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NAICの 
新しいリーダーが就任
マイアミビーチ－ 毎年、最後に開催される全米保

険監督官協会（NAIC）の会議は常に変化の時に

あります。それは、過去数カ月間なされた仕事が

完了し、会長職のバトンが渡され、次期会長の任

期中の最優先事項が設定される時です。

2016年のNAIC会議はいつもと違うことが最初か

ら予想されていました。上記の通常の変化に加

え、規制当局、業界および消費者グループ、さら

に他の利害関係者は、連邦レベルの変化に備え

る計画から始めなければなりませんでした。8年

間の政権の政策が終わり、優先順位の非常に異

なる一連の政策へと、新たな政権の任期が始ま

ることになっていたからです。

それらのすべてが実際に起きました。予想通り、

任期の終わるNAIC会長のジョン・ハフ・ミズーリ

州保険局長官は会議中に辞任しました。後を引

き継いだのはテッド・ニッケル・ウィスコンシン州保

険局長官です。一部に驚きを引き起こした大統領

選挙の結果からすれば、連邦保険局（Federal 
Insurance Office：FIO）のマイケル・マクレイス局

長は、その職でこの会議に出席するのは最後と

なる可能性が極めて高く、欧州連合との間で進め

る再保険のカバード・アグリーメントの交渉を成功

裏に完了させる時間はほとんど残されていないよ

うです。

しかし、恐らく会議終了時には不確実性が開始時

より大きくなったと言えるでしょう。規制当局は、

多くの業界代表者が、ソルベンシーⅡの規制当

局による差別的取り扱いへの懸念を表明したこと

を耳にしました。カバード・アグリーメント交渉の円

満な妥結に明確な兆候がみられないなかで、会

場のフロアでは貿易戦争の話が交わされました。

この1年、規制当局やNAIC当局者は、恐らく年間

アジェンダの最重要事項であるサイバーセキュリ

ティ・モデル法がマイアミビーチ会議で完了すると

示唆してきました。実際の結果は、「拍子抜け」と

表現されるのが最適でしょう。最終案は2017年に

持ち越され、当面作業が続くことになりました。

1つの事態が終結し、NAICにとって新たな始まり

を告げる出来事がありました。開会式でハフ氏

は、保険規制にとって混乱期の最中にまる1年

トップのいなかった組織の新CEOを任命したので

す。会場の反応からすると、元ペンシルバニア州

規制当局者のマイケル・コンセディーン氏の選任

は予想通りであり、好意的に受け止められていま

した。

深い尊敬を集める元規制当局者のコンセディーン氏

は、2015年1月にペンシルバニア州保険局長官の 

職を辞したとき、NAICの次期会長でした。しかし、

その辞職後、同氏を指名した団体とは別の団体の

理事長に選ばれていました。

この新たな始まりは締めくくりのサプライズと対に

なっていました。ハフ氏はコンセディーン氏の任命

を発表したスピーチの中で自らの辞任も告げ、現

在の職でこの会議に出席するのは最後になると述

べました。ほぼ2016年中、NAIC CEOが空席だっ

たため、ハフ氏は、連邦および世界の当局者に

とって州保険規制を代表する顔として極めて顕著

な存在でした。

ハフ氏の辞任後、数週間にわたり、別の著名な州

保険規制当局者の辞任が続きました。アイオワ州

保険局長官のニック・ガーハート氏も辞職を発表し

ました。これらの辞職のほか、選挙後に通常生じ

る、すでに予期された規制当局者の退任がありま

した。

同僚が立ち去るなかで、ニッケル氏とコンセディーン

氏はこの興味深い年の準備を進めているものと思

われます。連邦の新リーダーの誕生は、権限の強

化と州保険規制当局の課題の減少を意味する可

能性があります。しかし、一部の規制当局が新たな

環境で活動の拡大を追求する一方、別の規制当

局がそうしない場合、規制当局間に課題が生じる

可能性もあります。

NAIC提供 
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PBRの導入作業が進展 
プリンシプル・ベースの準備金積立（principle-
based reserving : PBR）検討（EX）ワーキンググ

