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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（米州）の業種別シリーズの一部です。

この年刊シリーズでは、2017年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。本刊行物の各レポー

トで概観する問題は、経営幹部が、変化する要求事項

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。2017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。

読者の皆様が2017年全体およびこの1年に生じ得る規

制変化に向けた計画策定にあたり、本刊行物をご参照

いただけますと幸いです。どうぞご遠慮なくご質問やご

意見をデロイト（centerregstrategies@deloitte.com）*
までお寄せください。

* 日本における問い合わせ先（25ページ）をご参照ください。
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全地域向け序文

金融セクターにとって2016年も困難な年となり、経済的・政治的不確実性のために危機後の規制

修復を図る計画完了の見通しが複雑になりました。

経済成長が低迷し、金利がなかなか上昇しないまま大きく変動する時期が長く続き、一部のセク

ターでは収益性が圧迫され、長期的なビジネス・モデルやバランスシート管理に強いプレッシャーが

加わりました。さらに企業は、危機後の金融規制の最終的な姿が引き続き見通せないことにも苦慮

しています。規制当局は、近年努力して達成した改革の成果を必死に維持しようとしているものの、

先進国の政治的不透明の上昇（英国の国民投票によるEU離脱の決定や米国の大統領選の結

果）を受けて不安定性が増し、したがってマクロ政策環境の予測が一層難しくなりました。その結

果、一部には自由貿易や自由市場の存続可能性を疑問視する見方さえあります。

一方、新技術やデジタル販売プラットフォームが金融セクターに導入されつつあり、それに伴い、革

新的破壊の作用が広がり、消費者と市場に恩恵が約束され、既存企業の戦略（と利幅）に更なる課

題が突きつけられています。また、新技術は業界が現在直面するサイバーリスクやITリスクを増大

させます。それにもかかわらず、適切に活用すれば、それらの技術はまた、ビジネス・モデルの活

性化へと迅速に賢明に動く既存企業に機会をもたらします。

2017年の初頭には、大方が予想する様々な規制動向がゴールに達するか、もしくは、近づくとみら

れます。バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は銀行フレームワークの大部分を完成すると予想され

