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エグゼクティブ・サマリー

規制当局による監視が強化される時代にあって、コンプライ

アンス機能に関わる要望が従来に増して強まっています。

2016年デロイト保険会社倫理・コンプライアンス調査

（Insurance Ethics and Compliance Survey）に基づくデー

タは、業績指標と保険コンプライアンス・倫理プログラムの

成熟度が相関していることを証明しています¹。 

コンプライアンス責任者および他の経営責任者にとって、増

大する要求に対処しうるコンプライアンス機能へどのように

成功裏に変革できるかが課題となります。企業や消費者、

政治環境の変化に対応するだけでなく、それを予期して、

コンプライアンスの不備に起因するレピュテーション・リスク

やオペレーショナル・リスクを最小化できるようにするため、

また、会社が持続可能な成長に向けた態勢を整えられるよ

うにするために、必要な様々なスキルセットに対処しうるコン

プライアンス機能を目指す変革も課題となります。

幸いなことに、コンプライアンス機能の高い成熟度を示す指

標があり、自社のコンプライアンス機能を「良好」から「卓越」

に引き上げようとする企業は、この指標を指針とすることが

できます。また、そのデータは、そうした企業に定量的およ

び定性的な利得を与える可能性があることを示しています。
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コンプライアンスの新たな

ページ：パフォーマンスの

原動力

「監督対象の最大手銀行における全社的コンプラ

イアンス・リスク管理プログラムおよび監視は総じて

改善しているものの、その進捗度は個々の銀行に

よって異なり、改善の機会が残されている。複雑な

コンプライアンス特性を有する大規模銀行は、必要

なリソースが、実効性のある全社的コンプライアン

ス・リスク管理プログラムおよび監視の完全な実施

が適時になされることをFRBは強く期待する」³ 

FRBのこのレターのタイミングからほぼ自明のこと

ですが、これは、2007年から2008年にかけて発生

した金融サービス・セクターにおける多数の破綻を

受けて公表されたものです。それらの破綻は、「手

ぬるい」規制当局の監督に一因があるとされ4、ダ

ラス連邦準備銀行のワーキングペーパーによれ

ば、最低でも6兆ドルから14兆ドルのコストが発生

し経済に影響したと推定されています5。 

そうしたコストを考慮すれば、その結果として、金

融サービス業および規制当局に対する政治的圧

力や規制上の負担が増大すると想定するのは合

理的でしょう。実際そうなりました。それどころか、

ドッド・フランク法の制定から全米保険監督官協会

（ NAIC ） の ソ ル ベ ン シ ー 近 代 化 取 り 組 み

（Solvency Modernization Initiative）や保険監督

者国際機構（IAIS）による国際的なマクロ健全性保

険規制、さらには最近の米国労働省（DOL）の受

託者責任基準規則（Fiduciary Standards Rule）に

至るまで、今日の規制環境は10年前とは大きく様

変わりしました。

保険会社にとって、今日の「卓越した」コンプライ

アンス機能は、重要な会社のアセットとして捉えら

れる傾向が強くなっています。この機能への投資

は収入や利益の増加だけでなく、レピュテーション・

リスクなどの危険の低減をもたらします。コンプラ

イアンスは、このようなコンプライアンス機能の進

化について承知していない人々が思い込んでい

るように、単なる規制上の要求によって発生する

間接費を超えて意味のある投資と考えられてい

ます。

保険を含む金融サービス業のコンプライアンス機

能が近年進化してきたことを否定する人はほとん

どいません。その進化の度合いが企業によって

異なることを否定するのも、恐らく同じように難し

いでしょう。

米国連邦準備制度理事会（FRB）は2008年10
月、銀行セクターにおけるコンプライアンスに関し

て影響力の大きなレターを公表し、後にその適用

対象は、FRBの規制対象である貯蓄貸付持株会

社（savings and loan holding company：SLHC）

（保険会社の子会社である場合も含む）に拡大さ

れました。そのレターに列挙された次のような真

実は、恐らく今日の保険業界にも当てはまり

ます。

「近年、銀行はその事業活動の範囲、複雑性およ

びグローバルな性質を著しく拡大してきた。･･･コン

プライアンス・リスクの管理と監視に重要な役割を

果たすと同時に、組織全体に強固なコンプライ

アンスカルチャーを醸成する全社的な機能は重

要であり、とりわけ、多数の独立した事業分野を

有する大規模で複雑な組織、および多岐にわた

る適用規則や適用基準を遵守しなければならな

い法人にはそうである･･･」² 

その結果、コンプライアンス機能に対する要求が

大幅に増大しました。どの規制当局も危機再発の

前触れとなる兆候を見逃すことを望んでおらず、ま

た、直近の金融危機後に金融セクターに生じたレ

ピュテーション上のダメージを踏まえると、業界の

どの構成員も同じように考えているはずです。

こうした状況を理解するなら、「実効性のある全社

的コンプライアンス・リスク管理プログラムおよび監

視を完全に実施するために、必要なリソースを充当

する必要があること」6をFRBがいまさらながら
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諸組織に推奨する必要はないように思われま