ループに提出された報告書によれば、生命保険会

社向けPBRの導入作業が順調に続いています。 

オハイオ州のピート・ウェーバー氏は、NAICのア

クチュアリーへの連絡方法に関する情報など、財

務分析ハンドブックにおけるガイダンスが必要に

応じて改訂されたことを同ワーキンググループに

告げました。

NAICのラリー・ブルーニング氏は、2016年度に

おけるPBRのパイロット・プロジェクトの作業はま

だ完全には終了していないと同グループに告げ

ました。そして、この会議で結果を報告できると予

想していたものの、若干の遅れが生じると述べま

した。

11社が、定期保険または無失効保証付ユニバー

サル生命保険（ULSG）商品のテストを行うパイ

ロット・プロジェクトに参加しました。規制当局は、

各社が提出したデータのレビューのために1時間

の電話会議を開催した後、追加的な質問につい

て、各社の在籍州の規制当局と接触しました。参

加11社すべてについてレビューは終了していま

すが、まだ数回、追加処理のための電話会議が

必要です。

ブルーニング氏は、規制当局は、準備金のうち出

再された部分を適切に捉えるために責任準備金

評価マニュアル（VM-20）の補足を修正する必要

があるかもしれないと指摘しました。そして、参加

者がVM-31の概要で提供している情報は、詳細

度が多様であると述べました。

米国アクチュアリー会（Society of Actuaries : SOA）

のデイル・ホール氏は、7月に調査票を発送した

PBRの調査に関する最新情報を同グループに提供

しました。調査結果はSOAのウェブサイトで閲覧で

きます。この調査では72社の回答があり、そのうち

15社は2017年にVM-20に基づく保険契約を提供し

ます。それらはいずれも伝統的な終身生命保険で

はありませんでした。

ワーキンググループ座長のテキサス州のマイク・

ブーナー氏は、継続的なキャプティブ使用の予想さ

れる水準について質問しました。米国生命保険協会

（American Council of Life insurers：ACLI）の代表

者は、継続的にキャプティブを使用する主な理由は

税務上の不確実性にあると答えました。そして、米

国財務省または内国歳入庁（IRS）が2017年のいず

れかの時点で必要な質問に答えることが予想され

ていると述べました。

NAIC提供 
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大規模災害リスク・チャージの

作業が進行中

2017年報告年度についてリスクベース自己資本

（RBC）の算定に大規模災害リスク・チャージを組

み入れることになります。大規模災害リスク（E）

サブグループは、RBCチャージの組み入れ案を

30日間公開することを議論なしの投票で決定しま

した。

すでに承認された5つの市販モデル以外の大規

模災害の内部モデルに関して比較的多くの議論

がなされました。2つの選択肢が提示され、その1
つは業界代表者、もう1つはNAICのダン・デイブ

ライン氏によるものでした。

その業界代表者は、NAICの選択肢がもともと同

人の組織によって提案されたモデルの拡大版で

あると、カリフォルニア州のドン・ダールクイスト・

サブグループ座長に賛同しました。業界代表者

はさらに、自分は第1の選択肢を作成したが、デ

イブライン氏から提示された選択肢を全面的に支

持すると述べました。

他の問題に関連する経験を挙げながら、デイブラ

イン氏は、NAICスタッフは企業がモデルを検証

し、州がレビューを行うのが望ましいと考えている

と述べました。ダールクイスト氏は、第三者が適

格か否かを規制当局がどのように判断するかと

いう疑問を提示しました。これに対しデイブライン

氏は、評価のための基準を作成するか否かは規

制当局に委ねられていると述べました。

ある規制当局者は、「我々が情報を適切にレ

ビューする能力を有しているかどうか疑わしい」と

述べました。ダールクイスト氏は、これは話し合い

の終わりではなく始まりであり、同ワーキンググ

ループは関連資料を45日間公開する方向に動

いていると指摘しました。

大規模災害リスクを損害保険のRBC計算式に組

み入れる可能性に関する議論は、次回会議の議

題に持ち越されました。

NAIC提供 
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「付託によって取り込まれた」

作業成果物に対する懸念

ガバナンス検討（EX）タスク・フォースの会議で

は、NAICの管理上の適正手続の問題をめぐる

活発な議論が中心を占めました。しかしながら、

その議論がなされる前に、NAICの（A～Gの）各

委員会の電話会議における投票手続の変更の

要求が出されました。

経 済 的 正 義 セ ン タ ー （ Center for Economic 
Justice）の消費者運動家バーニー・バーンボー

ム氏は電話会議の手続について取り上げまし

た。そして、NAICは、電話会議中にモデル法や

規制のような実質的な問題について決議する際

は点呼方式を取るべきであると述べました。

NAICスタッフのケイ・ヌーナン氏はメモにより、

「実質的」の定義は難しいため、点呼式投票を要

求される特定の状況を列挙するほうが良いと提

案しました。

バーンボーム氏は概ねこの提案に賛成したもの

の、点呼式投票を要求される項目リストへ、「付

託 によっ て取り込ま れた 作業成果物（ work 
products incorporated by reference（IBR）」を追

加することも提案しました。NAICスタッフによって

提案された当該手続は採用されました。

「付託によって取り込まれた作業成果物」が、適

正手続に関する議論の中心となりました。関係

者から、重要なNAICの変更はこのプロセスに

よって導入されているが、立法分野に備えるべき

安全防護措置が欠けているとして、懸念が表明さ

れました。NAICスタッフは、タスク・フォースの会

議で議論された一連の要処置事項をメモに記載

し、これに対応しました。

バーンボーム氏は、「付託によって取り込まれた

作業成果物」について費用・便益分析がなされる

べきであるとする提案に反対であると述べまし

た 。 全 米 損 害 保 険 相 互 会 社 協 会 （ National 
Association of Mutual Insurance Companies：

NAMIC）の代表者は反論し、「データ徴求（data 
calls）が引き続き準備される」状況にあって、その

ことは重要であると主張しました。

ある規制当局は、「我々は、費用分析を行うよう

求められたときはいつでもそれに対応してきた」と

述べました。カリフォルニア州保険局長官のデイ

ブ・ジョーンズ氏は、「このこと全体を文脈の中で

捉えることが重要だと思う」と述べました。そして、

米国損害保険協会（Property Casualty Insurers 
Association of America：PCI）の調査を引用し

て、NAIC規則のコストは2013年から2015年まで

の期間における計上収入保険料全体の0.17％

から0.19％であると指摘しました。 

ジョーンズ氏は、その支出額は全体として少額で

あるとしたうえで、「その種の分析が、本当にそれ

に注ぐ 努力に値するかどうか確信が持てな

い。･･･それが必要である根拠はまだ示されてい

ないと思う」と述べました。

ACLIのケイト・キーナン氏は、ACLIは手続文書を

作成し、その手続をNAICのウェブサイトに掲載す

ることを支持すると述べました。

全米保険立法者協議会（National Conference 
of Insurance Legislators：NCOIL）のトム・コンセ

ディーン氏は、「ほとんど敵対しているような印象

を受ける。･･･これは我々の目的ではなかった」と

述 べ ま し た 。 そ し て 、 NAIC は 行 政 手 続 法

（Administrative Procedures Act：APA）に「類似

した同レベルの独立レビュー」を持つべきである

と提案しました。APAは、連邦政府の行政機関

が規則を提案および策定する方法を定めた連邦

法です。

様々な提案に関する動議が賛同を得られず退け

られた後、タスク・フォースは次の2つの変更を採

択しました。

1. 付託によって州法に取り込まれたNAICの

作業成果物を維持管理する責任を負う全て

のグループは、（まだ存在しない場合）手続

文書を作成し、その手続をNAICのウェブサ

イトに掲載する。

2. NAICの全国会議開催中や別途請求があっ

た場合、NAICの作業成果物の最新情報を

州議会議員向けブリーフィングに正式に取

り込む。

ルイジアナ州のジム・ドネロン氏はIBRについて

引き続き懸念を表明し、カリフォルニア州の

ジョーンズ氏は、独立の第三者がNAICの作業成

果物をレビューするという提案に反対しました。
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グループ資本算定方法に関する