ます。そして、再建・破綻処理計画は、大半の大手銀行への適用がさらに近づくと同時に、ノンバン

クへの明確化が進むことが予想されます。さらに、市場は中央清算および透明性の基準強化へと

シフトが続くと見込まれます。しかしながら、これらの改革や新制度が行き過ぎた場合、すでに弱々

しい経済回復が打撃を受ける懸念があり、個々の国・地域におけるそれらの実施は、かかる懸念

による影響を強く受けるようになるでしょう。世界の規制アプローチが細分化するリスクも高まって

います。

監督当局の観点からすれば、これらの新たな要求事項の遵守は最低限なすべきことです。同様に

重要なのは、予期しない事態に対する企業の備えです。自社の安定性や顧客の利益を脅かす可

能性のあるシナリオに対し、企業が頑強な計画を導入するか、監督当局はこれまで以上に期待し

ています。
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従来以上に制限的な規制環境下の戦略

2017年を特徴付ける不確実性にもかかわらず、1つの事実がますます明瞭になりつつありま

す。それは、金融サービス業は、断固たる、そして場合によっては大胆な対応措置を講じない

まま、この現在の困難な時期が過ぎるのをじっと待つことはできないということです。2017年

は、金融危機を取り巻く状況が生じてからほぼ10年目に当たります。この間、業界が直面して

きた問題の多くは、今や周期的というより構造的な様相を呈し始めています。一部には「規制

の振り子」が振れすぎた状態にあるとする見解があるものの、世界各国の多くの政治家の嗜

好を踏まえれば（監督当局の嗜好は問わないとしても）、今日までにすでに実施された規制が

大幅に後退する可能性は──少なくとも当面は──まずありません。主要市場の金利がさら

に長期間低水準で推移した場合、多くの銀行や保険会社のビジネス・モデルは見直しを余儀

なくされると思われます。しかし金利上昇も、（家計の）借手や脆弱なバランスシートを抱えた取

引相手に加わる圧力を考慮すれば、解決策になるとは言えないでしょう。

そのため、企業は、規制にどのように対応するか、また、基本的に一層制限的になる可能性の

ある規制・経済・政治環境の中でどのように事業展開するか、企業の戦略を手直しする必要が

あります。今後1年間にすべての企業がこれに成功するとは限りません。成功を手にするの

は、固有の抵抗力、機動性および効率性を生かして、この新たな環境に適合した自己を有利

に導く方法を見いだした企業です。

こうした流動的な状況の中で、デロイト規制戦略センター（米州）の2017年規制見通しをお届

けします。そこには、規制上のテーマが今後1年、金融業界をどのように方向付けるか、および

企業は直面する課題にどのように対応できるかという点に関するデロイトの知見が示されてい

ます。

ケビン・ニクソン

（Kevin Nixon） 
デロイト

規制戦略センター

（APAC） 
デロイト・オーストラリア

クリストファー・スポス

（Christopher Spoth） 
デロイト

規制戦略センター

（米州）

デロイト米国

デビッド・ストローン

（David Strachan） 
デロイト

規制戦略センター

（EMEA） 
デロイト英国



1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 
 

4 

はじめに

2016年の選挙結果はいずれ、保険業界の規制状況の方向性を変える可能性があります。シ

ステム上重要な金融機関（SIFIs）としての大手保険会社の選定、保険会社に影響するドッド・

フランク法の特定の規定、および米国労働省（DOL）の「利益相反」ルールといった主要な政

策上の問題に不確実性が生じています。しかし、資本基準および消費者保護のトピックスに

関する2017年のアジェンダをこれまで通り方向付ける重要な規制の影響も存在しています。

保険会社にとって状況を複雑にしているのは、連邦のアジェンダが、極めて積極的な州と大

幅に異なる可能性のあることです。これらの事象が保険業界にどのような影響を与えるかは

いずれ明らかになるでしょう。

企業は、2017年以降におけるコンプライアンス戦略、活動および投資の指針に役立つ手掛

かりや方向性を見いだそうとする際、展開しつつある規制の変化の先を読み、細心の注意を

払う必要があります。それは、保険業界の規制が向かう方向に転換が起きる可能性があるた

めです。とはいえ、最も大胆な発想に基づいて現行法やその施行規則を修正または廃止しよ

うとしても、ほとんどの場合、立法の全過程を踏む必要があります。他の規制やガイダンスの

改正は比較的容易な場合もありますが、それでも従うべきプロセスが存在し、そうした改正の

範囲は狭まると思われます。

他方、企業は不確実性により振り回されないよう意識的に努力する必要があります。極めて

多くの変化の中で、ただ座して事が収まるのを待ちたくもなります。しかし、変化が正式に発

表されて承認されるまでは、現行規制を遵守することが非常に重要になります。

また、リスク管理およびコンプライアンスの枠組みの強化など、企業は主要な規制関連の活

動に相当の資金と努力を注いできたことに留意することも重要です。これらの投資は、特定

の規制が制定されるかにかかわらず、長期的にビジネス上の便益をもたらすと予想され

ます。
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これらの要因すべてを考慮に入れた場合、2017年に保険会社に最大の影響を与えるとデロ

イトが判断する規制動向は次の通りです。

多重的な規制当局の影響

リスクおよびソルベンシーの自己評価（ORSA）：その進化 

労働省（DOL）の受託者責任基準：退職勘定における利益相反 

サイバー・テクノロジー

海外企業による買収

コーポレート・ガバナンス

プリンシプル・ベースの準備金積立

デジタル技術に対する規制当局の対応

マーケット・コンダクト

長寿リスク・チャージ

長期介護保険（long-term care：LTC） 

