適かつ必須と判断する厳格な機密保持の規則
が、州によっては採用されていないことを懸念しています。

7. 保険会社による系列キャプティブの利用

規制当局は、それら
のキャプティブの必
要性を低減するた
めに、生命保険会社
を対象とする原則主
義方式の準備金積
立 （ Principle-Based
Reserving ： PBR ） の
採用を意図 していま
す。しかし、PBRが完
全に導入されるまで
は、保険会社は引き
続き、所要経済準備
金を上回る法定準備
金のコストを管理する
最善の手段として
キャプティブを捉える
可能性があります。

連邦および国際的な保険規制当局の間で、生命保険会社による系列キャプティ
ブの利用に関する懸念が引き続き広がっています。例えば、FSOCは2015年度
年次報告書において、米国経済の安定性にとってシステム上の脅威となる可能
性のある一定のキャプティブ取引に触れています4。こうした懸念を低減する一助
として、NAICはキャプティブに関する開示の強化へと動いてきました。

系列キャプティブは主に、保険会社が生命保険および特定

引き続き、所要経済準備金を上回る法定準備金のコストを管理

のユニバーサル生命保険に関する余剰な法定準備金とみ

する最善の手段としてキャプティブを捉える可能性があります。

なすもののファイナンスのために利用されます。NAIC は最
近、一般に「XXX」または「AXXX」準備金と呼ばれるそれら

それらのキャプティブのガバナンスは、規制当局にとって重要

の準備金を対象とするアクチュアリアル・ガイドライン第 48

な問題となっているため、保険会社はかかるガバナンスを積

号（AG48）を採用しました。また、規制当局の意向通りに

極的に再検討するべきです。規制当局がそれらのキャプティ

なった場合、AG48 によって実現しようとする一貫性および

ブによって保有される資産を引き続き把握しようとしている状

統一性に加え、明確性も強化されることになります。さらに

況にあって、保険会社は、それらの資産を評価して、資産の

ごく最近、NAIC の財務状態委員会（Financial Condition

質や利用可能性が規制当局の要件を満たすほど十分である

Committee）は生命保険会社に、それらのキャプティブによ

ことを確認することが望ましいと思われます。

るリスクベース資本（RBC）の算定への影響を開示させる方
向へと動きました。
規制当局は、それらのキャプティブの必要性を低減するため
に、生命保険会社を対象とする原則主義方式の準備金積立
（Principle-Based Reserving：PBR）の採用を意図していま
す。しかし、PBR が完全に導入されるまでは、保険会社は

展望 保険における 2016 年の主要規制動向 11

8. プリンシプル・ベースの準備金積立（PBR）
生命保険会社を対象とするプリンシプル・ベースの準備金積立は、NAICのソル
ベンシー近代化への取り組み（Solvency Modernization Initiative：SMI）の主要な
柱であり、最優先事項の1つです。大部分の保険会社もこうした優先事項の見方を
同じくし、PBRを所要準備金の規模を適正化する方法と捉えています。