調整係数、棚卸資産に議論が集中

グループ資本算定（E）ワーキンググループでは

他のテーマと並んで、（非保険事業体に用いる）

調整係数（scalar）の策定および棚卸資産計算法

（ inventory approach）のレビューに対する考え

得るアプローチが議論されました。

NAICのジュリー・ガーバー氏が、「相対比率」ア

プローチの議論によって口火を切りました。同氏

によれば、このアプローチは「NAICが関係者から

聞いたことに基づいて」います。

このアプローチでは、ある管轄区域における、規

制当局の介入を招く資本の業界全体の合計に対

する、利用可能な資本の業界全体の合計の相対

比率を基礎とすることが考えられます。NAICス

タッフはメモの中で、規制当局の介入レベルの正

確な定義を示すことが重要な決定事項になる」と

指摘しています。

ガーバー氏は、資本要件が異なるため損害保険

会社と生命保険会社では異なる調整係数を用い

るべきであると指摘しました。また、現在の提案

についてフィールドテストを実施し、その結果に基

づいて調整する必要があると述べました。

NAICのルー・フェリス氏は「介入までの距離」ア

プローチについて議論しました。介入までの距離

アプローチは、「介入を回避するバッファとしての

自己資本比率に係る素の強度」を評価するもの

です。

米 国 保 険 協 会 （ American Insurance 
Association：AIA）の代表者は、1つの要求事項

にはグループ全体で1つの監督者ということであ

り、また講じるべき措置には、グループ資本算定

の適切な対象範囲を決定することが含まれると

述べました。多くの業界団体が、メモに関する検討

とコメントのためにさらに多くの時間を求めました。 

ACLIの代表者は、どんなアプローチでもフィール

ドテストの必要があることに賛同しました。米国の

大手保険会社の代表者は、所定の制度が特定

の厳格性のレベルにあるかどうかを含め、様々な

問題があると述べました。その代表者は、介入ま

での距離アプローチは米国RBCが中心になって

おり、特定の経営環境に合わせて調節されてい

るそれぞれの管轄区域の資本の枠組みを適切に

反映していない可能性があると指摘しました。

ある発言者は、他の問題と並んで、透明性の高い

準備金積立および資本要件の必要性の問題があ

ると述べました。メモは45日間公開されました。 

フェリス氏はまた、グループ資本算定のために提

案されたベースライン・テストについても議論して

います。同氏が同ワーキンググループに提出した

メモによれば、「棚卸資産計算法」では「現在

RBCでなされている以上にグループ」を分解する

ことを要求される可能性があります。

そのメモでフェリス氏は、この作業の目的は、「事

業体の棚卸資産のレベルまで掘り下げて現行

RBCの取扱いを適用することにある。その適用

の狙いは、棚卸資産の粒度に応じたデータへの

アクセスが必要となる領域、および／またはグ

ループ・レベルの資本をより適切に算定し、評価

するために、特定の事業体についてRBCの取り

扱いを修正すべき領域を識別し、評価することに

ある」と説明しています。

フェリス氏は、「この主なポイントは、我々がその

算定のためにどのようなデータを必要とするか、

そしてそのデータがあるか、ということである」と

述べたうえで、RBCは十分な情報をもたらさない

ことを改めて指摘しました。

最後に、同ワーキンググループは算定方法の策

定のために想定される日程を検討しました。その

日程は5段階に分かれています。2017年から

2018年にかけてフィールドテストを実施し、2018
年11月から12月にかけて提案の公開、採用、付

託およびモニタリングを行うことを計画しました。
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様式Fのガイダンス・マニュアルの

草案に関する議論

グループソルベンシー問題（E）ワーキンググルー

プでは、様式Fのガイダンス・マニュアルの公開草

案に関するコメントの議論が中心的なトピックにな

りました。

多数のコメントが郵便で寄せられ、その中で、カリ

フォルニア州とニューヨーク州が会議で発言しま

した。ニューヨーク州のコメントは統合的リスク管

理（ERM）の枠組みに集中していたように思われ

ます。そして、報告企業に対してその報告書の中

でERMの枠組みについて説明することを奨励す

るよう、同ワーキンググループに求めました。

ニューヨーク州はまた、すべての保険会社がリス

クおよびソルベンシーの自己評価（ORSA）レ

ポートを提出するわけではないことを指摘すると

ともに、最高リスク管理責任者またはERMの枠

組みの監督責任者の経営幹部がその書式に署

名して証明することを奨励するよう、同ワーキン

ググループに要求しました。さらに、写しが取締

役会またはそれと同等機関に提出されるように

することも求めました。

コネチカット州のキャシー・ベルフィ氏は、それは

様式Fの目的を超えることになる可能性がある

と発言しました。同ワーキンググループ座長の

ネブラスカ州のクリスティー・ネイバーズ氏は、

それが様式FとORSAの違いであり、NAICは境

界線を曖昧にすることを避けるべきであると述

べました。

AIAの代表者は、ORSAと類似した情報を求め

ることによって相互の境界が紛れないように

することが重要であることに同意しました。そし

て、ORSAからの除外が設けられている理由が

存在すると指摘しました。

ACLIの代表者は、「ガイダンス・マニュアル」とい

う用語は要求事項のニュアンスがあるため、関係

者は総じてこの用語に反対していると述べたうえ

で、代わりに「メモ」という用語を使用することを提

案しました。ネイバーズ氏は、名称はいつでも変

えられると答えました。ある規制当局者は「実施

ガイド」と改称することを提案しました。

NAIC提供 
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ICS、ソルベンシーⅡが 
依然として大きな問題