様式F：統合的リスク報告が変更される可能性 

グループ規制資本のイニシアティブ

本レポートでは、現在分かっていることに加え、考えられる規制の変化に対する全体的見通し

について知見と、それらの動向を順次検討します。しかしながら、2017年は、実際に起きるま

で何も確実なことは言えない可能性が十分あります。

規制に関する最新のニュース、動向および知見について、デロイトのウェブサイト

www.deloitte.com/us/about-dcrsamericasを是非ご覧ください。 
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多重的な規制当局の影響

州、連邦およびグローバルレベルにおける多重

的な規制当局の影響が、保険業界、特にシステ

ム上重要な金融機関（SIFIs）として選定された保

険会社および預貯金取扱金融機関（depository 
institution）を所有する保険会社にとって引き続

き大きな課題となっています。しかしながら、過去

1年、規制の混乱や不確実性を低減する一因と

なる重要な展開がみられました。

最大の展開の1つは米国連邦準備制度理事会

（FRB）のダニエル・タルーロ理事の発言でした。

その発言の中でタルーロ理事は、預貯金取扱金

融機関を持つ保険会社に係る追加資本要件を決

定する際のFRBのアプローチは、すでに州規制

当局が使用しているアプローチとおおむね一致

するだろうと示唆しました。FRBが独自の方法を

採用して、コンプライアンスの課題を一層複雑で

負担の重いものにするのではないかと懸念して

いた多くの保険会社にとって、これは歓迎すべき

ニュースでした。

しかしながら、SIFIにとってのアプローチが著し

く異なる可能性があることに注意すべきです。

タルーロ理事の発言によれば、FRBは2016年

6 月 3 日 、 「 規 則 案 制 定 に 係 る 事 前 公 示 」

（advance notice of proposed rulemaking：

ANPR）を公表して、預貯金取扱金融機関を保

有し、相当に保険業務に従事する企業とSIFI
について別個の資本要件を定める案に関する

コメントを募集しました1。ANPRの付属文書で 

同理事は、FRBはこの二重のアプローチによっ

て「種類や複雑度が異なる金融仲介機関が直面

する異なるリスクに応じて資本規制を調整しよう

と努めている」2と述べています。ANPRの一般コ

メントは2016年9月16日に締め切られ、現在検

討中です。

FRBの正確な方法および資本要件はまだ決定

の途中段階にあるものの、この公表は、連邦レ

ベルと州レベルにおける規制の整合性の改善に

向けた重要な一歩でした。それはまた、米国の

保険業界にとって望ましくないと思われるグロー

バルレベルの新たな規制イニシアティブをさりげ

なく押し返すものでもありました。例えば、保険監

督者国際機構（ IAIS）は国際保険資本基準

（ICS）のほか、「グローバルにシステム上重要な

保険会社」（G-SIIs）および「国際的に活動する

保険グループ」（IAIGs）に共通する基準を策定し

ようとする共通の枠組み（ComFrame）に積極的

に取り組んでいます。資本基準はまだ策定の途

中段階にあり、その正確な実施形態は依然とし

て不明ながら、資本指標は、規制当局が取り

組んでいる一連の指標の一部にすぎません。そ

れ以外の規制動向も保険会社に大きな影響を

与える可能性があり、目を離さないようにすべき

です。

規制の厳格化および資本に対する制限の強化

は、多重的な規制当局の影響の複雑性によって

増幅されて、コンプライアンス・コストを押し上げ、

新たな成長戦略を追求することを保険会社に促す

可能性があります。どの保険会社も、それらの新

たな規制の影響を理解したうえで適切な戦略的対

応を選択するために、自己のビジネス・モデルおよ

び関連する規制の特性を正確に分析しなければ

なりません。

変化に遅れずについていくために、保険会社は、

州、連邦およびグローバルレベルの規制動向を積

極的に注視する必要があり、必要に応じて規制当

局と接触しながらそうした動向の形成に関与すべ

きです。また保険会社は、規制当局の市中協議文

書に回答し、フィールド・テストや試験的研究など

の規制当局のイニシアティブに参加することによ

り、より有利なスタートを切ることができる場合があ

ります。新たな規制基準の実地テストは、規制当

局が情報を得るのに役立つと同時に、保険会社が

業界への影響を理解して先手を打ち、自己の事業

運営や事業戦略に必要な調整を加えるのにも役

立ちます。その結果、保険会社は、将来の規制環

境で成功を収める態勢を整えることが可能になり

ます。

FRBの正確な方法および資本要件はまだ決定の途中段階にあるもの

の、この公表は、連邦レベルと州レベルにおける規制の整合性の改善

に向けた重要な一歩でした。
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リスクおよびソルベンシーの

自己評価（ORSA）：その進化 
ORSAは州レベルの規制です。ORSAの文書提

出の対象となる企業は、自社のリスクプロファイ

ルに係る自己評価、リスク管理のために導入して

いるプロセス、それらのリスクによる潜在的影

響、およびソルベンシーに関する見解を詳細に記

載した文書を毎年、州保険局に提出することを要

求されます。ORSAの文書提出は年1回ですが、

その目的は全体的なリスク管理および資本プロ

セスにあります。その中には会社の取締役会に

対する報告書が含ま れていますが、これは

ORSAの提出文書の1つとして規制当局にも共

有されます。

リスク管理並びにリスクおよびソルベンシーの自

己評価に関するモデル法（Risk Management 
and Own Risk and Solvency Assessment 
Model Act：RMORSA）は2015年1月1日から施