当初、ニューヨーク州とカリフォルニア州という有力な2州が

された米国アクチュアリー会（SOA）の調査報告書は、一部

PBRに反対したことから、その実現可能性が疑問視されまし

の保険会社がPBRの準備にまだ相当の時間を要する可能

た。しかし、時間と共に状況が変化しました。現在ではカリ

性があることを明らかにしました。この調査自体が2014年に

フォルニア州もPBRの採用に動いていると思われます。ま

実施されたものであり、その所見が幾分古い可能性があるも

た、2015年11月半ば時点で保険料の71.78％に相当する39

のの、その時点では総じて、ほとんどの保険会社が研修や

州がPBRを採用する法令を正式に制定しました。マサチュー

システムなどの分野で準備ができていないと感じていること

セッツ州はまだ審議中ですが、（予想通り）採用すれば、総計

が見いだされました6。

が保険料の75％に相当する40州ということになります。連邦
レベルの採用には、保険料の75％に相当する42州の制定と

PBRの実施は、保険数理、商品設計および価格設定の部門

いう基準をクリアする必要があります 。

をはじめとする保険事業全体に波及効果を及ぼすと見込ま

5

れます。保険会社は、不意打ちを受けないように、生じ得る
8州は2016年に短い会期でPBRを審議する予定であり、同

影響を今から検討し、その結果に応じて商品やプロセスを調

年中の早い時期に、それを承認した州で採用に至る可能性

整するべきです。2016年にはPBRのパイロットテストが、系

があります。このことが重要なのは、マサチューセッツと他の

列の保険会社が設立された州をベースに、自主的に参加す

2州が2016年7月1日までにPBRを採用した場合、2017年1

る最大10社により実施される予定です。ORSAのパイロットテ

月1日からそれが完全に施行されるからです（採択された州

ストに参加した保険会社の経験が参考になるとすれば、PBR

法が同等性テストを通過した場合）。

のパイロットテストへの参加は、保険会社がPBRの実施の準
備を整えるための有用なステップになると思われます。

生命保険会社にとって、PBRが実施されれば、積立てをめ
ぐる確実性が得られ、一部には必要額が減少するケースも
生じます。しかしながら、2015年8月のNAICの会合で発表
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保険会社は、不意打ちを
受けないように、生じ得る
影響を今から検討し、その
結果に応じて商品やプロ
セスを調整するべきです。

9. ディスラプションに対する規制当局の対応
保険業界ではディスラプション（技術の創造的破壊）の機が熟しており、規制当局
は、特に損害保険の分野に関して多数のイノベーションを支持しています。保険
業は高度な規制下にあるため保険会社はディスラプションから保護されていると
感じる向きが一部にあるようですが、デロイトが協力している規制当局の多くは、
画期的な技術に強い関心を寄せ、極めて感受的と思われます。特に、結果として
生じるイノベーションが消費者のために明確な価値を創出する場合にそう言え
ます。

保険会社は、別の企
業 の 破壊 の犠 牲にな
るのを避けるには、自
身の破 壊的思 考法を
採用する必要がありま
す。すなわち、技術を
利用して自身のビジネ
スモデルを変革し、効
率性を向上させる方法
を積極的に探し求める
ことが必要となります。

これまで、ディスラプションが最も浸透したのは損害保険の

規制当局が承認すれば、それらのようなディスラプションは、

分野でした。例えば、規制当局は、自動車テレマティクスを

保険会社やその顧客のために多大な価値を創造する商品の

通じた利用者本位の保険という考え方を積極的に受け入れ

創造や改善につながる可能性があります。しかしながら実際

ました。そして、自動車保険の顧客が、スピードや燃費、運

には、保険業界におけるディスラプションの潜在力全体はもっ

転マナーといった重要な指標を追跡する車載デバイスによ

と深いところにまで及びます。今日では、Uber（ウーバー）や

る運転の監視を自発的に受け入れることによって、自分の

Airbnb（エアビーアンドビー）がそれぞれの業界のビジネスモ

利用分に基づいてのみ保険料を支払うことを認めました。

デルを変革しているのに類似した仕方で、多数の賢明で資金

規制当局が受容する決め手になったのは、そうした商品が

豊富なイノベーターが保険の販売・提供方法を改革する方策

自発性に基づいているという事実です。規制当局は、消費

を積極的に探し求めています。こうしたイノベーションが市場

者がその技術の自発的な利用によってコストを節約する選

で注目を集めれば、驚くほど急速に規制当局や大衆の支持

択肢を有する一方、その技術を選ばず標準的な料率を受容

を得る可能性があります。例えば、UberやAirbnbは当初

する選択肢も有するという事実を選好しています。

ニューヨーク市で、高度に規制された業界（タクシーおよびホ
テル）ならびに強力な政治的結び付きを持つ強固な既存企業

これに対し、規制当局は、自発的でないまたは目に見えな

に行く手を厳しく阻まれました。しかしながら、そのイノベー

いディスラプションに対してははるかに強い抵抗を示してき

ションの威力と価値が迅速に大衆やメディアの注目を集め、

ました。例えば、多くの生命保険会社は、ダイエットや運動

その結果、大衆の支持の大きなうねりが記録的な早さで規制

の習慣、日常的活動、購買歴、テレビ視聴などのライフスタ

の障害を一掃しました。

イル要因に基づく保険の引き受けおよび料率設定のために
ビッグデータや予測的分析を利用することに関心を抱いて

保険会社は、別の企業の破壊の犠牲になるのを避けるた

います。この種の予測的分析により、まず間違いなく保険会

め、自身の破壊的思考法を採用する必要があります。すなわ

社は、リスクに基づく保険契約の価格設定をはるかに正確

ち、技術を利用して自身のビジネスモデルを変革し、効率性

に行うことができます。しかしながら、この種のディスラプション

を向上させる方法を積極的に探し求めることが必要となりま

は自発的なものではなく、プライバシーや差別といった微妙

す。そうすれば、得られた知見を用いて防御を強化したり、先

な問題に関する懸念を引き起こすことから、規制当局は総

発者優位性を獲得して自身が破壊者となることが可能になり

じてその支持に慎重でした。

ます。
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10. 価格最適化
経済学において弾力性（elasticity）とは、1つの変数が別の変数の変化に反応す
る度合いの尺度を指します。需要弾力性とは、製品の価格変化に応じて顧客の
需要がどの程度変化するかの尺度をいいます。需要弾力性は、競争状態にある
商品の価格を設定するための基本的な手段です。価格最適化は、企業が業績を
改善するためにどのように弾力性の概念を利用するかを示す一般的な例の1つ
です。
価格最適化の背後にある基本的な考え方は、顧客の購入