ソルベンシーⅡ適用管轄区域における米国再保

険会社の取り扱いについての懸念、および保険

資本基準（insurance capital standards：ICS）の

策定への次のステップなどが、国際保険関連

（G）委員会の議論のトピックとなりました。 

モンタナ州保険局長官のモニカ・リンディーン氏

が、ベルギーがソルベンシーⅡの結果として米

国企業に対する新たな要求事項を導入しつつあ

ることに触れ、米国再保険協会（Reinsurance 
Association of America：RAA）のトレイシー・

ローズ氏がこれを確認しました。それ以外のソル

ベンシーⅡ適用管轄区域も、一部の米国企業が

差別的かつ競争制限的とみなす要求事項を導

入しつつあります。

米国の再保険会社は2017年1月1日以降、ベル

ギーで担保を差し入れなければならないが、ま

だ詳細（金額、方法など）は示されていない、と

同委員会に報告されました。FIOと米国通商代表

部（USTR）が、問題を解決できる可能性のある

EUとのカバード・アグリーメントについてEUと交

渉を続けている間も、米国の規制当局は可能な

対応を検討しています。

IAISのパオロ・カドーニ氏、ジョン・マロニー氏お

よびピーター・ウィンザー氏は、ICSに関するIAIS
の作業の現状について同委員会に最新情報を

提供しました。ウィンザー氏は、IAISがインプット

を受け取り、ICSバージョン1.0についてどんな選

択肢を考慮すべきか捻出していると述べました。

検討中の項目には、市場調整評価（market 
adjusted value : MAV ） ま た は GAAP 調 整

（GAAP with adjustments）の評価基準が含まれ

ています。

検討中の他の問題としては、何がTier1資本に相

当し、何がTier2とされるのかといった資本リソース

に関する懸念事項が含まれています。信用リスク、

市場リスク、現在推計を超えるマージン、税務上 

の問題、およびリスク軽減などもすべて検討され

ています。

「多くのことが進行しているため、計画的に意思決

定を下すことがまさに必要になっている」とウィン

ザー氏は告げました。さらに続けて、だからこそ、

カリフォルニア州ラホヤで開催予定の1月の会議

を控えて、現在、評価と資本リソースについて焦

点になっていると述べました。また同氏によれ

ば、IAISはICS1.0に関する利害関係者のコメント

を求めています。

ウィンザー氏は、4月末までに実質的な問題はほ

とんど処理が終わっているはずであり、6月の会

議でICS1.0を承認する準備が整うだろうと述べま

した。ニュージャージー州の規制当局者、ピー

ター・ハート氏は、その会議の開催日の変更につ

いて議論があったかと尋ねましたが、議論はな

かったとのことです。

NAIC提供 
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テロリスク保険に関して最初に

労働災害補償のデータを分析

テロリスク保険導入（C）ワーキンググループは、

労働災害補償に係る受領データの結果について

議論しましたが、現在、テロリスク保険に係る残り

のデータ徴求について計画を立てています。

同グループは、全米補償保険協議会（National 
Council on Compensation Insurance：NCCI）を

構成する47の管轄区域とカリフォルニア州から 
データを受け取りました。データの範囲は2011年

から2013年までの期間です。 

調査した保険契約のうち約17％には明示的なテロ

リスク保険料が課されていませんでした。状況は

地域によって異なっていました。最も高かったのは

ニューヨーク州で、99.66％の保険契約が保険料

を課されていました。これに対し、アイダホ州では

24.69％が課されていませんでした。保険契約に

明示的なテロリスク保険料が課される比率が最も

高かったのは北東部で、最も低かったのは西部地

域でした。

2011年におけるテロリスク保険料は平均で約

1.4.％を占め、2013年には1.3％に低下しました。

保険料の比率が最も高かったのはワシントンDC
で約11％、ニューヨーク州およびマサチューセッツ

州はそれぞれ2.54％および2.89％でした。最も低

かったのはオクラホマ州の0.49％でした。 

州規制当局によるテロリスク保険に関するデータ

徴求は当初約1,600社に対してなされましたが、

約800社からファイルを受け取ることになっていま

す。回答のなかった企業は300社を超えました。同

ワーキンググループは追加依頼を行う予定です。

同グループは現在のデータについて作業を続けて

おり、春季会議までには暫定的な分析結果を提供

したいと考えています。
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適格管轄区域のステータスが

レビューの対象に

再保険（E）ワーキンググループの会議では、EU
加盟国によるソルベンシーⅡの導入と、一部加

盟国の適格管轄区域のステータスに対する影

響が議論の主なトピックとなりました。ごく最近、

ベルギーは米国の保険会社に対する新たな要

求事項を導入し、他のEU加盟国の中には米国

の利害関係者が懸念する措置を講じた国もあり

ました。

RAAの代表者は、現在の不確実性とその時点

で多くの再保険契約が間もなく更新時期を迎え

る状況だったことを踏まえ、懸念事項の1つはタ

イミングであると述べました。PCIの代表者は、

懸念を緩和する可能性のあるEUとのカバード・ 

アグリーメントに関する協議が正念場にさしかかっ

たとマイケル・マクレイスFIO局長が述べたことに

触れて、「貿易戦争の可能性」を持ち出しました。

EU加盟国によるソルベンシーⅡの導入ならびに

フランス、ドイツ、アイルランドおよび英国の適格

管轄区域のステータスに対するその影響に関す

る適格管轄区域（E）ワーキンググループの報告

書は、30日間公開され、コメントが募集されます。 

NAICスタッフは、明確化と公開期間中の変更の

可能性を求めてEUに働きかけることを指示され

ました。同ワーキンググループは、EU加盟国の4
箇所の適格管轄区域について講じるべき措置の

勧告を行うことを求められました。

NAICは問題のEU諸国に懸念を伝える予定です。

ミズーリ州のジョン・ハフ氏も、適格管轄区域のス

テータスの遡及的な適用可能性について見直しを

求めました。

また、同ワーキンググループは各州による再保険

控除モデル法（第785号）と再保険控除モデル規

則（第786号）の採択状況に関する最新情報につ

いて報告を受けました。35州がモデル法を採択

し、27州がモデル規則を採択していました。 

NAIC提供 
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短信
サイバーセキュリティ・モデルの新バージョンは

準備に至らず

ロードアイランド州のエリザベス・ドワイヤー保険

局長官は、未解決の問題が解決されるまで保険

データ・セキュリティ・モデル法草案の作業が続く

とサイバーセキュリティ（EX）ワーキンググループ

に告げました。この作業は、同ワーキンググルー

プが募ったボランティア・グループによって遂行さ

れています。モデル法の3度目となる新バージョン

は今回の会議に提出されることが期待されてい

ました。

ドワイヤー氏は、同グループが次の6つの主要問

題に集中的に取り組んでいると述べました。

A. 州の統一性および排他性 

B. HIPAA（医療保険の相互運用性と説明責任

についての法律）などの連邦規定の適用対

象となる事業体についての適用除外

C. 損害誘因（harm trigger）の使用 

D. 個人情報の定義 

E. 拡張可能性および中小企業への影響 

F. 第三者サービス・プロバイダーの監督 

金融安定性に対する懸念は過剰？

ジュネーブ協会（Geneva Association）のアン

ナ・マリア・デュルステル氏は、同協会の調査に

よれば、保険セクターの投資に対するストレスに

よる金融安定性への影響は比較的軽微であると

金融安定（EX）ワーキンググループに告げまし

た。その報告書では3つのシナリオが検討されま

した。第1は、債券の10％の売却が必要となるも

の、第2は、すべての株式資産の売却が必要と

なるもの、第3は、資産の5％の売却が必要とな

るような解約の圧力が加わるもので、いずれの

売却も21営業日内に実行されます。同協会は、

金融安定性に一定の影響はあるものの重大とは

言えないことを見いだし、保険グループのプロシ

クリカルな行動がシステミック・リスクを引き起こす

という主張に異論を唱えました。この調査では

OECDのデータを使用しましたが、様々な不確性

を考慮してアジア市場は除外しました。この調査

の結論は次の通りです。

A. 保険会社のビジネス・モデルは、システミッ

クな歪みをもたらす可能性が高いプロシクリ

カルな投資行動を引き起こさない。

B. 政策決定者は、金融市場の危機の緩衝材

となる保険セクターの能力を弱めるような

インセンティブを生み出さないようにすべき

である。

C. 市場調整評価に基づく健全性規制制度の影

響についてはさらに調査する必要がある。

D. 政策決定者は、規制による予期しない結果

の可能性について熟慮すべきである。

PBRの導入準備完了 
プリンシプル・ベースの準備金積立の導入（EX）

タスク・フォースのジュリー・ミックス・マクピーク・

テネシー州保険局長官は、同タスク・フォースに

とって、これがPBR導入前の最後の会議になる

と述べました。同タスク・フォースは、米国アク

チュアリー会、米国アクチュアリー学会の研修が

利用可能になったと告げられました。また、規制当

局についてはNAICから同様の周知がありました。 

ビッグデータのビッグプラン

ビッグデータ（D）ワーキンググループはビッグ

データ（D）タスク・フォースへと模様替えして、規

制当局が直面する最も困難な問題の1つに取り

組みます。作業計画が公表され、コメントが募集

されます。採用された同グループの使命および

2017年の任務は次の通りです。 

ビッグデータ（D）タスク・フォースの使命は、どん

なデータが収集されるか、どんな方法でそれが

収集されるか、ならびに保険会社や第三者が

マーケティング、料率決定、保険引受および保険

金支払との関連でそれをどのように利用する

かについて、規制当局が明瞭に理解するのを支

援する情報を収集することです。そこには、消費

者に生じる懸念と便益の評価、ならびにデータが

確実に州の保険関連法規に準拠して使用される

ようにする能力の評価が含まれます。同タスク・

フォースはまた、規制当局が規制の効率性と有効

性を改善するためにデータを利用する機会も探求

します。同タスク・フォースは、必要に応じてNAIC
の他の委員会やタスク・フォースと協力し合いま

す。

A. 保険会社による消費者のデータや非保険

データの使用を監督する現行の規制の枠組

みを検討する。適切な場合、マーケティング、

料率決定、保険引受および保険金支払、

データ・ベンダーおよびブローカーの規制、

規制当局への報告要件ならびに消費者への

開示の要件に関するモデル法／規則の改正

を勧告する。

B. 各州が、保険引受、料率決定および保険金

支払のために保険会社が使用する複雑なモ

デルに係るレビューに関連し、技術的分析や

データ収集を実行する能力を促進するため

に、リソースを提供する仕組みや各州がリ

ソースを共有できるようにする仕組みを提案

する。そうした仕組みは、州の規制権限を尊

重するものとし、いかなる形でもそれを制限

してはならない。

C. 規制当局が市場を適切に監視し、保険引受、

料率決定、保険金支払およびマーケティング

の実務を評価するために必要なデータおよ

びツールを評価する。この評価には、現在利

用可能なデータおよびツールに係る理解の

深化、ならびに必要な場合、追加的なデータ

およびツールについての勧告が含まれてい

なければならない。この評価に基づいて、必

要なデータを収集、保存および分析する手段

を提案する。

今後の予定

• 3月3～5日：NCOIL春季会議、ルイジアナ州ニューオーリンズ

• 4月8～11日：NAIC春季全国会議、コロラド州デンバー

• 2017年6月：IAIS委員会会議、グローバル・セミナーおよび利害関係者との対話、英国、ロンドン
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医療保険分野の最新動向

