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米国の保険数理システム

保険組織が生命体であるとすれば、保険数理システムは酸素
にあたり、戦略やビジョン、日常的な業務管理の立案の中核
をなします。保険数理モデルに対し幅広い要求があることに
加え、商品の複雑性が増していることから、保険数理モデル
の有用性が高まっている反面、その管理が非常に難しくなっ
ています。保険会社は、堅実なモデリングの枠組みを構築し、
維持することを最優先事項とするべきです。
保険数理システムは進化の途上
大半の保険組織の保険数理部門は、複雑で困難な問題のソ
リューションを提供するものと認識されています。通常アクチュ
アリーは、問題解決にあたるというその本来の役割により、新
たに出現する業務上および規制上の必要性に対処するた
め、絶えず新たなツールを構築し、既存のツールを修正してい
ます。
一方、保険数理システムのソリューションは往々にして、部門
横断的な事柄をあまり考慮せず、特定の必要性に対処すること
を目的としてきました。しばしば、モデルの重複的なバージョン
が存在し、それぞれが特定の機能、商品、要求またはモデ
リングの目的に対応しようとしています。こうしたパッチワーク
のシステムソリューションは、効率的かつ効果的な管理と維持
が困難になりかねない複雑なシステム構成を生み出しました。

米国では保険数理システムの次の進化
は、単一システムソリューションに向かう
可能性が高いと思われます。
多くの企業は、多数のツールやプラットフォーム、技術的ソ
リューションを含む環境を維持するために、多額の支出およ
びアクチュアリーやIT専門要員の時間の消費という形で多額
の投資を行ってきました。多数のプラットフォームを維持する
ことは、しばしば多大の時間を要するやっかいな作業です。
照合ができないこと、およびアクチュアリーが能力を発揮でき
ないことにより誤謬が発生することがあり、アクチュアリーは
日常的な課題を完了するのに必要なツールがないことに苛
立ちを感じるかもしれません。一般にアクチュアリーはシステ
ムの維持者でなくツールの利用者であるべきです。
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こうした現象は米国特有のものと思われます。それは、米国
の保険会社は多重的な報告基準を遵守する必要があるた
めです。世界の他地域では、多くの企業は、価格設定や財
務報告から予測やリスクのモデリングに至る業務上の必要
性に対応できる単一の保険数理モデリングシステムへと向
かいました。米国の保険会社のトップ数名と話をしたところで
は、米国でも保険数理モデリングの次の進化は、単一システ
ムソリューションに向かう可能性が高いと思われます。
単一システムソリューションとは何か？
単一システムソリューションとは、利用者によって共有され、
部門横断的にサポートされる1つのシステムを、所与の商
品、保険種目または企業に関わる保険数理的計算の用途
すべてに使用することです。このソリューションでは、すべて
の保険数理システムの用途にわたり、商品構成、最良推定
の前提および商品のキャッシュフローの計算が共有されま
す。所与の目的に固有の前提、計算およびアウトプットは、
スイッチにより必要に応じて有効にされます。
すべての保険数理機能が共有し、すべての保険数理上の必
要性に対応する単一システムは、ますます多くの米国の保
険会社にとって「目標（Northstar）」となる長期ビジョンとなっ
ています。

単一システムソリューションの
一般的な利点

共通の保険数理計算のプラットフォー
ムは、保険会社が、効率性の向上、よ
り総合的で洞察に満ちた分析、および
利害関係者の新たな要求に対応する
柔軟性などの戦略的利点を実現する
のを可能にします。