行されていますが、各州の議会の採択時期が異

なっていました。そのため、ORSAは一斉にスター

トされませんでしたが、今では多くの州が採択して

おり、規制当局はORSAの提出書類について

フィードバックを企業に提供し始めています。この

モデル法が全米保険監督官協会（NAIC）によって

採択されたとき、ORSAは「ゲームチェンジャー（流

れを一変させる事象）」と呼ばれ、その導入は 

「革命ではなく進化」であると見込まれていまし

た。つまり、規制当局は、初年度の提出書類は

それほど充実していないものの翌年度以降は

ORSAに慣れてくると予想しました。その要請を

受けて、ORSAを提出し、対象要件に該当する

企業は、依然としてリスク管理能力や資本能力

の進化の途上にあり、規制当局からのフィード

バックを消化し、最初のORSAの検査に向けた

準備を行っています。

ORSAの導入に成功した企業は、その構成要

素の理解に時間をかけ、ORSAを自己のリスク

管理と資本の枠組みを強化する機会として利用

し、ORSAプロセスからビジネス価値を導き出そ

うとしました。

主な課題として次のものがあります。

• そこに組み込まれた全社的なリスクおよび資

本管理プロセスを証明すること

• 人、プロセスおよび技術を開発し、それらの全

体的プロセスを機能させること

• 事業に価値を付加すること

今日の低金利環境の中で、企業は懸命にコストを

管理し、基礎となる収益性を改善しようと努力して

います。ORSAプロセスは、企業が、自己のリスク

プロファイルとリスクアペタイトについて理解し、ま

た、価値創造および損失回避のために、直面する

リスクを管理する最善の方法について、さらに深く

理解する助けとなります。

大部分の企業はすでに順調に最初のORSAを提

出しているか、提出の途中段階にあります。規制

当局からのフィードバックを受け取る企業が増え

るにつれ、規制当局にとって受け入れ可能な水準

がより明瞭になるものと思われます。

企業は、前年の提出に基づいて、リスク管理と資

本の枠組みのどこに弱みがあるか、どの点を改

善できるかを理解するでしょう。こうした機会を捉

えてORSAプロセスから最大の価値を引き出す措

置を講じることが重要です。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

労働省（DOL）の 
受託者責任基準：

退職勘定における利益相反
DOLの「利益相反」規則（以下「本規則」）は最終

的に決定され、2016年6月から発効しています。

2016年の大統領選挙と議会選挙の結果を受け

て、現在の規則が依然として存続可能かどう

か、および2017年4月10日の施行日が延期され

るのではないか、という憶測が広くなされていま

す。新大統領の政権や近く開かれる第115議会

が本規則を延期、廃止または大幅改正する手段

は残されているものの、それらの手段はいずれ

も大きな困難に直面する可能性があります。改

正がなされた場合、施行日が延期され、クライ

アントの開示が一層重視されることになりそう

です。

現在のところ、本規則に関する措置が講じられ

る可能性を確実に評価するには未知の要素が

数多くあるため、デロイトは、クライアントが本規

則の準備のために引き続き精力的に努力する

のを見守っています。一部企業は、本規則が延

期、廃止または何らかの形で改正される場合を

想定してシナリオ・プランニングの取り組みを開始

していますが、大部分の企業は、ビジネス・モデル

の変更、商品提供に係る決定、報酬の選択、適用

除外の戦略、および導入を進める計画に関して明

確な決定を下しています。

2017年の第1四半期中は、時が進むにつれ、本規

則が事業運営に与える多くの影響による困難な事

態が現れる可能性があります。保険会社の顕著な

取り組みは次のような主要領域に集中するものと

思われます。

• 商品販売部門は、最善の利益の基準を充足する

ための商品提供に関する最終決定を下すことに

なるだろう。その結果、手数料やコスト、パフォー

マンス、サービス、あるいは信用格付けをはじめ

とする諸要因を考慮して、公認の商品提供業者

として一部のミューチュアル・ファンドおよび年金

保険の組成業者を排除する可能性が高いと考え

られます。

• 販売パートナーが組成業者と提携し、妥当な報

酬の分析がなされることにより、引き続き持分

クラスや支払いの選択肢が効率化され、一部

の商品販売手数料が引き下げられることが予

想されます。

• 保険ブローカー・ディーラーは、販売手数料・

ベースおよびフィー・ベースに基づく助言サービ

ス・モデルの選択を引き続き提供するでしょう。

これは、他の金融サービス提供業者による

サービス・モデルとは異なってくる可能性も考え

られます。

• 業務およびデータに関する主要な必要事項（例

えば、401kからのロールオーバー、請求要件

の開示など）を充足するためにベンダーのシス

テムを評価すること、ならびにより厄介な業務

およびコンプライアンス上の一定の課題を有効

に解決できる日に向けて相当の努力が払われ

るでしょう。

• 代理店、登録販売員、投資アドバイザーの販

売員、販売員監督者およびその他の受託者に



9 

1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

対する教育カリキュラムと教育の提供が主な

重点事項となり、オンラインおよび対面式の教

育による一連の内部的・外部的ソリューション

が用いられるでしょう。

• DOL規則のガバナンス・モデル、営業所および

本店の監督、ならびにコンプライアンスの方針

および手続きが策定され、より強固な最善の

利益および文書化の要件を充足するために

第三者のシステムに依拠することが必要不可

欠となるでしょう。

• 保 険 代 理 店 営 業 支 援 業 者 （ insurance
marketing organization：IMO）に対するDOL
規則適用に当たっての調整が依然として大き