す。しかしながら、コンプライアンス・倫理プログ

ラムは往々にしてその価値について誤解されて

います。その結果、時には、コンプライアンスは、

次第に要求が厳しくなる規制当局を満足させる

ためだけの純粋なコスト・センターとしてしか捉え

られず、組織全体に実際に付加価値を提供する

ことはほとんどないものと考えられています。

これは明らかに誤りです。最近の新聞の経済欄

にざっと目を通しただけでも、実効性のあるコン

プライアンス・倫理プログラムの重要性は明白で

す。金融サービス業全体や他の多くの業種で、

実効性のないコンプライアンスに起因すると考え

られる深刻なレピュテーション上のダメージや株

主価値の毀損が発生しているのです。

コンプライアンス機能にとっての問題は、発生し

なかったことによる便益についての証明は容易

でないということです。コンプライアンス機能は、

往々にして規制当局による罰金やペナルティを回

避することを立脚点としてきました。しかし、回避

された罰金やペナルティについて合理的な仮定

を立てることは非常に困難です。特に、NAICを構

成する56の規制管轄に加え、米国証券取引委員

会（SEC）や金融取引業規制機構（FINRA）、

DOLを含む、他の一連の規制当局が関与する米

国の保険業にはそれがよく当てはまります。その

結果、リターンをコンプライアンス機能への投資

に帰属させることにより、その投資の正当性を証

明することは難しくなります（特に、リソースが乏

しい時期）。

こ の こ と は 、 保 険 に も マ ク ナ マ ラ の 誤 謬

（McNamara Fallacy）の事例があてはまります。

この命名は、ベトナム戦争時代のロバート・マク

ナマラ元米国国防長官にちなむもので、彼は、ベ

トナム戦争における米国の成果を、落とした爆弾

の数など、数えられるもので評価しようとしまし

た。マクナマラは、他の何よりも定量的指標の有

効性を信じていたのです。結局は、多くのアメリ

カ人が、戦争の進展を測る真に代表的指標では

ないとして、そうした定量的評価を退けるに至り

ました。

チャールズ・ハンディによれば、マクナマラの誤謬

は次のように進みます。「最初のステップは、簡単

に測れるものは何でも測ろうとすることである。そ

の限りでは何も問題はない。第2のステップは、簡

単に測れないものは無視するか、恣意的な定量値

を与えることである。これは人為的で誤解を招きや

すい。第3のステップは、簡単に測れないものを本

当は重要でないとみなすことである。これは無分別

である。第4のステップは、簡単に測れないものは

本当は存在しないと言うことである。これは自殺行

為である」7 

ビジネスには測れないものがたくさんあります。こ

のことは特にコンプライアンスに当てはまります。

例えば、規制当局によって高く評価されるコンプラ

イアンス・倫理プログラムの価値はどのように測る

のでしょうか。それは、商品を市場に送り出すス

ピードが速いことを意味するのでしょうか。それと

も、新商品の設計の自由度が大きいことを意味す

るのでしょうか。

コンプライアンス・倫理プログラムが消費者に与え

る影響についてはどうでしょうか。消費者が、ある

企業の価値観が自分自身の価値観と一致してい

ると深く信じてその企業に臨んだ場合、こうした信

頼や誠実性の認識に対し、コンプライアンス・倫理

プログラムはどの程度寄与しているのでしょうか。

見込顧客に応対する各従業員が倫理的行動に対

して同様のコミットメントを示した場合、その顧客に

とってそれがどの程度魅力的に感じられるのでしょ

うか。

デロイトLLPの元ボード議長のシャロン・アレンは、

「倫理、すなわち正しさの価格は本質的に計り知れ

ません。いったん信用を失ったらどんなにお金を積

んでも買い戻せません」8と述べています。倫理観

の欠如に係る報道が株価に与える影響を考えて

みれば、たとえ実効的なコンプライアンス・倫理プ

ログラムによる影響の多くが簡単には測定できな

いとしても、また恣意的な定量値を与えるべきでは

ないとしても、この発言内容には納得できるでしょ

う。コンプライアンスというものは存在しており、重

要なものなのです。最近コンプライアンスや倫理の

不備を報告した企業は、その種の問題が時価総額

に極めて大きな影響を与え得ると身をもって思い

知らされました。
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コンプライアンス：

その便益の測定
最初に、簡単に測定できるものを測定します。図

表1で説明されている通り、デロイト金融サービス

センターは2016年夏に、米国の最大手生命保険

会社と損害保険会社15社の上級経営幹部を対

象とする調査を実施しました。

「2016年デロイト保険会社倫理・コンプライアンス

調査」と呼ぶこの調査の目的は、規制当局や市

場の要求が増大するなかで、保険会社が最近の 
コンプライアンス機能の変化にどれほど確実に対

応しているか、またコンプライアンス機能への 

支出がいかに結果に影響しているかを把握する

ことでした。この調査結果は業界全体を完全に代

表するものではない可能性があります。この調査

では、米国の最大手の生保と損保に焦点を絞り、

調査対象企業すべてが、最先端の実効的なコン

プライアンス機能の創設に対して望むだけの必要

なリソースを投入できるという仮定の下での結果

を分析しました。

主要なコンプライアンスおよび支出のパラメータに

係る自己評価の結果に基づき、デロイトのコンプ

ライアンス成熟度の枠組みをベンチマークとして 

使用して、企業を高成熟度と低成熟度という2つ

のコンプライアンス成熟度のカテゴリーに分けま

した。

この調査の結果から、今日の卓越したコンプライ

アンス機能は保険会社にとって資産とみなすべ

きものであり、この機能への投資は収入や利益

の増加だけでなく、レピュテーション・リスクなど

のリスクによる危険を低減させることが分かりま

した。

図表1．2016年デロイト保険会社倫理・コンプライアンス調査

について

• 米国の最大手生命保険会社と損害保険会社15社の上級

経営幹部が調査に参加した。

• デロイトのコンプライアンス成熟度に関する評価の枠組み

に基づき、2つのコンプライアンスカテゴリー（高成熟度と

低成熟度）を設定した。

• コンプライアンス成熟度によって企業を分類するために、

抽出した企業のコンプライアンス・プログラムを詳細に分

析し、その判断材料として使用した。

• いくつかの主要なコンプライアンスおよび支出のパラメー

タについての評価回答者に求めた。この回答を使用して、

企業を2つの成熟度カテゴリーに分類した。

• 法定財務諸表から得た財務パラメータを分析し、回答と比

較することにより、財務上の業績の格差の確認を行った。

回答者の内訳

GC/Deputy GC 8%

CCO 37%

ディレクター／シニア・ディレクター 17%

EVP/VP 17%

その他 13%

CRO 4%

マネジャー／シニア・マネジャー 4%

GC/Deputy GC 
（最高法律顧問／最高法律顧問代理）

CCO 
（最高コンプライアンス責任者）

EVP/VP 
（エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント／ヴァイスプレジデント）

ディレクター／シニア・ディレクター

その他

CRO 
（最高リスク管理責任者）

マネジャー／シニア・マネ

ジャー
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コンプライアンスはなぜ進化してきたか
生命保険会社には、過去数年、規制がどのように