医療費の上昇：その原因は何か、および州のプロ

グラムや保険規制当局の役割は何か。この複雑

なトピックが医療保険・マネジドケア（B）委員会の

12月の会議の焦点でした。同委員会は、医療費

や保険料が上昇し、全米の消費者に影響を与え

ている状況をもたらした要因を引き続き検討しま

した。

同 委 員 会 は 、 調 合 薬 業 界 や 薬 剤 給 付 管 理

（pharmaceutical benefit management）業界、

医療保険会社の代表者および消費者代表から意

見を聞きました。それぞれの代表者は、長期にわ

たり発展してきた医薬品業界の複雑な仕組みに

ついて意見や知識を提供しました。パネル・ディス

カッションと規制当局からの質問がきっかけで、

その原因および提案された解決策に関して論争

が生じました。その中には、医薬品価格の透明

性はコストの問題に対処する手段になるかもし

れないという議論もありました。問題が存在する

という事実は合意されましたが、根本原因や提案

された解決策の明確化についてはまだ答えが出

ていません。

規制フレームワーク（B）モデル第22号サブグ 
ループは、医療保険会社処方薬給付管理モデ

ル法（Health Carrier Prescription Drug Benefit 
Management Model Act）（第22号）に関して受

け取ったコメントを引き続き検討し、そのモデル

の修正案の当初草案にどんな変更を盛り込むか

に関する暫定的決定を下しました。同サブグ

ループの検討の中心となったのは、「モデル監査

の対象範囲」のほか、第5条「処方薬フォーミュラ

リーの策定と維持およびその他の薬剤給付管理

手続についての要件」、第6条「処方者、薬局、

被保険者および将来の被保険者への情報」で

す。コメントについて議論がなされ、薬剤給付の

複雑性、および消費者を教育し、消費者が最も

単純な形で意思決定を下すためのデータを提供す

ることの困難性が極めて明瞭になりました。消費

者擁護団体は、消費者がウェブサイト上の「ワンク

リック」で薬剤給付保険と費用を評価できることを

望んでいますが、フォーミュラリーと給付の相互

関係がそれを困難にする可能性があります。

2017年に医療保険・マネジドケア（B）委員会は、

引き続き経費削減と医療の質の間のバランスに

集中的に取り組みますが、トランプ政権への移行

や2017年度予算決議に関連する不確定要素が

絡んでいます。ヘルスケア業界のすべての人の

注目がこの点に集まっています。

この最新動向はリン・フリードリックスが作成しまし

た。作成者の連絡先はlfriedrichs@deloitte.com
です。 

NAIC提供 
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会計に関する最新動向

本セクションのNAICの最新動向では、監督会

計原則（E）ワーキンググループ、会計実務・手

続（E）タスク・フォースおよび財務状態（E）委

員会が、2016年秋季会議と臨時電話会議で 

議論、採択および公開した会計や報告に関する

変更を取り上げます。それらの会議で最終決定さ

れた実質的な変更は、以下に記載したような 

明確な発効日が定められています。会議で最終

決定された非実質的な変更は、特に断りがない

限りすべて採択と同時に発効します。

監督会計原則ワーキンググループ

中間段階の動向：監督会計原則ワーキンググループ（SAPWG）は2016年11月3日の臨時電話会議で、以下の非実質的な改訂を最終的に採択しました。 

参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-24 SSAP （Statements of 
Standard Accounting 
Policy）第2号 － 
現金、為替手形および短

期投資、

SSAP第26号－ 
債権、ならびに

SSAP第43R号 －  
ローン担保証券および

仕組み証券

損保

生保

医療

改訂により、債券の種類、債券の満期分布および債券の売

却収入に関する年次監査済み開示の要件の適用範囲を明

確化する。SSAP第26号に含まれる開示要件が、NAIC年

次報告書の別表Dの債券として計上されるすべての債券に

ついても要求されることを周知する。

なし あり 2016年 

2015-46 SSAP第3号 －  
会計上の変更および誤

謬の訂正

損保

生保

医療

改訂により、会計上の誤謬の認識に関するSSAP第3号の

ガイダンスを明確化する。変更に伴い、本籍州の規制当局

が別途指示する場合を除き、重大な会計上の誤謬につい

ては再提出を要求されるようになる。NAICスタッフが重大

性の許容レベルを適用することに注意すべきである。許容

レベルは、年次報告書の訂正については0.5％の差異、リ

スクベース資本に関連する数値の訂正については公認さ

れた規制レベルの0.5％である。誤謬の差異が0.5％未満

の場合、または他の理由で重大でない（例えば、数値以外）

とみなされる場合、NAICスタッフは企業と接触しない。 

あり あり 2016年 

2016-30 SSAP第3号 －  
会計上の変更および誤

謬の訂正

SSAP第68号 －  
企業結合およびのれん

SSAP第86号 － 
デリバティブ

損保

生保

医療

改訂により、非公開会社に係る会計の代替措置に関連す

る米国GAAPのガイダンスを排除する。米国監督会計原則

は公開会社と非公開会社の区分を行っていない。

なし なし 2016年 
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参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2015-15 SSAP第16R号 － 
電子データ処理設備お