米国のアクチュアリーにとって、単一システムソリューション
のビジョンが今や現実のものとなる可能性が開けています。
単一システムソリューションは、保険会社が以下のような戦
略的利点を実現するのを可能にします。
• 効率性の向上 － 共通のプラットフォームは、重複的なシ
ステム開発と保守に費やされるリソースの時間量を低減
するはずです。また、モデルに関する異なる見解を有意
義な系統的アウトプットへとまとめることが容易になるた
め、分析プロセスを合理化できます。
• 柔軟な対応 － 外部の規制当局と内部の利害関係者の
要求が増大するなか、単一システムなら、インプットやモ
デルの仕様を素早く調整することにより、多重的なラン、
特定目的の分析やシナリオへの要求に迅速かつ効率的
に対応できます。新たな分析や報告を迅速かつ効率的に
実行することも可能になります。
• 実稼働／開発チーム － 明確な職務分掌を確立できま
す。チームを分離し、1つはすべてのシステム開発（すな
わち、モデルの変更点のコード化）を担当し、もう1つは正
式な結果の報告と作成を担当します。
• より総合的で洞察に満ちた分析 － 経営者は、より詳細
かつ適時の分析のほか、内部の見解とリスクに関する意
思決定の整合性の向上による恩恵を享受できるようにな
ります。強力な総合的モデリングのプラットフォームによ
り、以前は往々にしてできなかった詳細にわたる情報の
入手、近似化または十分な理解が可能になります。
• 結果の照合 － 単一システムソリューションでは、資産・
負債のモデリング（ALM）、リスクマネジメント、法定およ
び一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）の結
果の照合を単純化し、合理化できます。
• ガバナンスの強化 － 単一システムソリューションは、モ
デリングのすべての側面についてモデルのガバナンスお
よび統制の大幅な強化を促進することが見込まれます。
また、システムが少なくなれば、維持すべき統制もそれだ
け少なくなります。
• 人材の集中 － 単一システムソリューションは、有能なア
クチュアリーが、パッチワークのシステムのメンテナンスで
はなく保険数理的分析に集中する一助になります。
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単一システムは万能か？

米国の一部の保険会社にとって単一の保険数理計算のプ
ラットフォームを検討する障害となった最大の要因の1つは、
米国市場で入手可能なベンダーのシステムに限界があった
ことです。特に、評価結果は外部監査に耐え得るものである
必要があり、しばしば連続的な水準で作成しなければならな
いのに、従来の資産・負債システムは評価機能を備えていま
せんでした。
変革の起爆剤
近年、単一システムソリューションをより現実的なものとす
る、以下のような展開が見られました。
• 一部のベンダーが、クライアントの要求に対応するため
に、また新たに出現した技術インフラの改善を踏まえて、
広範な分析結果を作成できるように、システム機能を改良
することに投資しました。そして、同時に多数の要求に対
応したり、スイッチ1つで特定のデータ要素や計算を切り
替えられるようにモデルを設計することが可能になってい
ます。
• 規制の圧力が一因で、伝統的な評価要件からよりプリン
シプルベースのアプローチへの移行が生じました。これに
より、予測の定義と評価システムが融合され、予測システ
ムのベンダーは、自身の予測モデルにおいて評価の統制
の強化を提供するようになりました。
• システム制御と実稼働環境がより標準的になり、単に評
価モデルだけに適用されるものではなくなりました。現在
のシステムは、多数の利用者による共通モデルの使用を
可能にし、特定のアクセス許可セットに対する需要に対応
しています。
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• 統制とガバナンスは、これまでは主に評価の分野に集中
していましたが、予測や資産・負債のモデリングといっ
た、他の保険数理モデリングの分野へと拡大されました。
現在では、予測・モデリングのチームは総じて、より高い
ガバナンス基準に従っています。
• モデル管理者（Model Steward）などの新たな保険数理
上の役割の創設を受けて、管轄体制や一貫性に関する
懸念をさらに低下させると同時に、ガバナンスの重要性
を引き続き推進しています。
• グリッドやクラウドのソリューションが強化されたことに伴
い、より複雑でダイナミックな分析結果を適時に作成でき
るようになりました。多くの保険会社は、技術を利用して
より機動的な意思決定を下すようになっています。
• 多くの保険会社は、データソースを一元管理し、主要な
保険数理システムのインプットに対する共通の定義を提
供する必要性をますます意識するようになっています。
時には、このことがデータおよび／または前提のウェア
ハウスの開発につながりました。そのデータハウスを直
接連結して単一の保険数理モデルを入手することが可能
です。
• 多くの保険会社は、ランタイムの効率性を最大化できる、
スケジュールされたモデルの実行を可能にするツールな
ど、プロセスの自動化と効率性をますます重視するように
なっています。そうしたツールは、適切なコントロールを確
立し、再実行を制限するために、プロセスの主要なステッ
プでレビューと承認の機会も提供します。