変化し、それがコンプライアンス機能と保険会社に

どのような影響を与えたかを示す典型的な事例が

あります。

この10年の折り返し地点で、規制当局は生命保険

契約と未請求の給付金の関係について点検を開

始しました。一部の保険会社は、年金受給者の現

状を確認するために社会保障庁死亡者マスター

ファイルを使用していましたが、これまで自社の生

命保険によって保障される被保険者が死亡した

後、保険金が支払われたかどうかを調べてはいま

せんでした。

NAICの報告書によれば、保険会社は、統一未請

求資産法（Uniform Unclaimed Property Law：

UUPA）を適用している州未請求資産法により、未

請求の保険金を報告する義務があります。

NAICは、「UUPAによれば、生命保険会社は、生

命保険給付金が確実に支払われるようにするため

に被保険者が死亡したかどうか積極的に確認する

義務は負わない」9と指摘しました。 

それにもかかわらず、規制当局は、従来行われて

きたこの標準的な業界の実務が保険規則に違反す

ると決定しました。多数の生命保険会社が罰金を

課せられ、何十億ドルもの保険金が消費者に返還

されました。わずか10社の保険会社の罰金総額が

1億5,000万ドルを超える状況でした10。 

これは、過去のコンプライアンスの責任のあり方と

現在期待されているコンプライアンスのマインドセッ

トとの違いを示すものです。従来は、規制要件を厳

格に解釈してすべての項目にチェックを入れ、規制

当局からの即時の反応を回避できれば、実効性の

あるコンプライアンス・倫理プログラムとして十分で

した。

しかしながら、未請求の給付金の問題が示すよう

に、期待水準が上昇し続けています。標準的な商慣

行はもはや十分なセーフ・ハーバーを提供してくれま

せん。規制当局が過去に特定の実務に懸念を抱い

ていなかったと思われる場合でも、将来に渡っても

行動を起こさないとは限りません。規則の遵守が単

に表面的で、誠実に行われていない、と規制当局が

判断するような場合は特にそれが当てはまります。 

コンプライアンスはもはや事後対応的な機能ではあ

りません。実効的であるために、コンプライアンス

は、戦略的意思決定を継続的に評価し、それに影

響を与える事前対応的な機能であるにとどまらず、

会社のDNAに組み込まれて、全従業員が意思決

定の際に倫理とコンプライアンス・リスクを考慮する

ようなマインドセットになっており、またそうあらねば

なりません。
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これは意外なことではありません。図表2が示すよ

うに、様々な政治上・規制上の指令が着実にコン

プライアンスの範囲およびその機能への要求を拡

大してきました。金融危機以前でさえ、1977年海

外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices 
Act：FCPA）、サーベーンズ・オクスリー法、ならび

に法務省の2003年トンプソン・メモおよびそれに

取って代わり「連邦企業訴追原則（Principles of 
Federal Prosecution of Business Organizations）」

を示した2007年マクナルティ・メモをはじめとする 

諸要因が、コンプライアンス機能の重要性と中心

性を高めていました。

近年、保険規制当局は、コンプライアンス重視の

姿勢とコンプライアンス機能への要求を強めてい

ます。米国では、IAISのリスクおよびソルベンシー

の自己評価（ORSA）から派生したNAICのORSA
が一因で、保険会社は、コンプライアンスや全社的

リスク管理について、規制に基づく活動ではなく、

包括的な事業計画のツールとして捉えるように促

されています。

ごく最近では、IAISが事業行為（コンダクト）リスクに 

関する文書を公表し、世界各国の監督当局に将来を

見通したアプローチの適用を促したことから、それを

受けて監督当局は同様のことをコンプライアンス担

当者に順々に期待する可能性があります11。 

NAICもまた、実効性のあるコーポレート・ガバナンス

とリスク管理の仕組み（十分な権限と影響力を有す

るコンプライアンス機能を含みます）が、消費者保護

および保険の事業行為の成功に必要であるという規

制当局の考え方を反映したコーポレート・ガバナンス

年次開示モデル法（Corporate Governance Annual 
Disclosure Model Act）を採用しました。 

図表2．コンプライアンス機能の進化に影響する要因 

1977

1986

1990

2002

2003

2003

2010

2013

2016

2012

2015

2015

2009

海外腐敗行為

防止法

ディンゲル・メモ

防衛産業イニシアティブ

連邦量刑ガイドライン

トンプソン・メモ

サーベーンズ・

オクスリー法

国連腐敗防止条約

マクナルティ・メモ

ドッド・フランク法／

英国贈収賄禁止法／

OECD グッド・ 
プラクティス・ガイダンス

司法省

FCPA ガイダンス 

COSO 改訂版 

DOL 利益相反規則 

イエーツ・メモ

NAIC 
コーポレート・ガバナンス・モデル法

コンプライアンスおよび倫理に係る問題の発生： 
ポンジー・スキーム、インサイダー取引、不正、利益相反、

贈収賄、マネーロンダリング

保険会社の支払不能／リスクベース資本 

1991 
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コンプライアンスはどのように

進化してきたか
では、コンプライアンス機能の変革プロセスはど

のようなものでしょうか。図表3が示すように、その

ゴールは、コンプライアンスの不備の後始末に集

中し、取引やプロセス指向の機能となっていた過

去の状態から、事業の目標達成を支えることを目

的とする、信頼されるビジネス・アドバイザーとし

て活動する、先見的なアナリティクス・ベースの機

能へと、コンプライアンスを移行させることです。

特に、比較的緩やかで着実な経済成長の時期に

は、リスクがパフォーマンスの原動力となります。

簡単に果実を摘むことができないときは、パ

フォーマンスの向上が商品開発や販売など様々

な分野におけるイノベーションに左右されること

があります。

将来のコンプライアンス機能は、プラスのリスク

を実現するように設計する必要があります。消費

者や規制当局の期待内容が変化する時代に

は、アナリティクスによる技術的基礎と行動経済

学の基礎知識を利用した、このような機能の予

測力が、保険会社の通常の事業に関連するリス

クを回避するのに役立つと思われます。

図表3から分かるように、さらにコンプライアンス

機能は、未請求の給付金の問題に例示されるよ

うに、新たな期待と古い行動の不一致から生じる

ダメージの後始末に駆り出されるよりは、むしろ、

消費者や規制当局の期待に応えてレピュテー

ション・リスクを最小限にとどめ、組織を問題のな

い状態に維持することに貢献しています。

それが実現された場合でも、高成熟度のコンプラ

イアンス・倫理プログラムのプラス効果を完全かつ

正確に定量化することができないかもしれま

せん。コンプライアンス部門が法務プログラムの管

理者からビジネス・パートナーやアドバイザーにな

るにつれ、保険会社にとって一層輝かしい未来を

確保・推進することに寄与することで、コンプライ

アンスが投資や資産であると、より明瞭になると思

われます。

コンプライアンス部門の重要性が増すとともに、そ

のリーダーである最高コンプライアンス責任者

（CCO）の重要な役割が認識される必要がありま

す。CCOは、周囲から相反する感情で受け止めら

れることにすでに慣れ切っているかもしれません。

図表3．コンプライアンス機能の進化 

法務プログラムの管理者から･･･

「それをしてはいけない」から･･･

取引およびプロセスから･･･

後始末から･･･

費用から･･･

･･･シニアレベルのアドバイザーへ

･･･「こういう方法ならできる」へ

･･･アナリティクスおよび行動へ

･･･問題のない状態の維持へ

･･･資産へ

過去 未来 

無構造 事後対応的 進化 事前対応的 最適化 
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しかし、ほとんど保険会社で財務部門の改革前の