よびソフトウェア

損保

生保

医療

改訂により、社内使用のコンピュータ・ソフトウェアのライ

センスを取得する報告事業体はSSAP第22号「リース」に従

う必要のあることを明確化する。

あり なし 2016年 

2016-25 SSAP第23号 －
外貨取引および換算

損保

生保

医療

改訂により、カナダの保険業務に係る通貨換算を明確化す

る。これまでのガイダンス改訂は、カナダの保険業務の純

資産に対する、任意の「1行の勘定科目での調整」（one-
line adjustment）に関連していた。また、3つの制限基準す

べてが充足されなければならないことも明確化する。

なし なし 2016年 

2016-27 SSAP第56号 － 
特別勘定

損保

生保

医療

改訂により、変額年金問題（E）ワーキンググループの勧告

に従い、特別勘定商品の最大保証総額の開示を削除

する。

なし あり 2016年 

2016-28 SSAP第61R号 － 
生命、預託型および傷

害疾病再保険

損保

生保

医療

改訂により、変額年金問題（E）ワーキンググループの勧告

に従い、変額年金のキャプティブの開示を最新化し、発効

日を2016年以降に変更する（従来あった廃止の文言を削

除する）。

なし あり 2016年 

2016-29 

2016-32 

2016-30 

SSAP第86号 － 
デリバティブ

損保

生保

医療

改訂により、デリバティブ商品の取引相手に変更があった

としても、そのデリバティブ商品が自動的に終了するわけで

はないことを明確化する修正を加えたうえで、ASU 2016-
05「既存のヘッジ会計関係に対するデリバティブ契約の更

改の影響」を採用する。

他の改訂により、監督会計原則によって排除される、組込

デリバティブの区分処理（bifurcation）に関連する米国

GAAPのガイダンスを排除する。 

あり なし 2016年 

2016-21 

2016-22 

SSAP第97号 －  
子会社、被支配会社お

よび関連会社への投資

損保

生保

医療

改訂により、市場評価法の下で認められる特定取引所へ

の付託を最新化する。

他の変更により、SCA（子会社、被支配会社および関連会

社）の裏付文書は英語で提供すべきことを明確化する。

なし なし 2016年 

2016-17 付録A-010 －  
個人およびグループ医

療保険契約についての

最低準備金基準

損保

生保

医療

改訂により、2013年個人所得補償保険評価表を組み込

む。発効日は2020年1月1日、2017年1月1日以降の早期

適用が認められる。

あり なし 2017年 

2016-31 

2016-33 

付録D －  
非適用のGAAP基準書 

損保

生保

医療

以下の米国GAAP基準書を監督会計に適用せず排除する

ことを提案した。

• ASU 2016-04 － 特定のプリペイド・ストアード・バリュー

商品の非行使部分の認識

• ASU 2016-11 － SECガイダンスの廃止

なし なし 該当なし
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現在の動向：SAPWGは2016年秋季会議で以下の実質的な修正を最終的に採択しました。 

参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-18 

2016-35 

SSAP第2R号 －  
現金、現金同等物、為替

手形および短期投資

イシューペーパー第155号 
－ 現金同等物としてのマ

ネー・ マーケット・ミ ュー

チュアル・ファンドの分類

損保

生保

医療

改訂により、マネー・マーケット・ミューチュアル・ファンドを

短期投資から現金同等物に再分類する。

また改訂により、マネー・マーケット・ミューチュアル・ファンド

を公正価値（実務的簡便法として純資産価値）で計上する

ことを義務付ける。

SSAP第7号「資産評価準備金および金利変動準備金」に

基づいて会計処理される未実現損益（資産評価準備金

（AVR）を維持することを義務付けられる保険会社の場合。

または剰余金に対する直接的な貸方または借方として計

上（AVRの維持を義務付けられない保険会社の場合）） 

あり なし

2016-38 SSAP第35R号 － 
保証基金およびその他の

賦課金

損保

生保

医療

改訂により、保証基金（guaranty fund）の未収負債賦課金

から認識される資産を算定する際、予想される短期契約更

新を考慮に入れることが許容される。この項目は、医療保

険会社が短期保険契約を引き受けた際、長期的な医療保

険の支払不能に係る賦課金を課せられる場合に、医療保

険会社に影響を与える。

• 現在は、長期契約に対する遡及的な保険料への賦課金

について、未収負債賦課金から回収可能な金額が発生

する可能性が高い場合に、資産が認識される。

• 本ガイダンスは米国GAAPから採用され、現行規定では

短期契約の更新の考慮を排除している。

• ガイダンスが採用されたことに伴い、長期契約（例えば、

長期医療保険）に基づいて保証基金の未収負債賦課金

から認識される資産（保険料に係る税額控除）を算定す

る際、予想される短期契約の更新を考慮に入れることが

許容されるようになった。

• 公開期間中に受け取ったコメントに基づいて、規制当局

は、保証基金の準備金積立の割引を別個に考慮する。

あり なし

2015-47 

2018-34 

SSAP第54R号 －  
個人およびグループ傷害

疾病保険契約

イシューペーパー第154号 
－ プリンシプル・ベースの

準備金積立の導入

損保

生保

医療

次のようなプリンシプル・ベースの準備金積立に関連する

実質的改訂を採択した。

• 医療保険の準備金積立要件についての責任準備金評

価マニュアルへの参照を追加する。医療保険に対する

PBR導入の最初の段階では、医療保険の準備金積立に

変化はない。

• アクチュアリアル・ガイドラインに反映された企業自身の

経験の使用を可能にするために、評価基準ガイダンスの

変更を最新化する。

あり なし 2017年 
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現在の動向：SAPWGは2016年秋季会議で以下の非実質的な修正を最終的に採択しました。 

参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-25 

2016-26 

SSAP第23号 －  
外貨取引および換算

損保

生保

医療

報告親会社がどの時点で外国企業への投資における外貨

換算変動額を実現すべきかに関するガイダンスを組み込む

ために、ASU 2013-05「外国企業内の特定の子会社もしく

は資産グループ、または外国企業に対する投資の認識の

中止時における累積外貨換算調整額についての親会社の

会計」における米国GAAPのガイダンスを採用する。 

あり なし 2016年 

2016-23 

2011-44 

SSAP第84号 －  
医療および政府保証プ

ランの債権

損保

生保

医療

改訂により、政府プランの例外事項に該当し、期限経過後

90日までの回収が容認されるためには、債権の出所が政

府でなければならないことを明確化する。

ワーキンググループは、政府以外の債権の回収容認を90
日から120日に延長する必要はないとする関係者からのコ

メントについて議論し、それに同意した。ワーキンググルー

プはまた、特定の実績ネットワーク・リベート・プログラムに

ついての適用ガイダンスを求めるコメントも受け取った

（SSAP第84号パラグラフ10の適用範囲内にある医薬品リ

ベート債権として捉えるべきか、またはパラグラフ20の適用

範囲内にある危険分担債権として捉えるべきかを明確化す

るため）。ワーキンググループは、本籍州が、この実際の契

約の実質に関する最終決定機関となるべきであることに同

意した。

さらに、メディケア・パートDのギャップ・ディスカウントに基

づく医薬品リベートに関連する2011年の項目については、

規制当局および業界が共に現行ガイダンスに合意したこと

から、ワーキンググループはこれを廃止した。

あり なし 未定

2015-51 SSAP第86号 － 
デリバティブ

損保

生保

医療

改訂により、名目（額面保険金額）の定義を組み込む。 なし なし 2017年 

2016-21 

2016-22 

SSAP第97号 －  
子会社、被支配会社お

よび関連会社

損保

生保

医療

改訂により、非認容、価額ゼロまたは重要でない子会社、

被支配会社の提出要件の例外規定を定める。当初の提出

要件を明確化した。

あり なし 2016年 

2016-16 SSAP第103号 － 
金融資産の譲渡および

サービシングならびに負

債の消滅

損保

生保

医療

改訂により、拘束資産サブグループからの付託に応じ、開

示テンプレートによりレポ取引およびリバース・レポ取引の

開示要件を強化する。発効日は2017年12月31日。 

なし あり 2017年 

2016-36 A-200 － 
グループ契約に基づく最

低給付保証の資金を調

達する特別勘定に関す

るモデル規則

生保

医療

改訂により、保証契約の負債の最低価額の算定に適用さ

れる割引率を決定する際に使用されるモデル第200号およ

びモデル第695号「合成保証投資契約モデル規則」におい

て一貫したガイダンスを提供する。また混合スポット・レート

を定義する。

あり なし 2017年 
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SAPWGは、関係者から文書によるコメントを募集するため以下の項目を公開しました（期限は2017年2月10日）。 

参照番号 タイトル セクター 公開された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-41 SSAP第26号 － 
債券

損保

生保

医療

実質的  －  損益を資産評価準備金（ asset valuation 
reserve:AVR）と金利変動準備金（interest maintenance 
reserve:IMR）に配分する現行実務に関する情報のほか、

