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誰もが連邦政府による刷新の

行方を見守る中、作業は続く
コロラド州デンバー  －  全米保険監督官協会

（NAIC）春季全国会議は主催地デンバーから丁

重なもてなしを受けました。うららかな天気と冠雪

した山々を背景に、往々にして不確実性を伴う

保険問題について、現実的な議論が戦わされま

した。

この不確実性を引き起こした主な要因は、明らか

に米国の政権交代でした。このことが最も明瞭に

なったのは、医療費負担適正化法（Affordable 
Care Act）の先行きおよび生じ得る変化が集結し

た諸州に与える影響に関する議論でした。

ドッド・フランク法およびそれに関与する諸機関の

今後も不明瞭のようです。米国財務省連邦保険

局（Federal Insurance Office：FIO）の関係者も

会議に出席していましたが、FIOは現在、局長が

空席のまま運営されています。会議には連邦準

備制度理事会（FRB）の代表者の姿もありました

が、ダニエル・タルーロ理事の退任に伴い、FRB
にも変化が起きるようです。同理事は、FRBの監

督下にある金融機関を対象とする保険資本基準

の策定に責任を負ってきました。

しかしながら、不確実性の原因のすべてが連邦政

府にあるわけではありません。NAICのサイバーセ

キュリティモデル法の制定への取り組みは依然と

して続いています。一部の保険局長官は長期医

療保険（long-term care：LTC）分野の現状に懸

念を表明しました。さらに、イノベーションと技術が

現時点では想像不能な変化をもたらすことは間

違いありません。

しかし、不確実性を悲観論と同一視する傾向は

慎むべきです。この政治の新たな時代に、州の保

険規制が再び勢いを増しているように見えます。

保険局長官は、年金の販売から自動車保険に至

る多様な問題に対する消費者の懸念に対処する

中で、イノベーションや技術を受け入れる意向を

示しました。将来に対する対応は十分可能と思わ

れます。

おそらく野球ファンと同様、保険規制当局や利害関係者にとっても、春は希望の季節と言えるでしょう。

主要問題

トピック 現状 見通し

サイバー

セキュリティ

いまだモデル法に関するコメント

を受け付けている段階

法案作成グループの座長は最

新版の受け入れが増えていると

の見方

新たなイノベーション作業部会

長は、遅延している提案の最終

決定を強く要請

ニューヨーク州保険局長官は、NAICに対して自州

が制定した米国初の法律を採用することを強く要請

保険会社は、統一性が達成されるまでに多様なコン

プライアンス要件の出現を予期することが必要

ビッグデータと

イノベーション

規制当局は、保険会社および

規制当局によるイノベーション

やビッグデータの利用を受け入

れる意向を表明

世界の規制当局の一部は、消費者にとって安全で

ある限定的なイノベーションを実現するため、レギュ

ラトリー・サンドボックス（規制の実験場）を設定した

消費者保護が大きな焦点となる見込み

規制当局によるビッグデータの利用は大きな変革

であり（特に、市場行動にとって）、業界が準備を怠っ

た場合、両者の間に情報の非対称性が発生する可

能性

年金の販売 「最善の利益」基準が広範に受

け入れられつつある模様

労働省（DOL）の規則の先行きにかかわらず、結

局、年金販売に対する規制当局の精査が強化され

る見込み

グループ資本の

算定法

算定方法の策定作業が進行中 業界のインプットを受け入れることが、全員にとって

受諾可能な解決策となるはずである

表面化していないものの、算定方法が義務化され

る可能性への懸念

長期医療保険 長期医療保険（LTC）市場の財

務健全性および将来の状況に

関する懸念が表明され、作業部

会を設置

保険会社は保証基金や賦課金の問題に関する改

正に注意を払うことが望ましい

プリンシプル・

ベースの準備金

積立（PBR） 

導入が順調に継続中 規制当局は研修や人員配置の必要性に注目して

いるが、影響を受ける保険会社も、PBRへの全面

移行の準備を進めているため、同様の注意を払っ

ている模様

コーポレート

ガバナンス開示

夏季会議における採用に向けて

モデル作成が進められた

リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA）の導入

後、コーポレートガバナンス開示が保険会社にとっ

て次の大きなコンプライアンス上の変更事項

ORSAを足がかりとすることが、保険会社にとって

開示の準備を進める1つの方法となる可能性 
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イノベーション・技術作業部会が