最高財務責任者（CFO）がそうであったように、そ

れは、どちらかと言えばその部門の責務に含まれ

る1つの要素への反応と言えるでしょう。低成熟度

のコンプライアンス機能ではそれが中心的な要素

となっています。

コンプライアンスが「ノー」と言うためだけに存在し

ていたとすれば、CCOは周囲から単なる最高否定

責任者とみなされるでしょう。しかしながら、コンプ

ライアンス部門が進化し、信頼されるビジネス・ア

ドバイザーになるにつれ、その部門と同様、CCO
の役割もシニアレベルのビジネス・パートナーや戦

略アドバイザーへと変容し、各事業部門が実効的

なリスクテイクやイノベーションに対して「イエス」と

言うことを可能にすべきです。

このことは、図表4に示されたCCOの4つの側面に

反映されています。世話役（steward）とリスク管理

者の役割はCCOの職務履行に不可欠ですが、こ

れらだけがCCOの側面ではありません。皮肉なこ

とに、CCOがストラテジストやコミュニケーターに

進化し、組織全体に倫理やコンプライアンスを指

導し、組織全体にそうした倫理カルチャーを醸成す

るにつれ、CCOにとってリスク管理者や世話役の

役割を果たすことが容易になります。

リーダーシップとコミュニケーションは、倫理カル

チャーを組織全体に浸透させるのに役立ちます。

理想は、組織でなされるどの意思決定にも、そうし

た明確に理解された倫理的カルチャーが反映さ

れることです。これを原則主義的アプローチと

呼んでも構わないのですが、それは、世界の規制

当局の懸念対象となっている「事業行為（conduct 
of business）」リスクを組織が回避するのに役立

つ柔軟性をもたらします。

IAISは最近の論点書で次のように述べています。

「事業行為リスクとは、保険会社および／または

仲介機関が顧客の公平な取り扱いを確保しない

方法で事業を遂行することから発生する、顧客、

保険会社、保険セクターまたは保険市場のリスク

として説明できる」12 

「顧客の公平な取り扱い」という表現は漠然とした

概念のように思われるかもしれませんが、この枠

組みは、マーケット・コンダクトに関する現在の規

制当局の捉え方の中心をなしています。それは、

規制当局が、厳格な規則主義のアプローチから、

原則に基づいて結果が決定されることが期待され

るとともに、結果が解釈されるアプローチへと移行

していることに対応するものです。

指摘しておきたいのは、規制当局はもはや、コンプ

ライアンスの不備について、業界や経済全体には

ほとんど影響しない孤立的な不適切行動とは捉え

ていないことです。金融危機以後、規制の主な焦点

は経済システム全体の保全とシステミック・リスクの

低減に置かれています。システミック・リスクが発生

する可能性がある場合、規制当局は、ほとんど疑

いの余地なく、それを確実に低減するため迅速に

動くでしょう。

この点を踏まえれば、事業行為に関するIAISの論

点書に含まれた1文の重要性を軽視したり無視す

るべきではありません。その文からは、規制当局が

実効性のあるコンプライアンスを重視していること

がうかがわれ、また、コンプライアンスの不備に対

する強力な規制上の対応に使用され得る手段を知

ることができます。その文とは、「また、最近の金融

危機は、問題のある事業行為がシステミック・リスク

を引き起こす可能性のあることも浮き彫りにした」13

というものです。

規制当局がそれほどコンプライアンスを重視してい

るとすれば、先見的な保険会社はその先例に倣う

のがごく当然と言えるでしょう。

  図表4．最高コンプライアンス責任者の役割の進化 
CCOの4つの側面 

コミュニケーター

組 織 全体に 倫理 ・コンプ ライ

アンスカルチャーを醸成する

世話役

倫理・コンプライアンスのプロセ

ス、統制、および技術ツールの

所管を引き受け、それらの説明

責任を特定する

ストラテジスト

組織とその諸部門の事業に倫

理・コンプライアンスのリーダー

シップを発揮する

リスク管理者

倫理・コンプライアンス・リスクの

識別、優先順位付け、および軽

減に向けた組織全体の取り組み

を主導する
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コンプライアンスはパフォーマンスの

原動力となるか：調査結果
図表5に、2016年デロイト保険会社倫理・コンプラ

イアンス調査の結果が示されています。デロイト

およびコンプライアンス・ウィークが実施した年次

コンプライアンス調査によれば、近年、全般に

様々な業種を通じてコンプライアンスへの支出が

緩やかに増加しています14。 

デロイトは、支出は必ずしも投資と同じではないと

いう前提から出発し、コンプライアンス機能への

「支出」と「投資」の間に違いがあるとすればそれ

は何なのか、またそれがコンプライアンス部門と

組織全体の両方にどのような影響を与えるかとい

うことを究明しようとしました。

図表5が示すように、デロイトの調査における回答

から、回答企業の多くがコンプライアンス・倫理プ

ログラムに体系的かつ継続的に投資することを選

択していることがわかりました。これは、臨時の投

資、あるいは特定の出来事に対する反応として

なされた一連の投資ではなく、コンプライアンス・

倫理プログラムの機能や能力を強化しようとする

全社的計画の一部をなすものでした。

デロイトの見解では、その結果としてコンプライ