な課題となるでしょう。業界は、個々のIMOま

たはIMOの種類に係る金融機関としての地位

に関して提供される可能性のあるDOLの明確

化を待つことになるでしょう。

• 社内の情報技術（IT）チームは、DOL規則の要

件充足を支える、商品、報酬、業務、コンプラ

イアンスおよび事務管理システムへの変更の

実装に本格的に取り組むことになるでしょう。

代理店、登録販売員、投資アドバイザーの販売員、販売員監督者およ

びその他の受託者に対する教育カリキュラムと教育の提供が主な重点

事項となるだろう
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

サイバー・テクノロジー

規制当局が、業界および規制当局に利用可能な

ツールやイノベーションに合わせて保険規制の見

直しを図ろうとしていることから、サイバー・テクノ

ロジーが、規制当局が取り組む主要問題の1つと

なっています。現在の最大の問題はサイバーセ

キュリティ、ビッグデータ、および、プライバシー

です。

• サイバーセキュリティは、機会とコストの両面か

ら捉えることができます。機会というのは、デジ

タル・イノベーションを利用して新たな保険商品

を生み出したり、より効率的・効果的に業務を

行うことを指します。主要な機会の1つはサイ

バー保険です。この分野は飛躍的に成長して

いますが、リスクの測定が困難なため、依然と

して不確実性を伴っています。コストとは、保険

会社が、しばしば極めて機密性が高いうえ、強

い入手欲求の対象となる高価値の顧客情報を

安全に維持管理する必要があることを指しま

す。金銭面および評判の悪化の観点から、

データ流出を防ぐには費用がかかり、その修復

には一層多くの費用を要します。

• ビッグデータは、保険規制当局の間で最近は

やりの専門用語です。困難な事態の1つは、規

制当局がビッグデータの定義で一致できていな

いことですが、一般的に言えば、それは、保険

金支払い、マーケティング、不正防止、および、

保険業務に係るその他多くの側面に役立てる

ために、既存の顧客データすべてを集約するこ

とを指します。

• プライバシーは、サイバーセキュリティやビッグ

データを含むサイバー・テクノロジーのすべて

の側面において根強く続く問題です。この分野

で問題が発生すると、往々にして規制当局や政

治の厳しい対応がなされます。

NAICの規制当局者は、ビッグデータに関する白

書3のほか、サイバーセキュリティ・モデル法の2つの 

バージョンを作成しました。業界は両方のバー

ジョンについて強い懸念を表明しました4。業界が

主に懸念するのは、その範囲と費用、そして課さ

れる可能性のある法的責任です。一方、他の規

制当局もこの領域に加わってきました。ニュー

ヨーク州の金融サービス局は他に先駆けてサイ

バーセキュリティ規則案を公表しました。またFRB
は、他の連邦金融規制当局と共に、この問題に

関する「規則案制定に係る事前公示」を公表しま

した。

サイバーセキュリティについて多重的な規制構造

の存在は、重複の可能性や追加的費用など多く

の問題を引き起こす可能性があります。しかしな

がら、基準やリーディング・プラクティス、成文化さ

れた仕組みによって提供される「セーフ・ハー

バー」が存在しない場合、サイバー侵犯が発生し

たときに、保険会社は裁判における防御がより困

難になると思われます。それらの基準等はすべ

て、様々な管轄や陪審による解釈の変動や不確

実性の生じる可能性を低減するものです。

サイバー保険の販売についても同じような懸念が

生じています。市場のニーズは明らかに収益機

会として認識されているものの、リスクの定義と測

定が主な懸念事項になっています。例えば、カス

ケード故障が発生した場合、保険会社はサイ

バー保険によって巨額の損失を被る恐れがあり

ます。

ビッグデータは多くの点で保険会社にとって聖杯

とでも言えるものです。理論的には、保険会社が

既存顧客や見込顧客を分析しセグメント化するこ

とにより、投資収益を最適化すると同時に、不正

や保険引受損失からマーケティング費用に至る

すべてを最小化することを可能にします。しかし

ながら、消費者グループは、保険会社による

ビッグデータの無制限の使用に対して強い懸念を

表明し、規制当局はこれに応えて公聴会を開催し、

そうした使用に対する規制へと積極的に動いてい

ます。皮肉なことに、規制当局自身が、市場行為に

対する積極的な適時の監視など、多岐にわたる課

題に対処するために、結局はビッグデータや予測

的アナリティクスの力を活用することになるかもし

れません。

ビッグデータは、サイバー保険を実現させる主要な

手段であるほか、急速に増加する大規模な利用可

能データ・プールを収益化するなど、保険会社に他

の多くの機会を創出しています。「モノのインター

ネット」が普及する中で、保険会社が利用できる

データ量が急増し、保険会社がクライアントにとっ

てワンストップのリスク管理ショップとなる可能性が

秘められています。そうなれば、現在の細分化され

た保険モデルを根本から変える飛躍的発展が生じ

ます。

サイバー・テクノロジーによって生み出される機会

と課題に対処するために、保険会社は、現在のサ

イバーセキュリティ対策を評価して、それらが十分

なセキュリティや監視、回復力を備えているか確認

すべきです。また、利用可能な専有データを検証し

たうえで、マーケティング、保険金支払い、不正防

止およびその他の分野におけるイノベーションや改

善を通じてそうしたデータを適用し、収益化する方

法を探るべきです。さらに、規制当局の制限によっ

てビッグデータの利用がどのような制約を受ける可

能性があるか、および規制当局自身がどのような

形でビッグデータを利用してコンプライアンスを執

行する可能性があるかについても理解する必要が

あります。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

海外企業による買収

取引額の点で、2015年は、保険会社の合併・買

収（M&A）が史上最も活発だった年でした。そし

て、その相当部分が海外の買収企業によるもの

でした。実際、海外企業による買収を意識するよ

うになったことが2015年の重要な出来事のようで

した。しかしながら、2016年には恐らく規制当局

の懸念が原因で海外企業による買収は減少しま

した。

外国企業は、米国内の保険会社を買収すること

によって、資本を国外に持ち出し、自国市場への

集中を分散化することを目指しています。米国の

保険市場は世界最大です。成長率の点では伸び

は緩やかですが、金額ベースでは世界のどの市

場よりも急速に成長しています。そのため、米国

は極めて魅力的な選択肢となっており、特に中国

と日本の保険会社についてそう言えます。しかし

ながら、すべての取引に関して規制当局による承

認が必要なため、規制の問題が、最近海外から

のインバウンド取引を減少させている主な要因に

なっていると思われます。

不動産に多額の投資を行っている中国の大規

模なコングロマリットは分散化の必要があり、米

国の保険市場への投資を望んでいます。しかし

現在のところ大きな動きはありません。外国企

業は、他の企業が新境地を開拓し、関連規制機

関の承認を得るには何が必要かという点につい

て青写真を示すのを待っているものと思われま

す。このことは、別の買収活動のうねりを呼び起

こす引き金になる可能性があります。

海外企業による買収に関して、規制当局はガバ

ナンスと資本配備への影響を最も懸念してお

り、独占禁止法の問題についてはさほど懸念し

ていないようにみえます。

国内取引も行われるでしょうが、比較的小規模に

なる公算が大きいと思われます。業界が非常に

細分化されているため、米国司法省（DOJ）は多

数の取引の進行を認めています。しかしながら、

DOJは最大手企業（トップ3社がその代表）が 

さらに大きくなることを望んでおらず、大規模な取

引は厳格な精査を受けます。また、比較的小規模

な企業はSIFIとなることを避けようとするため、

M&A取引の規模や数量が限定的になる傾向があ

ります。

保険事業はM&A活動を促進する多くの構造上の

現実的特性を備えているため、今後、買収や統合

が増えることはほぼ間違いありません。ただその

時期と規模は予測不能というだけのことです。企

業は、海外による国内企業の買収を監視し、方法

を発見して規制当局の承認を取得する取引に絶

えず目を光らせているべきです。そうした取引に水

門が開かれると、買収の第二波がやって来る可能

性があります。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

コーポレート・ガバナンス

NAICによれば、「コーポレート・ガバナンスは、組

織のあらゆるレベルにおけるすべての役割、責

任および説明責任を定める。それは、経営のヒエ

ラルキー、すなわち、意思決定と説明責任の系

統、そして最終的には、あらゆる状況で経営を担

い、法律上会社を代表する権限を有するのは誰

かということを示し、説明する。コーポレート・ガバ

ナンスは、意思決定および措置の文書化の要件

に加え、その背後にある考え方を詳しく示す。そ

れはまた、違反または不備のある監督、統制お

よび管理に対する是正措置を定める。」6 

NAICは強化されたコーポレート・ガバナンス・モデ

ル法および規則を採用し、各州はそれを2016年

に制定し始めました。これまでのところ、このモデ

ル法を正式に制定したのは5州にとどまっていま

す。しかしながら、それ以外に多くの州がこのモデ

ル法を積極的に検討しており、それが認証基準に

なるまでには全州が採択すると予想されます。保

険会社にとって、この新たな監督は、コーポレー

ト・アクション、および取締役会メンバーや経営幹

部を含む潜在的な関与者に対して、著しく強化さ

れた規制当局の精査を課すものです。

報酬、資格およびリスク監視構造は、この強化

されたコーポレート・ガバナンス体制に基づいて

検査される多くの分野のごく一部にすぎません。

しかも、広範囲に及ぶこの複雑なモデルには例外

措置がないため、保険会社、特に小規模な保険

会社は、所在地の州に報告する前に、自社の現

行コーポレート・ガバナンス・モデルの外部評価を

求めざるを得なくなる公算があります。このモデル

では、規制当局に組織のコーポレート・ガバナン

ス構造に関する自己評価のために外部評価人を

使用する権限を付与していることを踏まえれば、

外部評価は特に重要となります。

報酬、資格およびリスク監視構造は、この強化されたコーポレート・ガバ

ナンス体制に基づいて検査される多くの分野のごく一部にすぎません。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

プリンシプル・ベースの

準備金積立

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 （ principle-based reserving ：