障害の克服

保険数理システムを単一のプラットフォームに統合すること
は確かに素晴らしいようですが、果たして現実的でしょうか。
「その通り」というのがその答えと考えます。ただし、統合にあ
たり、文化の変革による潜在的影響を認め、運営モデル、効
果的なアーキテクチャ設計およびガバナンス基準の拡充を見
直すことが条件となります。
単一システムソリューションの取り扱いは難しく、往々にして
懸念や、以下のような疑問が広く提起されています。
• 単一システムソリューションは作業を遅らせないか
• 自分が所有していないモデルを果たして信頼できるか
• 別の利用者が私のモデルに影響を与えたらどうするか
単一の保険数理システムの利用は、大半のアクチュアリーが
慣れている作業方法の大幅な変更を伴います。単一システ
ムソリューションの実施を妨げる最大の要因は、多くの場合、
モデルの所有を会社に譲り渡すのに必要となる文化の変革
です。
文化の変革
単一システムソリューションは一般に、多くの保険会社が現
在運営されている方法に適していません。しかしながら、効
果的な運営モデル、組織設計およびモデルガバナンス構造
によって、効果的な実施の可能性が高められます。会社固有
の文化規範を認識することが、上記の懸念を緩和するため
の実施やガバナンス計画を策定するための鍵となります。
多くの場合、モデルガバナンス・統制に対する多額の投資、
およびガバナンス・統制の変更管理が必要となります。単一
システムソリューションでは、利用者は、モデルの所有から保
険数理システムの共有へと移行しなければならず、そのシス
テム内で、モデル自体ではなくモデルの要件を所有すること
となります。

モデルの開発とアーキテクチャ設計
単一システムソリューションへの移行では、従来以上の協力
のほか、事前のシステム要件、統合設計および集中テストに
対して従来以上の注意が必要となります。これまでは、シス
テム開発のコントロールがモデル所有の重要な側面とみなさ
れてきたことから、一部の保険会社は、IT型のシステム開発
アプローチへの移行をアクチュアリーに強いることに慎重でし
た。単一システムソリューションでは、会社が完全にシステム
を所有します。業務上の利用者は、業務上の要件を開発チー
ムに提出することに責任を負い、開発チームが、業務上の利
用の事例すべてにわたりモデルの変更を設計、実装および
テストします。もはやデスクトップ上でモデルの変更を行うこと
はできません。コンピュータ環境を通じて変更をコントロール
しなければならないのです。すべての変更は全面的な回帰テ
ストの対象となり、モデルは実稼働環境に保存して保守管理
しなければなりません。
共通モデルが持つ証明済みの利点を実現するために、アク
チュアリーは、方法や前提、報告の合理化を検討するべきで
す。また、個別的なモデルのために方法や前提、粒度
（granularity）を変更する柔軟性が提供されるようにモデルを
設計することも必要です。さらに、モデルは「長期使用可能な
（future proof）」ように設計し、評価の厳格性に対応するのに
十分な柔軟性に加え、価格設定およびまだ未知の将来のモ
デリング要件のために必要な柔軟性を付与するべきです。
運営モデルと組織設計
単一システムソリューションの効果的な実施には、保険数理
に関連する運営モデルの見直しが必要になることがありま
す。新たな役割や責任は、モデルや前提、方法、プロセスの
共有への移行に必要な文化の変革を促進する助けになる可
能性があります。また、新たな役割が、モデル開発と変更管
理の一元化のほか、モデルガバナンス、テストおよび文書化
の監視に必要となります。
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展望