アンス機能の能力水準や成熟度が定性的に向上

した現象は、「良好」から「卓越」への移行と表すこ

とが最も適切と考えます。

卓越したコンプライアンス・倫理プログラムには一

定の共通の特徴が確認されます。デロイトのニコ

ル・サンフォードとモーリーン・モーレンカンプが調

査報告の中で指摘したように、国際級のコンプラ

イアンス・倫理プログラムの第1の要素は「トップ

の姿勢（tone at the top）」と呼ばれる上級経営者

が示す態度です。

「トップの姿勢は組織の指針となる価値および倫

理的環境を定めます。適切に育成すれば、それ

は企業カルチャー構築の基礎となります。最終的

には、組織全体を一体化する「接着剤」の機能を果

たします」15とモーレンカンプとサンフォードは述べ

ています。

調査参加者は、組織のあらゆるレベルでコンプライ

アンスが最も重要な責任として受け入れられるよう

になる要因として、CEOや上級経営者の積極的か

つ明瞭なリーダーシップと真剣な支援を挙げま

した。

また、卓越したコンプライアンス・プログラムでは、

トップの姿勢が組織全体に伝達され、企業カル

チャーが心に深く刻まれます。重要なのは、組織の

中に最高コンプライアンス責任者および／または

最高倫理責任者が存在することです。それは、コン

プライアンスと倫理が重要であると組織に発信され

るメッセージであり、また、倫理的なコンプライアン

スカルチャーの促進について説明責任を導入する

必要があるためでもあります。

図表5．コンプライアンス投資と企業のパフォーマンスの相関 

近年、コンプライアン

スへの支出が増加し

ている。しかし、肝心

な問題は、この支出

が違いを生み出して

いるかどうかである。

一部の企業は、自社のプ

ログラムを「良好」から「卓

越」に引き上げるために体

系的かつ継続的にコンプ

ライアンスに投資してき

た。これを「コンプライアン

ス支出」と区別して「コンプ

ライアンス投資」と呼ぶ。

「卓越した」コンプライアンス・プログ

ラムの特徴

• 組織に浸透したトップの姿勢

• 心に深く刻まれた企業カルチャー 
• 熟練した最高倫理・コンプライ 

アンス責任者

• リスク意識、リスク評価

• モニタリングおよびテストから予

想外の事態が発生しない

• 優れたレピュテーション

長期的な調査結果によ

れば、最高級のコンプ

ライアンス・プログラム

を維持している企業は、

業績の点で、そうでない

企業より優れている。
コンプライアンスへの 
支出が緩やかに増加 

コンプライアンス「支出」と 
コンプライアンス「投資」の違い 

「卓越した」コンプライアンス・ 
プログラム 

最高級のコンプライアンス・
プログラムは企業業績と 

相関 
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予想外の事態を避けるために継続的にリスク評

価やモニタリング、またテストを実施することも重

要な特性です。これらの特性を組み合わせること

により、コンプライアンス・倫理プログラム対して、

また、組織全体に対して、優れたレピュテーション

につながる傾向がみられます。

調査結果によれば、現実には、保険会社は組織

全体にトップの姿勢を伝達するという点でまだ十

分ではない場合もあります。調査の回答は、高成

熟度のコンプライアンス機能を有する企業と低成

熟度のコンプライアンス機能の企業の間には著し

い格差のあることを示しています（図表6参照）。 

図表6．トップの姿勢 

コンプライアンスおよび倫理に係るトップの姿勢

は、実効性のあるコンプライアンス・倫理プログ

ラムの成熟度指標上における企業の位置と強

い相関がある。自分の会社が倫理的行動や

コンプライアンスに関するトップの姿勢を極めて

効果的に設定していると感じるのは、低成熟度

の企業の回答者では半数なのに対し、高成熟

度の企業の回答者では89％に上る。 

高成熟度のコンプライアンス機能を有する回答

企業のほぼ10社に9社のCCOが、自身の会社

が極めて効果的にトップの姿勢を設定していると

考えているのに対し、低成熟度のコンプライアン

ス機能の企業では、回答したCCOの半分がそう

考えているにすぎません。

モーレンカンプとサンフォードが示唆するように、

トップの姿勢が、「卓越した」コンプライアンス・倫

理プログラムの重要な構成要素であると同時に

指標であるとすれば、このことが、低成熟度の

コンプライアンス機能の企業にとって改善の指針

になります。

企業が、心に深く刻まれた企業カルチャーと倫理

を持つためには、トップの姿勢を組織全体に伝え

図表7．認識の落差 

なければなりません。同じ理由で、調査対象の

CCOのうち、組織内で必要な影響力をCCOに付

与するという点で会社が十分な効果を上げている

と感じているCCOが33％しかいないことは、失望

的と捉えられるかもしれません。また、そうした影

響力は、コンプライアンス機能が、最初、法務プロ

グラムの担っていた、主に監視者としての役割か

ら、ビジネス・アドバイザーという最適の役割へと

変容していく過程の初期段階を示す兆候である

可能性もあります。

図表7は、調査に回答した一部の企業について表

したものです。ここでは、CCOとCCO以外の両方

から回答のあった企業を用いて、コンプライアン

スカルチャーの醸成に責任を負う者と、そのカル

チャーを教示される者との間の認識の落差を比

較しています。

 