早速エンジン全開で活動

イノベーション・技術（EX）作業部会の初回会議で

は、ミシガン州保険局長官のパトリック・マクファー

リン部会長が作業部会メンバーに対し、「積極的

に学ぶことの体験」を望んでいると出席者に告げ

ました。同部会長が提案した企画には、保険局長

官のシリコンバレー視察、自動運転車のテストを

見学するためのミシガン州のMシティ訪問のほ

か、様々な追加会議が含まれていました。

マクファーリン部会長は、「主な目的は保険局長

官やスタッフにイノベーションを理解してもらうこと

にある」と述べた上で、同様にイノベーターにも規

制当局を理解してもらうつもりであると付け加え

ました。作業部会は、自身の任務、現在直属す

るワーキンググループ、および新しいワーキング

グループの可能性について議論しました。

現在、サイバーセキュリティ・ワーキンググループ

はこの作業部会に直属しています。変更された任

務の1つは、保険データ・セキュリティ・モデル法

（Insurance Data Security Model Act）の策定で

す。新ワーキンググループの座長となったサウス

カロライナ州保険局長官のレイ・ファーマー氏は、

ごく最近公開されたモデルに関する利害関係者の

フィードバックについて、「どれひとつ好意的なコ

メントはなかった」と述べました。作業は続いてい

ます。

オクラホマ州保険局長官のジョン・ドーク氏は、マ

イクロ保険を取り扱うサブグループの設置を提案

しました。同作業部会が調査すべき別の課題とし

てモビリティも提案されました。欧州の大手再保険

会社の代表者は、次世代保険技術（ Future 
Insurance Technology：FIT）研究所の設置を提

案し、自身の会社はその立ち上げを支援する用意

があると規制当局に告げました。

消費者代表の経済正義センター（Center for 
Economic Justice：CEJ）のバーニー・バーンボー

ム氏は、3つの点を保険局長官に訴えたいと発言

しました。その上で、ビッグデータは消費者に力

を与える手段として大いに有望だが、そうした利

点も規制ガイダンスがなければ発揮されないと述

べました。また、それらの新技術を急速に採用す

るには消費者保護が必要不可欠になると指摘し

ました。

同氏はインシュアテックだけでなく規制のイノベー

ションの検討も規制当局に求めました。その例と

して、消費者に結果、つまり成果を示すために、

より高精度なデータの収集法を利用することを挙

げました。企業は保険金請求や訴訟などの解決

という点でどんなことをしているでしょうか。この

種の問いの答えを活用すれば、消費者にパワー

を与えることができます。これらは、規制のイノ

ベーションに向けた数多くの機会のうちの少ない

例にすぎない、と同氏は述べました。

米国保険協会（American Insurance Association：
AIA）のフィリップ・カーソン氏は、新規参入企業と

既存企業のどちらにとっても公平な競争の場、企

業間取引よりも消費者保護の重視、および高リス

クの行動を助長しないイノベーション、という3つ
の指導原則を設けるべきであると規制当局に告

げました。

米国生命保険協会（ACLI）の代表者は、ACLI
がイノベーションの点で規制当局と連携するの

を楽しみにしていると規制当局に述べました。

あるスタートアップ企業の創設者は、技術は、

十分にサービスを受けられない層のために格

差を縮める機会をもたらすと規制当局に告げ

た上で、規制当局が支援することが望ましい例

としてマイクロ保険における主導的な推進を具

体的に挙げました。

米 国 損 害 保 険 協 会 （ Property Casualty 
Insurers Association of America：PCI）のデイ

ブ・スナイダー氏は、これまで米国の保険市場

を形成してきた柱を解体する前に、時間をかけ

て熟慮することを規制当局に強く求めました。

そして、新規参入企業は規制当局の監督下に

置かれることや、自身が長期的に存続できるこ

とを証明するべきであると述べました。

同作業部会はモビリティに関連する保険の問

題を研究する任務を有する一方、マイクロ保険

の研究に向けた新たな任務を策定する作業を

進めることになります。
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ニューヨーク州が自州のモデルの

採用をサイバーセキュリティ・

ワーキンググループに要請
NAICはサイバーセキュリティモデル法の作成に向

けた取り組みを断念し、代わりに最近ニューヨーク

州で導入された規程を採用すべきでしょうか。これ

こそがニューヨーク州保険局長官のマリオ・ブッロ

氏の提案したことでした。同氏は、ニューヨーク州

金融サービス局（New York State Department of 