一時的でない減損（other-than-temporary impairment：
OTTI）が最初に識別されたのと同じ報告期間に有価証券

が売却された場合のOTTIの認識に関する情報の提供を、

規制当局および業界に要請した。

未定 未定 未定

2016-40 SSAP第43R号 －  
ローン担保証券および仕

組み証券

損保

生保

医療

実質的 － 証券評価（E）タスク・フォースから付託を受け、

改訂案を公開し、金融モデル作成の対象となる有価証券に

対する潜在的影響に関するコメントを求めるNAIC仕組み証

券グループへの照会を指示した。SSAP第43R号の改訂案

の要約は以下の通り。

1. SSAP第43R号の適用範囲内にある投資についての定

義を改訂した。提案されている定義の下では、債務者

が1人の有価証券はSSAP第43R号の適用範囲内から

除外され、それに代えてSSAP第26号の適用範囲内で

捉えられる。

2. SSAP第43R号のタイトルを変更するとともに、SSAP全

体を通じて「ローン担保証券および仕組み証券」から「ス

トラクチャード・ファイナンス証券」へと広範な変更を

実施。

3. 認容資産の要件を明確化する改訂。

4. 「発効」日のガイダンスを最新化し、2009年のSSAP第

43R号の実質的改訂の採用からの移行に関する明示

的ガイダンスを廃止する改訂

5. 一問一答式導入ガイドを最新化し、旧式化したガイダン

スを廃止する改訂

未定 未定 未定

2016-39 SSAP第37号 － 
不動産ローン

損保

生保

医療

非実質的 － 「不動産ローン契約への参加者」として不動産

ローンを提供する報告事業体は、SSAP第37号の適用範

囲内で不動産ローンを考慮しなければならないことを明確

化する改訂を提案する。

あり なし 未定

2016-47 SSAP第30号 － 
普通株式への投資

SSAP第48号 －  
ジョイント・ベンチャー、

パートナーシップおよび

有限責任会社

SSAP第97号 －  
子会社、被支配会社お

よび関連会社への投資

損保

生保

医療

非実質的 － 修正を加えたうえで、ASU 2016-07「持分法

会計への移行の簡素化」における米国GAAPのガイダンス

を採用する改訂を提案するとともに、どんな場合に投資が

持分法に適合するか（またはもはや適合しなくなるか）に関

するガイダンスを提供する。

あり なし 未定
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SAPWGは、関係者から文書によるコメントを募集するため以下の項目を公開しました（期限は2017年2月10日）。 

参照番号 タイトル セクター 公開された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-46 SSAP第69号 － 
キャッシュフロー計算書

損保

生保

医療

非実質的 － 監督会計原則（SAP）に基づく報告の一貫性

を改善するとともに、キャッシュフローの分類に関するSAP
と米国GAAPの差異を最小化するために、ASU 2016-15
「特定の現金収入および現金支出の分類」を採用する改訂

を提案する。

あり なし 未定

2016-45 SSAP第101号 －  
所得税 

損保

生保

医療

非実質的 － 修正を加えたうえで、ASU 2016-16「棚卸資

産以外の資産の企業内の移転」における米国GAAPのガ

イダンスを採用し、棚卸資産以外の資産の企業内の移転

が発生したときに、その移転による所得税効果を認識する

ことを報告事業体に要求する改訂を提案する。

あり なし 未定

2016-43 INT 01-25 － 
米国財務省インフレ連動

証券の会計

損保

生保

医療

非実質的 － 外国インフレ連動証券への投資にINT 01-25
におけるガイダンスを適用することを制限し、当該証券が、

インフレ要因による未実現損益を認識することなく、適用さ

れるSSAP（例えば、SSAP第26号）に準拠することを要求

する改訂を提案する。この公開では、保険報告事業体が保

有する外国インフレ連動証券の数量、および当該証券につ

いて特定の監督会計ガイダンスを策定すべきかどうかに関

するインプットを求める。

あり なし 未定

2016-44 付録A-791 －  
生命および医療再保険

契約

生保

医療

非実質的 － この改訂案により、再保険契約が完全なる合

意を構成すべきこと、および修正が効力を有するには当事

者全員の署名が必要であることを指摘するために、「生命

および医療再保険契約モデル規則」（第791号）から追加的

文言を組み込む。

あり なし 未定

2016-42 付録C －  
アクチュアリアル・ガイド

ライン

損保

生保

医療

非実質的 － この改訂案により、アクチュアリアル・ガイドラ

インの一貫した適用を促進するために、「会計実務・手続マ

ニュアル」の付録Cの序文ぺージを最新化する。 

なし なし 未定

2010-08 付録F － 
方針文書

損保

生保

医療

非実質的 － この改訂案により、責任準備金評価マニュア

ルの方針文書と整合する、責任準備金評価マニュアルとの

調整に関する新たな方針文書を追加する。

なし なし 未定
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SAPWGは、以下の項目に関して最新情報を提供し、NAICスタッフに指示を与えました。 

参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-48 SSAP第86号 － 
デリバティブ

損保

生保

医療

非実質的 － この草案により、繰延保険料または保険料融

資を伴うデリバティブ契約の会計および報告に関するスタッ

フの勧告を反映するための変更を行う。この改訂により、繰

延保険料または保険料融資を伴うデリバティブ契約の取得

費用についての負債の認識のほか、それらの保険料につ

いての開示および具体的な報告を明確化する。

あり なし 未定

2015-27 投資別表 損保

生保

医療

非実質的 － 過去の議論および公開を詳細に記載した、会

計実務・手続（E）タスク・フォースへの付託事項を作成して

送付する。この付託事項には、別表Dの投資のCUSIP、額

面価額、調整後保有価格（book/adjusted carrying value：

BACV）および公正価値を捉える、第2四半期の、電子方式

のみによる投資に関する情報の収集を促進する方針変更

を行うために、同タスク・フォースを支援することが記されて

いる。

なし あり 未定

2016-03 変額年金保証をヘッジ

する限定的デリバティブ

についての特別な会計

損保

生保

医療

実質的 － この項目は、変額年金問題ワーキンググループ

が行った作業、および同グループから監督会計原則ワー

キンググループに付託された、ヘッジの有効性の要件を充

足しない変額年金商品に関連する特定の限定的なデリバ

ティブ（マクロヘッジ）に対する「ヘッジ会計」を検討するとい

う任務に関係している。

不要な遅れを回避するための専用プロセスに従い、受け

取ったコメントをレビューし、検討する。しかし、提案された

監督会計ガイダンスに関する変更およびワーキンググルー

プ・メンバーの議論を適切に評価すべく努力する。NAICス

タッフは、引き続き主要な利害関係者と協力してこの提案

の改訂を検討しなければならない。この提案は、監督会計

規定の策定の継続的な進展を可能にするために、中間段

階での公開および／または電話会議の対象とされる可能

性がある。

あり あり 未定

2016-20 信用損失 損保

生保

医療

実質的 － 受け取ったコメント、およびASU 2016-13「金融

商品 － 信用損失」に含まれる米国GAAPのガイダンスの

排除がどんな点で監督会計の諸概念と整合するかを評価

する。NAICスタッフは、関係者および米国公認会計士協会

（ American Institute of Certified Public Accountants ：

AICPA）の代表者と協力して、監督会計の目的上どのよう

にASUを捉えるべきかに関して、さらに評価しなければなら

ない。FASB（財務会計基準審議会）は、後にこのASUまた

はこの基準の当初適用に関するコメントに対応する可能性

があるため、ワーキンググループは、その時点ではこのア

ジェンダ項目に係る積極的な議論を差し控えることに同意

した。このアジェンダ項目に係る追加的な議論を、2017年

下半期に行うことが予定されている。この期間中、NAICス

タッフは、勧告された評価を完了するとともに、追加的な

FASBのガイダンスが近く公表されるかどうかを評価できる

だろう。

あり あり 未定

-- SSAP第61R号 －  
生命、預託型および傷害

疾病再保険

生保

医療

リスク移転の要件に関する今後の議論のために調査を行

い、解釈を作成する。

未定 未定 未定
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SAPWGは、以下の項目に関して最新情報を提供し、NAICスタッフに指示を与えました。 