PBR）は、固定的なフォーミュラ（算式）に基づく現

行の準備金要件に代わる動的手法です。動的ア

プローチであるPBRは、今日の複雑な生命保険

商品や複雑化が加速する保険会社の事業環境

をより正確に反映するために考案されました。

PBRは、長年にわたる生命保険の準備金積立に

対する変更のうち最も重要なものと言えるかもし

れません。設計通り制定された場合、PBRは、保

険会社の準備金を「適正規模」にし、法定準備金

と経済的準備金のギャップを狭め、場合によって

は資本を他の目的のために使用することを可能

にします。一方、それに伴い、保険会社は準備金

積立基準を変更することが必要になります。その

ため、保険会社が最も適切と考える商品構成に

影響を与える可能性があります。PBRに伴い、保

険会社はスキルセットの調整が必要になるという

考えが大勢を占めています。

PBRの採用はNAICにとって最優先事項の1つで

した。最終的な採用には、保険料を総計して圧倒

的多数を占める州がそれを承認することが要求

されます。現在、この要件は充足されており、PBR
が2017年1月1日から発効することになりました。

PBRが強制適用されるまでに3年の猶予期間が

設けられていますが、一部の保険会社は、その発

効時点から1つまたは複数の商品についてPBR
の使用を開始する予定であると示唆しました。

多くの米国の規制当局や国際的な規制当局が表

明した懸念の1つは、生命保険会社による系列

キャプティブの使用です。保険会社は、要求され

る法定準備金と経済準備金間の差異を挙げてそ

の使用を正当化しました。PBRはこの差異を完全

には解消しないかもしれません。しかし、PBRは、

規制当局がキャプティブに対する更に厳格な精査

を正当化する根拠とする可能性があります。

PBRの下で、保険会社はフォーミュラ・ベースの

制度の下で可能だった準備金より低コストの準備

金でより複雑な商品を提供できる可能性がありま

す。その結果、生命保険会社に利用可能な市場

が拡大するものと思われます。NAICでなされた最

近の議論によれば、人材が大きな問題になると思

われます。

保険会社は、高度なモデルの開発と使用を含め、

PBRの要件を充足するために必要なスキルセット

を備えた十分な人材を確実に確保する必要があ

ります。

一部の保険会社は、今後の日程が不確実という

理由で、PBR採用の枠組みの準備にまだ着手し

ていません。しかし、1月の開始日がすでに正式

に確定している以上、それらの保険会社は、その

枠組みの構築のために必要な内部と外部のリ

ソースを整理することから着手可能です。

商品開発および商品の価格設定にはPBRの影響

が及ぶ可能性があることから、保険会社は今後に

備え、自社の商品構成と価格戦略を評価すること

が望ましいと思われます。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

デジタル技術に対する

規制当局の対応
デジタル・イノベーションは、保険会社と規制当局

のいずれにとっても、新たな予測不能な機会と課

題を生み出しつつあります。例えば、デジタル技

術は、互いに異なる保険ニーズを有する複数の

利用者が自動車や住宅を共有するシェアリング・

エコノミーをすでに可能にしています。近い将来、

自動運転車が登場することが見込まれます。こ

れらの進展は、個々の保険会社だけでなく、所有

者が住む住宅や人間が運転する自動車といった

伝統的なあり方を軸として構築された保険の仕組

み全体に大きな影響を与える可能性があります。

保険会社にとって、技術革新は重要な収益機会

を創出しています。例えば、自動車保険の提供商

品の中にテレマティクス技術を組み込む保険会

社の数がますます増えています。また、多くの保

険会社が、金融テクノロジー（フィンテック）企業の

買収やそれとの提携によって、あるいは社内にお

けるイノベーション事業単位の設立によって、新

たに開発されるフィンテックの力を活用してい

ます。

保険会社にとって最大の変化、そして最大の課

題は、変化のペースそれ自体かもしれません。例

えば、ホーム・シェアリングのサイトは目を見張る

ペースで増加しており、伝統的な住宅産業や宿

泊産業の成長率が取るに足りなくみえるほどで

す。同様に、ブロックチェーンは急速に普及してい

る技術であり、多くの保険会社の取引を効率化

し、変革する可能性を秘めています。新たなデジ

タル技術のこうした急速な登場や集中は、保険会

社およびそれを監督する規制当局のどちらにとっ

ても現状の革新的破壊をもたらします。

保険会社にとって二重の必須事項があります。第

1の必須事項は、取り残されないようにする必要

性です。顕著な先行者利益が存在しない状況で

あっても、新技術の採用レースまたは適応レース

であまりに後れを取ることは、レースから完全に

脱落することを意味する場合があります。バックミ

ラーでデータを注意深く評価することに慣れた保

険のような業種には、急速に変化するこの新たな

環境にあって、考え方を改め、不確実性を受け入

れることが必要になると思われます。第2の必須

事項は、技術主導の変革に順応しようとする規制

当局との接触や影響力を持ち続けることです。

保険業およびそれに関連する規制環境は、何世紀

にもわたり、繁栄しつつ変化に適応してきました。し

かし、デジタル・イノベーションがタクシー会社に 

与えた影響が明瞭に示すように、十分な機動性と

柔軟性を備えていない規制環境は、業界の成長

見通しを著しく損なう可能性があります7。 

保険会社にとって、技術革新によって引き起こさ

れる変化などの現在の規制変化の大変動に対処

する最適のアプローチは、規制の問題の中核に

不確実性を認識している単一の部門に様々な分

野を統合することです。この統合部門は次のこと

に責任を負います。

• 規制変化に係る中核的活動を全社的に調整す

ること

• それらの活動すべてを全社的に統合すること

• 予測可能な規制に対する協調的な対応を策定

すること（未知の要素についてはシナリオ・プ

ランニングを使用）

• 即応チームを結成すること

• 最終的には、規制変化の予測およびその対応

の枠組みを作り出す新たな業務方法を諸組織

に組み込むこと
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

マーケット・コンダクト

NAICおよび州保険局は、変化しつつある一連

の市場行為の課題に対し、引き続き相当の注意

を払っています。NAICの様々なタスク・フォース

や作業部会は、消費者保護を中心とする主要分

野、特に米国の人口高齢化を背景とする高齢者

保護の必要性に改めて注目しています。

特に注目を集めている保険商品は、長期介護保

険 （ long-term care ） 、 メ デ ィ ケ ア 補 足 保 険

（ Medicare supplement ） 、 条 件 付 据 置 年 金

（contingent deferred annuity ：CDA)、債権者

付保保険（creditor-placed insurance）などで

す。また2016年には、NAICおよび様々な州保

険規制当局は、市場行為検査（Market Conduct 
Examination ：MCE）について正式な規制上の

認証／認定の提案を策定する作業を進めまし

た。市場規制認証プログラムは、財務ソルベン

シーの規制を目的とする現行の正式な認証プロ

グラムほど徹底したものにはならない可能性が

高いものの、保険会社と規制当局の両方に大き

な影響を与える可能性があります。この提案は

2017年中に最終決定され、NAICの全体会議で

検討されることになると見込まれます。

2016年に市場規制認定（D）ワーキンググルー

プは、様々な主要領域における勧告を行う、正

式な市場規制認証の提案を作成する任務を

付託されました。それらの領域には、認証基準

案、提案された基準を個々の州が導入するプロ

セスの推奨案、個々の州による当該基準の遵守

を査定するプロセス、および当該基準を将来見直

すプロセスの推奨案などが含まれています。詳細

はまだ最終決定に至っていないものの、NAIC
は、完全な認証を達成した州保険局には一定の

種類の財務インセンティブを付与することを考え