Financial Services：NYDFS）による「金融サービ

ス企業に対するサイバーセキュリティ上の要求事

項」の導入についてサイバーセキュリティ（EX）ワー

キンググループでプレゼンテーションを行いました。

同ワーキンググループでは、現在保険データ・セ

キュリティ・モデル法案作成グループの座長を務め

るロードアイランド州のエリザベス・ドワイヤー銀

行・保険局長官もプレゼンテーションを行いました。

ドワイヤー氏は、当該モデルの第3版を2月27日に

公表し、同ワーキンググループが関係者からコメン

トを受け取ったことを明らかにしました。そして、法

案のこの最新版に示されたリスクベースのセキュリ

ティ要件に関して合意が得られたと述べました。同

グループは第3版に関する最終コメントの受理に明

確な期限を設定しています。同ワーキンググルー

プ座長のサウスカロライナ州のレイ・ファーマー氏

は、この次のステップがこのプロセスの最後になる

ことを望んでいると法案作成グループに告げまし

た。このモデルについて当初設定された採用期限

は2016年の最後のNAIC会議でした。 

ブッロ氏は、NYDFSは多種多様な形態や規模の

金融サービス企業を規制しており、どんなサイバー

規制もそれらの企業すべての要求を満たす必要が

あるとワーキンググループに指摘しました。そし

て、米国の金融機関にとってサイバーセキュリティ

ほど大きな脅威はなく、この問題のおかげで夜もお

ちおち眠れないと述べました。

すべての金融機関は、国内外、組織内外のいず

れから仕掛けられるかを問わず、サイバー攻撃に

対して脆弱であるとブッロ氏は述べました。だから

こそ、NYDFSは広範囲に及ぶ2年のプロセスを経

てこの規制を策定したのです。サイバーセキュリ

ティ法は2017年3月1日に施行されました。 

ブッロ氏は、ニューヨーク州にとってコメント期間が

非常に重要だったと述べました。NYDFSは、最高

情報セキュリティ責任者（CISO）や法執行機関、サ

イバーセキュリティ担当取締役などから200件以上

のコメントを受け取りました。これを踏まえて、サイ

バーセキュリティ法は、リスクベースの評価に注力

する企業については最低限のコンプライアンス基

準しか定めていません。

各企業は自社のリスクを評価し、独自のサイバー

方針とプログラムを作成する、とブッロ氏は説明し

ました。そうしたプログラムの主な構成要素は次の

ようなものです。

• この法律は、上級経営者がプログラムに関与

し、コンプライアンスを証明することを期待して

いる。

• 企業は、サイバーセキュリティ・プログラムに対

する十分な資金と人員の投入を確保しなければ

ならない。

• どの組織も、役職の1つとして、または外部の

サービス提供業者を通じてCISOを置かなけれ

ばならない。

• CISOは取締役会または上級経営者に定期的

に報告しなければならない。

• 企業は、スタッフと管理者の研修に責任を負う。

• 多要素認証（multifactor authentication）を導入

しなければならない。

• 個人データは暗号化しなければならない。

• 第三者ベンダーがソリューションの一部を構

成すべきである。

• サイバーリスク管理は組織の最高レベルの

最優先事項とすべきである。

重大なサイバー侵害が発生した場合、それを

最初に知った時点から72時間以内に規制当局

に通知しなければなりません。「重大な」という

表現は幾分主観的に聞こえます。ブッロ氏は、

この点に関する質問に答えて、自分はデータ

フィッシングを狙ったeメールのすべてについて

通知を受けたくない、と述べました。侵害の通

知に加え、侵害の条件を再構成できるよう、文

書や情報の保持が必要になります。

そしてブッロ氏は、ニューヨーク州の規程を

NAICのモデルとして採用することを提案しま

した。

ニューヨーク州のモデルとNAICのモデルの違

いについて話すことを求められ、ブッロ氏は、同

州がリスクベースのアプローチを取っている点

に触れました。またインシデントの報告の点で

も違いがあります。ニューヨーク州の規程では、

企業は、はっきりした侵害が発生した場合にの

み規制当局に通知することを要求されます。

NAICの法案では、侵害が発生した「可能性が

ある」場合でも規制当局に通知しなければなり

ません。同氏は、ニューヨーク州ではワイヤレ

ス伝送する個人データの暗号化に関する規程

がより詳細に定められていると述べました。

ブッロ氏は、ニューヨーク州も規程の策定に際

し、NAICの法案作成ワーキンググループと同

じ問題を経験したことを繰り返し述べました。そ

して、一貫性のためにNAICがニューヨーク州の

規程を採用することを改めて提案しました。
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ビッグデータの効能に関して