保険会社にとって、保険数理システムの開発、保守および管
理を転換する機会は多大で気をそそるものですが、当初は手
強いことがあります。保険会社はまず最初に、将来到達した
い状態である「目標」のビジョンに照らして現状を評価すべき
です。保険会社は、このビジョンを踏まえて、最終目標に導く
指針となるロードマップを策定することが可能です。
そうしたビジョンとロードマップを策定するには以下のことが必
要となります。
• プロジェクト推進者（champion）の特定 － 単一システム
ソリューションの実現には、組織のトップおよび一般従業
員が共に十分明確なビジョンを持ち、協力と変革に尽力す
ることが必要です。プロジェクト推進者は、利害関係者がこ
のイニシアティブを受け入れ、明確化し、推進するのを支
援することができます。
• 現状評価の実施 － 会社内の既存システムの状態に関す
る初期評価は、将来の状態に関するビジョンおよび設計で
対処すべき不一致や非効率性を特定するのに役立ちます。
• ビジョン策定セッションの組織化 － ビジョン策定セッション
は、「達成し得る状況」の明確化に役立ちます。目標となる
ビジョンは、既存の運営モデル、現状のシステム、プロセ
スまたはデータの制約によって制限されるべきではありま
せん。
• モデルのアーキテクチャ設計の策定 － モデリングのソ
リューションの特定は、現状の能力と将来の目標のギャップ
に対処するのに役立ちます。すべての用途を通じたシステ
ムの統一性を維持するには、共通の設計を要求されます。
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• モデリングの組織の再定義 － 現状のモデリングの役割
と責任を検討することは、新たなモデリングの組織内にお
ける将来の構造と責任の定義に向けた重要な一歩となり
ます。
• ロードマップの策定 － 主な弱点に対処するための取り
組みと途中段階のクイックウィン（手短に達成可能な成
果）の間でバランスを取りながら、システムの基本的問題
点に焦点を絞った推進計画を最初に策定することが重要
です。広範囲に及ぶロードマップにより、ワークストリー
ム、主な節目および成果物のほか、リソースや予算の見
積りを明確化すべきです。
• 効果の特定 － どんな事業計画も、期待される効果の分
析がなければ完全と言えません。得られる可能性のある
効果の評価は、近代化のイニシアティブへの支持と資金
提供を確保するために欠かせません。

どこから出発すべきか？
すべては、事業上の必要性
に基礎を置き、段階的な実
行可能なロードマップによっ
て支えられた、目標となる最
終状態およびそれに至る道
筋の確定から始まります。

結論

多くの保険会社が競争状況の再評価および新興市場の需要
に対する対応能力の評価を始めていますが、明らかに環境
が変化しつつあり、多数の目的を持つ多数のプラットフォーム
の管理が必要になっています。総じて、この管理がますます
困難になっています。多くの業界リーダーは、全体的な保険
数理の近代化の推進の一環として、最先端にあると思われる
単一システムソリューションによりこの懸念に対処しようと模
索しています。単一システムソリューションは、これまで米国
では達成不能と考えられていましたが、保険数理システムの
誕生と進歩、それを取り巻くガバナンス、およびそれを支えるた
めに利用可能な技術により今では実行可能になっています。

目標のビジョンを追求し、最終的に達成するには大規模な文
化の変革が必要であり、それは極めて困難なことがありま
す。しかしながら、企業は、このビジョンの複雑性と併せてそ
の潜在的な利点を認識することにより、単一システムソリュー
ションを支える適切なインフラを導入することが可能となりま
す。そして、最終的には、単一システムソリューションが、著し
い戦略的優位性を創出できる市場の差別化要因として機能
する可能性を実現できます。
こうした投資がもたらす可能性のある成果は大きくかつ魅力
的です。

連絡先

デロイトの保険数理関連サービスからの、あなた方の組織に役立つ方法についての詳細をお知りになりたい場合は、
こちらまでお問い合わせください。
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