ています。

1980年代後半から1990年代前半にかけて確立

された、NAICの現行の財務ソルベンシー認証プ

ログラムとは異なり、提案されている市場規制認

定プログラムは、その開始後数年は、各州が「自

己認定」することを認めています。したがって、基

準や検査実務に統一性が生まれることはまずな

いと思われます。一部の規制当局は、提案されて

いるプログラムのために、個々の州が市場行為

検査に関連する自律性を部分的に失うことになる

とする懸念を表明しています。また、このプログラ

ムは強制ではなく任意とすべきであると主張した

州もあります。したがって、提案されている市場規

制プログラムは、財務ソルベンシー認証プログラ

ムと同程度の影響力を保険会社に対して持たな

い可能性があります。

しかしながら、一部の規制当局や業界観測筋は

楽観的であり、提案されているプログラムによっ

て、検査の時期や頻度に関する州間の協調が改

善し、検査実施担当者の専門意識が高まると考え

ています。2017年には、NAICおよび個々の州規

制当局がこの草案の詳細を最終決定することに

なっており、この提案への関心が続くと見込まれ

ます。

NAICは現在、サイバーセキュリティ、データ保護、

販売実務（特に、高齢者層に的を絞った販売実

務）などの主要領域における消費者保護に集中

的に取り組んでいますが、その結果として、米国

の保険会社、生産会社、第三者およびその他の

サービス提供業者の規制負担が重くなる可能性

があります。特に、市場規制・消費者問題（D）委

員会は、保険金支払いや保険引受、商品開発／

価格設定、マーケティングなどの分野における保

険会社によるビッグデータの使用のほか、市場規

制の効率性と有効性の改善のためにそれらの

データを利用する方法に取り組んでいます。この

グループの作業およびその結果である勧告は、

2017年中、業界の綿密な精査の対象となる公算

が大きいと思われます。

したがって、提案されている市場規制プログラムは、財務ソルベンシー

認証プログラムと同程度の影響力を保険会社に対して持たない可能性

があります。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

長寿リスク・チャージ

長寿リスクとは、実際の生存率および平均余命

が予想や前提を上回ることにより生命保険会社

が損失を被るリスクをいいます。NAICは、特定の

種類の商品を引き受ける米国の生命保険会社の

リスク対応自 己資本（ Risk Based  Capital ：
RBC）における長寿リスクの認識に係る勧告を行

うために長寿リスク（A/E）サブグループを設置し

ました。

こうした変化の背景には次のような多岐にわたる

様々な要因や傾向があります。

• 医薬品、安全、医療などの進歩による平均余命

の伸び

• 特に団塊世代の退職に伴う、高齢者層の支援

に必要なリソースの増大

• 特に確定給付（年金）から確定拠出への移行な

ど、企業や政府の退職給付制度の変化

• 金融危機および資本市場の不安定性

• 長寿リスクの影響を悪化させる低金利環境

• 規制アービトラージの目的で長寿リスクを米国

の保険会社に出再する米国外の保険会社が

増加する傾向

生命保険会社のRBCに対して長寿リスクの

チャージが課された場合、特定の種類の商品を

引き受ける保険会社は追加的な規制資本を要求

されることになります。また、米国の州によって

は、企業に対する明瞭な資本チャージが組み込

まれていないため、ソルベンシー規制の枠組み

に不備があるようにみえる場合があり、海外や連

邦の批判を浴びています。

適切な尺度や前提を策定し、データを収集するた

めには大量の作業が必要になります。主な課題

として、現行の準備金マージンの集計の重複を

回避することや、分散化効果および／または相

関の考慮事項を評価することなどがあります。

長寿リスクの評価に利用できるデータや尺度が

増加するにつれ、格付機関は、それぞれの資本

算定方式を強化し、期待値を引き上げることが可

能になります。その結果は、準備金や資産十分

性のテストのために引き上げられる期待値と一

致する可能性が高いと思われます。

長寿リスクに対処するために増加する資本コスト

は、消費者に転嫁されると見込まれます。その一

方で、商品特徴の変更の可能性（給付の上限な

ど）を含め、その軽減戦略が導入されるでしょう。

長寿債（longevity bonds）などのリスク移転手段

が導入・拡充されることも予想されます。

企業の課題として、戦略的計画、予測、ストレス・テ

スト、および規制上の保護の強化に関連するリスク

を完全に考慮に入れた新商品の策定などがありま

す。また、導入が想定されるこの新たな規制要件に

事前に備えるために、統合的リスク管理（ERM）や

内部的資本モデリング（例えば、ORSAレポート）

を強化する機会もあると思われます。

この問題に正面から取り組むため、企業は、NAICの

関連委員会を追跡し、最高リスク管理責任者（CRO）

を関与させ、自社の内部資本、準備金、および長

寿リスクに関連する資産十分性の前提を再評価す

べきです。また、この変更によって生じ得る影響に

ついて格付け機関と協議すべきです。

長寿リスクの評価に利用できるデータや尺度が増加するにつれ、格付

け機関は、それぞれの資本算定方式を強化し、期待値を引き上げること

が可能になります。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

長期介護保険

（long-term care ： LTC） 
長期介護保険は、在宅医療や長期療養施設にお

ける介護、ホスピスといった日常的な長期介護

サービスおよび支援に要した費用を保険契約者

に補填するものです。米国民の寿命は伸びてお

り、その結果、この種の商品に対する需要が急増

しています。しかしながら、この分野には様々な

問題があるため、規制や監視の強化が急がれて

います。

多くの長期介護保険商品は、すでに1960年代か

ら引受が開始されており、モデリングが不適切

で、価格設定が過度に低い状態にあります。しか

しながら、多くの保険契約者は料率の引き上げに

応えることが難しく、州当局にとって、必要な引き

上げを認めることが困難になっています。また、

多くの大手LTC保険会社が販売停止に移行した

り、管財人の管理下に置かれています。それらが

将来清算に至った場合、生命保険会社および

傷害・医療（A/H）保険会社は保証基金賦課金

（guaranty fund assessment）への拠出を法的に

義務付けられているため、何百万ドルもの賦課

金の負担が発生することが見込まれます。保証

基金には上限（州によって異なる）があるため、

将来資産が処分された場合、保険契約者に対す

る債務に関して何十億ドルもの積立不足が生じ

ると推定されています。

保険契約者に対する債務およびその他の支払請

求者に関する何十億ドルもの積立不足は、連邦

の規制当局や政策決定者の強い関心を集める

公算が大きいと思われます。その結果、連邦の

要件の変更や連邦法優先が拡大する雰囲気が

醸成される可能性があります。

NAICは、米国で増大する需要を満たすために、

手頃な資産保護商品の選択肢の幅を広げること

を目指して、大幅な改革の検討を進めています。

考えられる変更としては、商品の改善および規制

上の制限の緩和のための州・連邦の優遇措置に

至るあらゆる事項などです。

今後数十年、LTCを引き受けた保険会社の清算

によって重要な影響を及ぼす保証基金賦課金を

削減又は提言するために、生命保険会社および

傷害・医療（A/H）保険会社は、検討や改善のため

の議論に参加する機会があります。最小限、保険

会社は、関連するNAICの委員会や事業者団体の

活動から目を離さないようにして、新たに出現する

動向や変更の情報を絶えず入手するようにすべき

です。

保険契約者に対する債務およびその他の支払請求者に関する何十億

ドルもの積立不足は、連邦の規制当局や政策決定者の強い関心を集

める公算が大きいと思われます。
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1年先を見据えて  保険分野における2017年の規制動向 