スピーカーの意見が衝突

NAIC春季会議で、ビッグデータ（EX）ワーキング

グループは作業計画について議論しました。ま

た、ビッグデータと規制に関するプレゼンテーション

とそれに対する質疑応答が行われました。同ワー

キンググループのメンバーは自身が直面する課

題に関して懸念を表明しました。

フロリダ州の規制当局は、同ワーキンググループ

の対象範囲が広範で、扱う問題が非常に大きい

と指摘した上で、「こうした時間枠の中でまだ余力

があるのか、一定の見直しが必要ではないか。こ

れ以上は不可能に思える」と問いかけました。同

ワーキンググループ座長のオレゴン州保険局長

官のローラ・カリー・ロビンソン氏はこれに同意し

て、この時間枠の中で優先順位を付ける必要が

あると述べました。

座長はまた、作業計画の項目の明確化を求め、

「差別的効果（disparate impact）」に代えて「不

公平な差別（unfair discrimination）」という用語を

使用することを提案しました。また、イノベーション

すべてが問題になるわけではないことを認め、市

場で消費者に影響を与えるイノベーションに関し

て均衡の取れた理解を可能にするために作業計

画を変更することも提案しました。

PCIの代表者は、利害関係者全員が建設的な協

力関係に共通の関心を寄せているとコメントしま

した。そして、規制当局がビッグデータを利用でき

るように教育する一助として企業やサービス提供

業者を招き入れることを規制当局に提案しまし

た。さらに、データ収集やベンダーによるデータ利

用を巡る問題についても触れました。

消費者代表のバーニー・バーンボーム氏は、作

業計画の詳細が重要であると規制当局に告げた

上で、同ワーキンググループに対して作業を続け

ることを促しました。そして、消費者に分かるよう

に問題点のすべてを列挙すべきであると述べま

した。

同氏は、保護対象層（protected class）に対して

代用手段を使用する余地が縮小されるという理

由で差別的効果という考え方を支持しました。ま

た、規制がイノベーションを妨げているという捉え

方を退けました。

ローレンス・S・パウエル博士は、保険業界におけ

るビッグデータと規制に関するプレゼンテーション

でビッグデータに数多くの利点があると述べ、そ

の例として、価格設定の効率化、より正確かつ適

切なデータ利用、消費者の満足度向上、保障範

囲の拡大、より効果的かつ不正の余地の少ない

保険金請求プロセス、正確性の改善、効率性向

上を挙げました。また、保険商品の規制の改正、

開示に関する懸念、価格のセグメント化および規

制のリソースについても触れました。

バーンボーム氏はパウエル氏の所見に反論し、

その論文には著しく不備のある誤った市場データ

が含まれていると述べました。そして、市場や商

品が誤って解釈されているとする例をいくつか挙

げました。パウエル氏は質問への回答の中で、こ

の論文はPCIから資金提供を受けていると述べま

した。しかし、自分の時間や労力は売り物だが、意

見を売りに出すことはないと付け加えました。 

NAIC提供 
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SVOのマニュアル改訂の

遅れ

証券評価（E）作業部会の会議では、NAIC証券評

価局（Securities Valuation Office：SVO）が信用

格付会社による格付を拒絶する裁量権を拡大す

ることを目的とする、「NAIC投資分析室目的・手

続マニュアル」の改訂案が暗礁に乗り上げまし

た。提案された変更を検討する時間が十分ないこ

とを含め、利害関係者が様々な懸念を表明したこ

とを踏まえ、作業部会メンバーがそうした懸念を

収集して検討する間、改訂案の議論が延期され

ました。

同作業部会の部会長を務めるルイジアナ州のス

チュアート・ゲリン氏は、改訂の意図はSVOに無

制限の裁量権を付与することではないが、（SVO
による）一定の裁量権の行使能力は不可欠であ

ると述べて利害関係者に安心感を与えようとしまし

た。部会長は、懸念が存在することを認め、「もっと

時間をかける必要がある」と述べました。

ある規制当局は、この問題についてはすでに相

当議論を重ねてきたと指摘しました。そして、

「我々は長い間これに取り組んでいる」として、作

業部会は一向に前進せず、検討しすぎて身動き

がとれなくなる恐れがあると述べました。さらに、

「いつまでも細かく一字一句を問題にするよりは

試行錯誤で学ぶ」方が望ましいと主張しました。

ゲリン氏は、最近多くのコメントを受け取ったことに

触れるとともに、改訂案の背後にある根拠を示しま

した。また「我々は無分別に信用格付に依拠して

いるわけではない」と述べ、どの規制当局もそれを

望んではいないと付け加えました。

私募投資家協会（Private Placement Investors 
Association：PPiA）の代表者は、裁量的な要素が

残存するとしたら、どんな具体的な変更が含まれ

ることになるのかを知りたいと作業部会に告げまし

た。また、スケジュールや機密性など他の問題に

ついても懸念を表明しました。

NAIC提供 
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業界がマクロ健全性の 
監視およびグループ監督に