この図表には、コンプライアンスカルチャーの有

効性に関するCCOと部門管理者間の落差が示

されています。トップの姿勢については相当の

認識の落差がありますが、圧倒的といえるほど

ではありません。これに対し、実効性のあるコン

プライアンスカルチャーが醸成されているかと

いう点に関しては、CCOと部門管理者間に大き

なギャップがあります。

このギャップには、コンプライアンスカルチャーに

注力するCCOと、より直接的に収入や利益に注

力する部門リーダーの間の差異を部分的に反映

している可能性があります。また、調査に回答し

たCCOの33％しか、組織の決定に対して必要と

なる影響力を付与されていると考えていないこと

からすれば、そうしたギャップには組織改善の必

要性も反映されていると思われます。図表7は、

権限や影響力を伴わない説明責任は有効性に

欠ける場合があることを留意すべきでしょう。

89%

50%

22%

43%

43%

57%

自分の会社は極めて効果的にコンプライアンス

カルチャーを醸成している 

自分の会社はコンプライアンスや倫理的行動について

トップの姿勢を極めて効果的に設定している 

CCO 以外の回答者 

CCO の回答者 

CCO 以外の回答者 

CCO の回答者 

100
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トップの姿勢を組織の末端まで伝達することが重

要である一方、コンプライアンスの問題や懸念、機

会を組織の経営陣まで伝達することも重要です。

最高責任者や取締役会がコンプライアンスに付与

している重要性に代わる指標として、取締役会が

その委員会や小委員会においてどの程度積極的

にコンプライアンスに関する情報を受け取っている

かに着目しました。この点は、今回の調査で明らか

になった最も前向きな結果であると思われます。

図表8が示すように、経営陣向けにコンプライアン

ス問題の定期的報告は、実際、定期的に行われて

います。このことは、時宜に適っており、すぐに利

用可能な情報が円滑に流れていると同時に、その

情報が重要とみなされていることを示しています。

図表8では、回答企業のビジネス・リーダーおよび

CEOの10人中ほぼ9人に少なくとも6カ月に1回、

コンプライアンスの最新情報が提供され、また調査

対象企業すべてで取締役会に指定された委員会

は少なくとも6カ月に1回、そうした最新情報を受け

取ったことが示されています。さらに、20％の企業

の取締役会にもそうした最新情報が受け取られて

います。

今回の調査によれば、回答企業の53％の取締役

会に少なくとも年1回最新情報が提供されました。 

コンプライアンス機能が高成熟度の企業と低成熟

度の企業の間には、取締役会が報告を受ける頻

度に差がみられます。高成熟度の回答企業ではそ

の3分の1が少なくとも年2回、取締役会が最新情

報を受け取っていたのに対し、低成熟度の企業で

はそれがなされている比率はゼロでした。

「将来のコンプライアンス

機能は、組織のビジョン、

目標および戦略と、真の

直接的つながりを持つこ

とになるでしょう」

リチャード・ゴッドフリー

デロイト＆トウシュLLP、プリンシパル 

図表8．主な利害関係者が情報を提供されている頻度 

取 締 役 会 に 指

定された委員会

CEO 

取締役会 

ビジネス・ 
リーダー

少なくとも半年に 1 回、それ

ぞれの利害関係者に最新

情報を提供していると答え

た回答者の比率

20%

93%87%

100%
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また、高成熟度のコンプライアンス機能を有する

企業では、その3分の2が少なくとも年1回取締役

会に報告しているのに対し、低成熟度の企業で

は、それがなされている比率は33％にとどまって

います。

こうした定期的な報告は、コンプライアンスが制

度として確立され、十分な権限を認められたこと

の表れと言えるかもしれません。これは、火がす

でに燃え上がった後でしか、関連する利害関係

者が情報を提供されないという臨時的な仕組み

から進化したことを意味します。

改善が必要と思われる分野の1つはコンプライアン

ス部門に提供されるリソースです。回答したCCO
のうち40％のみが、自分の会社が、職務遂行に

必要なリソースを非常に効果的に提供していると

考えています。この点に関しても、機能が高成熟

度の企業と低成熟度の企業の間に落差があり、

高成熟度のコンプライアンス機能を有する企業

では、全従業員に対するコンプライアンス関連従

業員の比率がはるかに高くなっています。

回答者のうち、自分の会社がコンプライアンスへ

の支出を財務成績や業務成績と相関させることが

できていると考えているのは9％にすぎません。こ

の点に関し、今回の調査結果から有用な情報が

得られました。

図表9から明らかなように、調査結果は、調査対

象期間において生命保険会社と損害保険会社

のいずれについても成熟度と収入および利益そ

れぞれの間に相関関係があることを示してい

ます。

収入に関しては、高成熟度のコンプライアンス機

能を有する損害保険会社は、2011～2015年の

元受計上保険料の成長率が6.5％であり、6.0％

だった低成熟度の機能の損害保険会社より約

10％高い水準でした。高成熟度のコンプライアン

ス機能を有する生命保険会社は、同期間におけ

る保険料収入の平均成長率が8.1％だったのに

対し、低成熟度のコンプライアンス機能の生命保

険会社の平均成長率は2.5％でした。 

同様の差異は、同期間における平均株主資本

利益率（ROE）の比較でも明らかです。高成熟

度のコンプライアンス機能を有する生命保険会

社の平均株主資本利益率は9.6％であり、

8.2％だった低成熟度のコンプライアンス機能の

生命保険会社より約140ベーシスポイント高い

水準でした。高成熟度のコンプライアンス機能を

有する損害保険会社は、同期間における平均

ROEが5.8％だったのに対し、低成熟度のコン

プライアンス機能の損害保険会社の平均ROE
は3.4％でした。 

高成熟度のコンプライアンス機能は財務リターン

の改善と結び付いています。このことは、高成

熟度のコンプライアンス機能は、効果的な全社

的リーダーシップと経営、ならびに事業遂行手

段としての信頼性と誠実性のカルチャーの存在

を示唆していると思われます。

図表9．コンプライアンスがパフォーマンスの原動力になっている 
高成熟度のコンプライアンス・プログラムを有する保険会社は、一定の財務指標において、低成熟度のコンプライアンス・プログラムの保

険会社より優れている。

出所：デロイト2016年保険会社倫理・コンプライアンス調査 

調査結果の分析 － 生命保険会社 
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どのようにして「良好」から