様式F：統合的リスク報告が

変更される可能性
統合的リスクを報告する様式Fは、提出対象とな

る保険会社の最終支配者／企業が、米国内の

保険会社に統合的リスクを引き起こす可能性の

ある、保険持株会社のシステム内の重大なリスク

を特定する提出物です。しかしながら、最近の調

査によれば、そこでの回答が重大なリスクに係る

考慮事項について十分な情報を提供していない

として、規制当局が提出物に満足していないこと

が示唆されています8。 

NAICは、様式Fの項目に対してより完全で思慮

に富んだ回答を行う方法を例示するガイダンス・

マニュアルおよび／またはベストプラクティスの

文書を作成中です。そこでは主に、持株会社のシ

ステム内における非保険リスクに重点が置かれ

ています。

保険会社にとって懸念事項の1つは、望まれた通

り詳しく回答した場合、持株会社のシステムにお

けるERMの枠組みの不備を特定する結果になり

かねないことです。具体的には、それが十分に包

括的でないこと、またはグループ内の規制対象

外の企業のリスクを評価するために十分なリソー

スを配分していないことが明らかになる可能性が

あります。また、望ましい回答が、現在、米国証

券取引委員会（SEC）が期待する開示の範囲を

超える可能性もあります。

持株会社のシステムに係る追加的な記述式開示

としては、ITに係る考慮事項、内部統制によって

軽減されている主要な固有リスクの列挙、グルー

プの事業計画に係る追加的な開示、ならびに内

部監査による発見事項、コンプライアンスおよび

リスク管理に係る追加的な開示などが考えられ

ます。

保険会社は、持株会社のシステムに係るERMの

枠組みを強化して一層包括的なものとし、非保険

グループの活動を取り扱う範囲を改善することに

よって、この問題に正面から取り組む機会が得ら

れます。最低限、グループ・ソルベンシー問題（E）

ワーキンググループの動向を常に把握するととも

に、必要に応じて、想定される変化に対応するた

めの内部計画を策定すべきです。

保険会社は、持株会社のシステムに係るERMの枠組みを強化して一

層包括的なものとし、非保険グループの活動を取り扱う範囲を改善す

ることによって、この問題に正面から取り組む機会が得られます。
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グループ規制資本の

イニシアティブ
様々なグループ資本要件が現在策定されつつあ

り、国内・国外の両レベルで導入の準備がなされ

ています。これは、これまでグループ規制資本の

基準や算定に取り組む必要のなかった米国の保

険業界にとって新しい経験です。監督当局がこの

要件の適用対象になると決定した保険グループ

は、すでに適用されている企業ごとの資本基準に

加え、この新たなグループ資本基準／算定方法

に準拠しなければなりません。

3つの地理的レベルのすべてで、以下のような別

個のイニシアティブが現在進行中です。

• 国際レベル 金融安定理事会の指揮の下、

IAISはすでに基礎的資本要件（basic capital
requirement：BCR）の策定を終え、現在は保

険資本基準（insurance capital standard：ICS）

を策定中であり、2017年中には ICSのバー

ジョン1.0が合意される予定です。ICSの策定は

恐らく最も先に進んでおり、下記を含む様々な

分野で変化の引き金となる可能性があります。

– 評 価 手 法  市 場 価 値 調 整 評 価 （ market
adjusted valuation：MAV）ベースおよび「一

般に公正妥当と認められた会計原則」（GAAP）

プラス調整ベースが検討されている。

– 所要資本 所要資本を定めるためのストレ

ス・テストや資本基準が策定されつつある。

– 適格資本 企業が適格資本に含められる項

目について検討が進められている。

• 連邦レベル 2016年初頭、FRBは提案中の資

本基準に関するコメントを募集する「規則案制

定に係る事前公示」（ANPR）を承認しました。

FRBは、銀行または貯蓄金融機関を所有する

米国の国内保険会社についてはビルディング・

ブロック・アプローチを用いて、また金融安定監

視評議会（FSOC）によってSIFIに指定された

保険会社については連結アプローチを用いて

グループ資本基準を策定することを目指してい

ます。

• 州レベル 2016年に州保険規制当局は、

NAICと協調し、RBC合算（RBC aggregation）

手法を使用する保険会社を対象とする米国グ

ループ資本算定方法の構築に着手しました。

NAICのグループ資本算定ワーキンググルー

プは、FRBと連携して、グループ資本基準／算

定方法に共通の考慮事項を検討することを任

務としています。

コンプライアンスを達成するために、保険会社は

要件を運用可能にする必要があります。資本基

準／算定方法の具体的な特性によっては、その

ためにリソースへの多額の投資が必要になる場

合があります。そうした投資の対象には、資産お

よび負債の価額を算定するシステム、必要なデー

タを収集するための新たなプロセス、要件を満た

すために適切な保証水準をもたらす内部統制の

改善、ならびに当局への順調な提出を可能にする

報告およびガバナンス・プロセスの改善などが含ま

れます。さらに企業は、商品の価格設定、リターン

のハードルレート、資本の適格性、および新たな

規制要件と比較した現行実務などの分野におけ

る戦略への影響を検討する必要もあります。ま

た、競争優位を確保できる場合には戦略上の機

会も生まれることがあります。

保険会社は、現在進行中の様々なイニシアティブ

に精通した後、自社事業への影響を分析すべきで

す。また、要件を作成している組織にインプットを

提供し、関与することによって規制の方向付けに

貢献することも望ましいと言えます。
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展望

規制面について言えば、2017年は例年以上に不確実性の高い

年になりそうです。この変動の大きい予測困難な環境にあって、

保険会社は、最新の規制動向に絶えず精通していけるよう特に

注意を集中することが望ましく、同時にこれまで通り、現行法規

の遵守を達成するのに必要なことをすべて実施すべきです。

デロイト規制戦略センター（米州）では、この1年を通じて、新たな

規制動向の展開とともにそのモニタリングおよび分析を継続的

に実施していくつもりです。

最新のニュース、動向および知見については、デロイトのウェブ

サ イ ト www.deloitte.com/us/about-dcrsamericas を ご 覧 く だ 
さい。
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