関する見解を提示 
 
 
金融安定（EX）作業部会は、「金融危機後の既存

の規制改革の適用可能性について」分析し、「潜

在的な改善領域や欠落領域の発見を含め、マクロ

経済動向を特定すること」を組み入れるよう、その

任務を拡大しましたが、今回の会議では、3名の多

様な業界代表者によるマクロ健全性の監視および

グループ監督に関するプレゼンテーションが行わ

れました。 

欧州の大手保険グループの最高リスク管理責任

者（CRO）は、主にストレステストについて語り、と

りわけストレステストから学んだ教訓等を規制当局

に示しました。この代表者は、広く見られる課題の

1つは、専門家の判断が細部において「常に間違

う」傾向があることだと述べました。それ以外には、

「通常の経験」から外れるシナリオについて合意す

ることが難しく、また意見が多様なため、シナリオツ

リーで一致することも容易ではありません。したがっ

て、分析に課題があるだけでなく、シナリオの発生

可能性がほとんどないと認識されるため、対策の

実行がそれに輪をかけて困難になっています。 

同CROは、規制当局等に対して、過去のシナリオ

を活用してリバース・ストレステストを実行する一

方、ストレステストの代替手段として、管理ツール

キットや条件付き行動にもっと注意を向けることを

推奨しました。そして、ストレステストとシナリオ分

析を正規の資本管理プロセスに組み込むべきであ

り、市場全体のストレステストを、マクロ健全性監

督における事実に基づく出発点とすべきであると

述べました。 

米国の大手保険グループの副会長は、金融危

機後にグループ監督に着目したのは適切な対応

であり、既存の法人に対する強力な監視を自然

に補完することになったと述べました。そして、

ORSAなどのツールの開発、および事業関連の

リスクに対する規制当局の注目の増大を歓迎し

ました。 

同副会長は、保険会社と監督者が率直なコミュ

ニケーションを頻繁に行うことを求めました。ま

た、再生・破綻処理計画は、有用であるが、必要

不可欠なものではない可能性があるとも述べま

した。同氏はさらに、流動性は保険グループにとっ

て困難を引き起こす可能性が資本以上に高く、

グループ評価の適切なツールを有することが重

要であると指摘しました。副会長は、「州主体の

効果的なグループ監視」を「業界における保険監

督に対する信頼性の基礎をなすもの」として賞賛

しました。 

3番目のプレゼンテーションでは、米国の別の

大手保険会社の代表者が、リスク伝播経路を

使用して金融安定性に対する潜在的脅威を特

定することを支持するとともに、マクロ健全性の

観点から保険セクターの活動を評価する基準と

して資産の売却、相互関連性および代替可能

性を挙げました。 

米国を拠点とする保険会社の代表者は、「グ

ローバルにシステム上重要な保険会社」（G-
SII）の基準を、企業ベースのアプローチから活

動ベースのアプローチへと拡大しようとする、保

険監督者国際機構（International Association 