「卓越」に移行するか
倫理・コンプライアンスの差異を生み出す原因は

何でしょうか。コンプライアンス機能はどのように

して「良好」から「卓越」に移行するのでしょうか。

モーレンカンプとサンフォードは、図表10が示す

ように、トップの姿勢、カルチャーおよび価値、最

高倫理・コンプライアンス責任者、テストおよびモ

ニタリング、ならびに強固なリスク評価という5つ

の主要な差別化要因を見いだしました16。 

トップの姿勢とは、スピーチを行ったり、立派な意

思を持つことではありません。組織にとっての倫

理的カルチャーの重要性を反映した、上級経営

者にとっての説明責任と、バランスの取れた成績

指標を組み込まなければならないのです。CEO
が倫理的カルチャーの必要性について頻繁に

語ったとしても、成績指標が収入の拡大以外に

は何も促進しなかったとすれば、その呼びかけ

の土台が損なわれるでしょう。

このことは、卓越したコンプライアンス機能をもた

らす別の差別化要因である、強化なリスク評価

の必要性を示しています。組織は内外で直面す

るリスクを理解しなければなりません。そうした理

解がなければ、新たに出現するリスクに不意を

突かれ、コンプライアンスに不備が発生する可能

性があります。

同様に、適切な統制および機動的なテストは、組

織のコンプライアンス・プログラムの有効性を測

定可能にします。このプログラムの説明責任は

CCOが負わなければなりません。CCOは、トッ

プの姿勢を組織全体に広め、トップからのその

メッセージを、組織のすべての決定に浸透する

コンプライアンスカルチャーに転換する権限とリ

ソースを有しているべきです。

コンプライアンス・倫理プログラムの改善を望む企

業にとっては、高成熟度のコンプライアンス機能を

有する企業が図表11の諸分野で示したパフォー

マンスと、自社のパフォーマンスを比較すること

が、自社の現状を判断することに役立つと思われ

ます。

組織内に誠実性のカルチャーを創造するために

必要不可欠と考えられるツールが数多くありま

す。最低限として、すべての従業員を対象とする

倫理に関する年次研修が、倫理の重要性を従業

員に周知徹底するのに役立ちます。今回の調査

では、高成熟度のコンプライアンス機能を有する

保険会社はすべて年次研修を実施していました。

図表10．「良好な」コンプライアンスから「卓越した」コンプライアンスへ：5つの主要な差別化要因 

トップの姿勢

上級経営者の成績査

定における、説明責

任とバランスの取れ

た成績指標の考慮 

カルチャーおよび価値

誠実性のカルチャーと

価値が、行動の最大

の決定要因のひとつ

となる傾向 

テストおよびモニタリング

適切な統制と機動的なテ

ストの組み合わせ 

最高倫理・ 

コンプライアンス責任者

影響力のある最高倫理・

コンプライアンス責任者

は組織のために競争優

位を作り出すことが可能 

強固なリスク評価

組織が直面するリスク

の深い理解を伴う強固

なリスク意識 
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行動規範に関するコミュニケーションは定期的に、

かつ組織全体に行き渡るように実施すべきです。

図表11に示されるように、高成熟度のコンプライアン

ス機能を有する調査対象の保険会社はすべて、行

動規範に関する最新情報とコミュニケーションを定

期的に提供していました。

「それは機能しているか」。これが、定期的な従業

員調査によって答えを見いだそうとする問題です。

組織の他の側面と同様、コンプライアンスの取り組

みの有効性を最適化するためには、その有効性に

係るフィードバックや測定、評価が必要となります。

また、高成熟度のコンプライアンス機能を有する

企業は、従業員の評価や報酬の問題において倫

理的行動を考慮するなどより重点を置く傾向があ

ります。今回の調査では、それらの企業の44％が

正式にそうしていると述べています。

今回の調査の予備調査の一部として、CCOに対

し、より深度のあるインタビューを行いました。そ

の中で、正式なプロセスは存在しないものの、倫

理的行動はすべての従業員に対する基本的な期

待事項であり、したがって、従業員の評価や報酬

の決定に暗黙のうちに組み込まれている、という

指摘がありました。

倫理的行動の重要性を強調するためにその考慮

を正式プロセスに組み込むことは検討に値すると

考えられます。

図表11．コンプライアンスの成熟度の主要指標 
以下の各分野で、高成熟度の企業は低成熟度の企業より良好

100

80

60

40

20

0

100%

67%

倫理に関する年次研修の義務付け

高成熟度 
低成熟度

100

80

60

40

20

0

100%
87%

行動規範に関する定期的な最新情報および

コミュニケーション

高成熟度

低成熟度

100

80

60

40

20

0

67%

50%

組織の倫理的カルチャーに関する定期的

な従業員調査

高成熟度

低成熟度

100

80

60

40

20

0

44%
33%

倫理問題の考慮などの従業員の評価や報酬の

決定

高成熟度

低成熟度



パフォーマンスの原動力となるコンプライアンス 2016年保険会社倫理・コンプライアンス調査 

15 

将来のコンプライアンス
今日のコンプライアンス機能は、適合性および

有効性を維持するために進化し続けなければな

りません。規制の変化のペースが加速し、コンプ

ライアンス・リスクがこれまで以上に多様化して

いることから、その変化およびリスクの追跡がこ

れまで以上に困難になりつつあります。

コンプライアンスはますます複雑化しており、

コンプライアンス部門が戦略アドバイザーとな

り、組織に価値を付加するためには、管理の改

善および事前対応的・予測的な管理に向けた注

力が必要になります。新たなコンプライアンス機

能は、プロセスの比重が小さくなる一方、技術、

データおよびアナリティクス、従業員のスキル、

ならびにリスク意識など、より高価値の活動の

比重が大きくなる可能性が非常に高いと思われ

ます。

これはビルディング・ブロックのプロセスであり、図

表12に示されています。その基礎は、現時点で 

大半のコンプライアンス組織が共通して備えてい

るものです。多くの組織が、価値ベースのガバ

ナンスおよび特定の指標を特徴とする、近代化

に向かって進んでいます。

コンプライアンス・倫理プログラムにとって次の段

階は価値創出です。価値創出では、先端的なア

ナリティクスを効果的に使用し、データ駆動型

（データドリブン）分析を実行し、データに基づく

決定を下せるように、そのプログラムに含まれる

スキルセットを調整することが必要になります。

焦点は個々のリスクから傾向や企業の懸念事項

へと移行し、最終的にはコンプライアンス部門が

信頼されるビジネス・アドバイザーとなることを目

指します。

新たなツールを使用する将来のコンプライアン

ス・倫理プログラムは、3つのファクターの枠組み

を利用し、組織内に自身を位置付けることが望ま

しいでしょう。

図表12．コンプライアンス部門の将来はどのようなものになるか 

• 従来のツール、およびコンプライアンス要件

の充足に重点的に取り組む、リスク管理に

対する垂直的アプローチ 

基本的

コンプライアンス

基礎 

KPI（重要業績

指標）および

KRI（重要リス

ク指標）

コンプライアンス

の枠組み
リソースの

拡大

近代化 

• 方針や統制の新規導入および改訂を伴う、

価値ベースのガバナンス 

• 特定の定量的指標

• チーム・メンバーがコンプライアンスに精通

していることをビジネス・パートナーおよび

規制当局に証明することが可能 

• 先端的データおよびアナリティクスの能力を

支える雇用／スキルの強化 

• 諸問題に対する一体的な対応、リスクの傾

向などを識別する能力、全社的リスクへの

集中的取り組み 

• データ駆動型（データドリブン）分析、定量

的指標および意思決定 

• 信頼されるビジネス・パートナー

企業および業界

における

プレゼンス

事前対応的な

リスク管理
包括的

アプローチ

予測的分析

価値創造 
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図表13に示されるように、戦略的計画、ビジョンおよび目標、ならびに価値あ