参照番号 タイトル セクター 採択された改訂内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2013-36 投資の分類 損保

生保

医療

実質的 － SAPWGは以下の指示を与えた。 

• 報告事業体が、本籍州によって承認された、文書化され

た「システマティック・バリュー」のアプローチの使用を選

択した場合を除き、SSAP第26号の適用対象となる、債

券として承認された上場投資信託（ETF）および債券

ミューチュアル・ファンドを公正価値で測定することを要求

するイシューペーパーを作成する（実務上の便宜手段と

して純資産価格を使用する）。

• そのイシューペーパーには「有価証券」の定義に加え、非

債券項目（例えば、ローン・パーティシペーション、ローン・

シンジケーション）の定義も含める。

• 受け取ったコメントに関して詳細な議論を行うために

2017年1月に電話会議を開催する。

あり なし 未定

この要約はジョン・ティトル、リン・フリードリックス、ダイアン・クラーネン、エド・ウィルキンスが作成しました。コメントや提案につきましては作成者にご連絡ください

（johntittle@deloitte.com、lfriedrichs@deloitte.com、 dcraanen@deloitte.comまたはewilkins@deloitte.com）。 



NAIC update：2016年冬 

20 

連絡先
Gary Shaw 
Vice Chairman 
US Insurance Leader 
Deloitte LLP 
+1 973 602 6659 
gashaw@deloitte.com 

Howard Mills 
Managing Director 
Global Insurance Regulatory 
Leader 
Deloitte Services LP 
+1 212 436 6752 
howmills@deloitte.com 

George Hanley 
Managing Director 
Deloitte & Touche LLP 
+1 973 602 4928 
ghanley@deloitte.com 

Rick Sojkowski 
Partner 
Insurance Professional 
Practice Director 
Deloitte & Touche LLP 
+1 860 725 3094 
rsojkowski@deloitte.com 

Ed Wilkins 
Partner 
US Insurance Audit Leader 
Deloitte & Touche LLP 
+1 402 444 1810 
ewilkins@deloitte.com 

Richard Godfrey 
Principal 
US Insurance Advisory Leader 
Deloitte & Touche LLP 
+1 973 602 6270 
rgodfrey@deloitte.com 

Contributors 
John Tittle 
Senior Manager 
Deloitte & Touche LLP 
+1 312 486 5486 
johntittle@deloitte.com 

Lynn Friedrichs 
Partner 
Deloitte & Touche LLP 
+1 813 273 8342 
lfriedrichs@deloitte.com 

David Vacca 
Senior Advisor 
Deloitte & Touche LLP 
+1 913 486 2295 
dvacca@deloitte.com 

Diane Craanen 
Managing Director 
Deloitte & Touche LLP 
+1 312 486 3625 
dcraanen@deloitte.com 

Senior editor  
Andrew N. Mais 
Senior Manager 
Deloitte Center for Financial Services 
Deloitte Services LP 
+1 203 761 3649 
amais@deloitte.com 

編集担当

工藤 美保子（Mihoko Kudo） 
マネジャー

有限責任監査法人トーマツ
03 6213 1160 
mihoko.kudo@tohmatsu.co.jp 

青木 計憲（Kazunori Aoki） 
パートナー

金融保険セクター リード

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
03 5220 8600 
kazaoki@tohmatsu.co.jp 

宮崎 茂（Shigeru Miyazaki） 
パートナー

金融保険セクター 監査担当

有限責任監査法人トーマツ
03 6213 1160 
shigeru.miyazaki@tohmatsu.co.jp 

後藤 茂之（Shigeyuki Goto） 
ディレクター

金融保険セクター 規制担当

有限責任監査法人トーマツ
03 6213 1162 
shigeyuki.goto@tohmatsu.co.jp 

日本における問い合わせ先 
 

mailto:gashaw@deloitte.com
mailto:howmills@deloitte.com
mailto:ghanley@deloitte.com
mailto:rsojkowski@deloitte.com
mailto:ewilkins@deloitte.com
mailto:rgodfrey@deloitte.com
mailto:johntittle@deloitte.com
mailto:lfriedrichs@deloitte.com
mailto:dvacca@deloitte.com
mailto:dcraanen@deloitte.com
mailto:amais@deloitte.com
mailto:mihoko.kudo@tohmatsu.co.jp
mailto:kazaoki@tohmatsu.co.jp
mailto:shigeru.miyazaki@tohmatsu.co.jp
mailto:shigeyuki.goto@tohmatsu.co.jp


NAIC update: Winter 2016 

1 



本資料について 
この NAIC Update は、全米保険監督官協会（NAIC）の毎会議後にデロイトの保険インダ

ストリーグループによって公表されます。本書の目的は、先のNAICの会議で生じた主要な

規制、アクチュアリー、会計、およびその他の動向を簡潔に記述することです。トピックにつ

いての追加情報を求める読者は、本書に含まれる記述だけに頼ることなく、記載の連絡先

までご連絡ください。

デロイトについて 
本書において、 「デロイト」とは、デロイト LLPと、その関連会社を指します。デロイトLLPお

よびその子会社の法的構成の詳細についてはwww.deloitte.com/us/aboutをご覧下さ

い。保証業務を提供しているクライアントに対しては、規則や規制に基づき、特定のサービ

スを提供できない場合があります。

本資料に掲載されているのは一般的な情報のみであり、デロイトは、本資料により会計、

ビジネス、金融、投資、法務、税務またはその他の専門的助言もしくはサービスを提供す

るものではありません。本資料はかかる専門的アドバイスまたはサービスに代替するもの

ではなく、また貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定もしくは行為の基礎と

して利用されるべきではありません。貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決

定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。

デロイトは、本資料に依拠した利用者が被った損失について一切責任を負わないものとし

ます。 

© 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 

（日本語版について）

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）

のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）

の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人

がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供していま

す。また、国内約 40 都市に約 9,400 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企

業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）

をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務お

よびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を

超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアン

トに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企

業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家について

は、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）な

らびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL お

よび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアント

へ の サ ー ビ ス 提 供 を 行 い ま せ ん 。 Deloitte の メ ン バ ー フ ァ ー ム に よ る グ ロ ー バ ル ネ ッ ト ワ ー ク の 詳 細 は 
www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に

適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適

用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とさ

れる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動を

されることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 

© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 

http://www.deloitte.com/jp
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte
http://www.deloitte.com/jp/about