と思われる顧客にはその範囲の上限の価格を提示し、値段

能力や購入意欲に基づいて価格を調整するということです。

を比べる可能性が高いと思われる同等の顧客には下限の価

企業が付ける価格が高すぎると顧客を失います。低すぎる

格を付けることが可能になります。

と利益率が犠牲になります。例えば、スーパーマーケット
は、顧客が特定の商品にどれだけ支払う意思があるかに関

現実には、価格最適化をめぐる問題や懸念はおそらく、経済

する判断に応じて、地区によって価格を変えることが以前か

学や経営理論よりは公正さに関する公衆の受け止め方との

ら知られています。

関係が深いと思われます。すでに少なくとも10州が保険の価
格最適化を禁止し、他の州もそれを検討していると報じられ

ビッグデータの時代には、価格最適化がかつてなく容易にな

ています。顧客離れを低減し、それによりマーケティングなど

り広く浸透しています。そして、このことが新たな論争を引き

の費用を節減し、ほぼ確実にすべての保険契約者に値下げ

起こしました。広く報じられた事例として、大手オンラインショッ

をもたらすという潜在的利点があるにもかかわらず、価格最

ピングサイトが、顧客の使用するコンピュータブランドに応じ

適化の実行は擁護が困難なことがあります。

て異なる顧客に異なる価格を付けたことをめぐる大論争があ
ります。しかし、航空会社は同じ座席に異なる値段を付けるこ

さらに、価格最適化を効果的にするビッグデータそのもの

とを日常的に行っていますが苦情はほとんどありません。

が、破壊者に跳ね返って不利に働く可能性があります。例え
ば、大手検索エンジンがビッグデータを利用して、顧客の価

保険の場合、事情が異なるのは、高度な規制下にあり、価格

格比較を容易にするサービスを提供した結果、価格最適化

が保険数理の観点から妥当でなければならないことです。こ

の効果が打ち消されることがあり得ます。規制上の問題や他

の事実からすれば、保険会社は、保険数理上同等な顧客に

の障害を考慮すれば、現在、価格最適化を利用している保

異なる価格を提示することをどのように正当化できるのでしょ

険会社は、価格最適化戦略の正味費用や目的を再検討し、

うか。多くの消費者グループがこうした懸念を表明し、一部の

忠誠度や顧客維持を改善するためにより異論の少ない別の

規制当局もそれに賛同しているように思われます。

方法を探すことがおそらくは望ましいと思われます。

正当化する方法の1つは、保険数理的に決定される料率は
実のところ1つの特別な数値ではなく料率帯だということで
す。そのため、保険会社は、価格を見て離れる可能性が低い
巻末注
1
2

3
4

5
6
7

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-08/wall-street-mounts-final-push-to-kill-tougher-u-s-broker-rules
“Anticipated Operational Impacts to the Insured Retirement Industry of the Department of Labor’s Proposed Rules for the Definition
of Fiduciary Advice, （受託者の助言の定義に関する労働省の規則案が退職年金保険業界の業務に与えると予想される影響）”
© 2015 Deloitte Development LLC.
労働省の規則案に関する最新情報についてはRegPulseBlog.comを参照のこと
2015年度年次報告書、金融安定監督評議会
（https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/studies-reports/Documents/2015%20FSOC%20Annual%20Report.pdf で閲覧可能）
“NAIC Update Fall 2015（NAICの最新情報、2015年秋）,” © 2015 Deloitte Development LLC.
“NAIC Update Summer 2015（NAICの最新情報、2015年夏）,” © 2015 Deloitte Development LLC.
http://regpulseblog.com/
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ビッグデータの時代には、
価格最適化がかつてなく
容易になり広く浸透してい
ます。そして、このことが
新たな論争を引き起こしま
した。

今後に向けて
保険の規制環境は、企業が新規および改定された要求事項に必ず目を配り続けるように、進化し続けています。規制の動
向と開発に関する最新情報については、デロイト規制戦略センターのReg Pulse blog7をご覧ください。
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