る提案および測定をコンプライアンスの位置付けの基礎とすべきです。事業

の成長を実現するために、コンプライアンスは組織の目標・戦略との整合を図

るようにします。また組織も、組織内のいかなるセグメントも除外しない体制

で、コンプライアンス独自の目標と効果的に整合を図るべきです。

この新たな、より分析的なコンプライアンス機能は、コンプライアンス部門が、

あらゆる場所で見いだされるデータを戦略的に活用することを可能にします。

このことは、情報の利用可能性が飛躍的に高まると思われる「ビッグデータ」

の時代に特に重要となります。

高成熟度のコンプライアンス・倫理プログラムを有する企業ならすでに知って

いるように、パフォーマンスへの継続的な投資が必要です。図表14に詳しく示

されているように、投資には4つの主要分野があります。 

人材は最も重要である反面、最も困難な分野でもあると思われます。将来の

コンプライアンス担当者は、現在の多くの財務担当者と同様、事業部門に組

み込まれる可能性があります。こうした担当者の価値は主に、アナリティクス

やコンプライアンスを理解していることだけでなく、それらの機能を組織全体の

目標追求に統合させる方法に通じていることにもあるでしょう。

同様の機能変革において、コスト問題に対処するだけでなく、組織が直ちに対

応できないと思われるスキルを入手するために、第三者ベンダーが活発に利

用されています。

図表13．将来のコンプライアンス・プログラムのポジショニング 

コンプライアンスの価値ある提案

を効果的に位置付けるための主

要ファクター

• 組織およびコンプライアンスのビジョン、目標

および戦略との直接的つながり／結び付き

• 企業が、透明性を支え、かつ成長を実現する

ために、コンプライアンスを所管し、データ、指

標および分析を使用することを許容

• コンプライアンスが促進されるとともに、実効

性のあるコンプライアンスのために時間／リ

ソースが配分されるような方法での組織内へ

の組み込み

• 指標の枠組みが組織のすべてのレベルに浸

透するようにすることが必要

• 内部および外部両方のデータを戦略的に

活用

コンプライアンスの 

ビジョンおよび目標 
コンプライアンスの 

戦略的計画 

コンプライアンスの 

価値ある提案および測定 
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低価値の活動から脱却するには、手作業のプロセスを自動化して、新たな水

準における規制の追跡やリスク評価、テストへと進むことが必要になる場合が

あります。コンプライアンス部門は、規制当局がマーケット・コンダクトをリアル

タイムに評価するためにビッグデータの使用に動いているので、それに後れを

取らないようにする必要があります。

幸いなことに、コンプライアンス部門および企業にとって、データの保存、管理、

分析および配布のための新たなツールや技術が利用可能です。人材、プロセス

および技術革新を組み合わせることによって、ガバナンスの変革を推進し、組

織の首脳陣にとってますます多くの有用なデータが利用可能になり、リスク評

価が先見的なものとなります。

図表14．どこに投資すべきか 
「卓越した」コンプライアンス・プログラムを達成するために、企業が投資可能なコンプライアンス・プログラム全体の主要分野は

以下の通り。

人材 プロセス 
• アナリティクス関連スタッフの増員と領域限定スタッ

フの減員

• 事業部門に組み入れられたコンプライアンス担当者

との協力関係の強化

• 規模、経費削減およびスキルセット不足の補充を目

的とする第三者ベンダーの利用

• 経営幹部および取締役会レベルで使用するための

データ／KPIおよびダッシュボードの拡充

• 事前対策的なリスク評価（事後対策的ではなく予測

的なもの）

ツール／技術 ガバナンス

• より高度なコンプライアンスおよびリスク・ツール

（GRC）

• データの保管

• 予測分析

• 方針と手続を維持管理する一元管理ポータル

• 従業員がコンプライアンス関連情報を入手するため

の単一の場所（コンプライアンス・ポータル／ダッシュ

ボード）

• 生産性向上のための手作業の自動化

• 新たな規則や規制を追跡および管理するためのプロ

セスの高度化

• データ駆動型（データドリブン）のテスト

• 組織全体で一貫したリスク評価プロセス

• リアルタイムの情報
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なぜコンプライアンスを変革すべきか

結局、なぜコンプライアンス・倫理プログラムを変革

すべきかという問いの答えは、それが良い考えであ

るというだけでなく、ビジネス上必須でもあるからで

す。事業行為とコーポレート・ガバナンスが規制当

局と消費者の主な懸念事項になっており、今後ます

ますそれが顕著になる可能性が高いと思われ

ます。

消費者や規制当局が利用可能な情報の量とスピー

ドが加速し続けています。将来、ソーシャル・メディア

や他の経路を通じて拡大する否定的情報は、保険

会社の評判や株価にとって、現在の新聞の一面記

事よりもはるかに高くつくかもしれません。

デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが実施したレピュ

テーション・リスクに関する国際調査によれば、経営

幹部の87％が、他のどの種類のリスクよりもレピュ

テーション・リスクが重要であると評価しており、

55％が、倫理と誠実性がレピュテーション・リスクの

最大のけん引役であると考えています17。 

競争の熾烈な環境においてコンプライアンスの不備

による影響は今後も重大と見込まれ、レピュテー

ション・リスク事象によって収益やブランド価値が失

われることもあり得ます。同時に言えることは、コン

プライアンス・倫理プログラムに適切なリソースが配

備され、有効に機能していれば、そうした不備の回

避がより容易になる可能性があることです。

したがって、卓越したコンプライアンス機能は保険会

社にとって資産と捉えられるべきであり、その機能

への投資は、収入や利益の増加に関連し、レピュ

テーション・リスクや他のリスクの脅威の低減にもつ

ながります。

「コンプライアンスの役割は、価値観を共有

するアドバイザーへ、最上級経営幹部の事

業遂行方法に有力な意見を発言し、良好な

コンプライアンスと法律の境界線の中で目標

達成方法を事業部門やリーダーに助言する

ように、急速かつ明確に進化しています。」

ジョージ・ハンリー、デロイト＆トウシュ LLP、マネジング・ディレクター 
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