of Insurance Supervisors：IAIS）のイニシアティ

ブは、主に規制の対象範囲の拡大を目指す試

みであるとして懸念を表明しました。
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全員にとって

様式Fの導入ガイドは行き過ぎ 
グループソルベンシー問題（E）ワーキンググルー

プの会議では、「F」は「失敗（fail）」の頭文字にな

りました。様式Fの導入ガイド案は、その善意は認

められながらも、様式Fの要件を踏み越えたと考え

る利害関係者の間に不和を引き起こしました。

NAICのジョン・バウアー氏は、公開されたガイド

に関して寄せられたコメントの主なテーマを説明し

ました。その中には、様式Fの明示的な要件を踏

み越えた当該ガイドの拡張のほか、当該ガイドの

ようなガイダンスの導入方法に関する疑問が含ま

れていました。

バウアー氏はそれらの懸念にある程度同意して、

「このガイドは、存在するかもしれない･･･要件を

超えてしまっているように見える」と述べました。

つまり、ガイダンス・マニュアルには、様式Fの意

図や期待と整合しない可能性のある問題点が存

在することを認めました。そして、具体的に懸念さ

れる様々な分野を指摘したものの、最後は、「と

はいいながらも、あなたがた規制当局者は自身

の活動範囲を完全に維持すると確信している」と

締めくくりました。

北米最高リスク管理責任者協議会（ North 
American Chief Risk Officers’ Council）のジョー・

ザンパノ氏は自組織を代弁して、目的は強く支持

しているが、「現在の様式は範囲がやや広すぎる

かもしれない」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）のミシェル・ロ

ジャース氏は、自身のグループはこの分析を支

持し、受入可能な商品を生み出すために規制当

局と協力する用意があると発言し、他の業界団体

の代表者も同様の感想を繰り返しました。

NAIC提供 

ある規制当局者は自分の印象では、それがプ

リンシプル・ベースの文書になると想定されてい

る場合、業界は規則として定められた要件を求

めているようだ、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・ネイ

バーズ氏は、他の理由でこのモデルに議論の

余地があるとすれば、全社的リスクの定義を見

直す必要があると述べました。

「実際のところ、問題は全社的リスクの定義に

ある」と同氏は指摘しました。

同ワーキンググループ副座長のテキサス州のダ

グ・スレープ氏は、恐らくワーキンググループは

その文書を取り下げた上で、前進する方法を考

え出すべきと述べました。ある規制当局者は導

入ガイドの採用を投票に掛けることを提案しまし

た。キャシー・ベルフィ・コネチカット州保険局長

官は、ガイドが法の範囲を超えている以上、自分

としては反対票を投じざるを得ないと述べました。

ガイドの採用に関する動議が提案されましたが、

支持が得られず却下されました。一定の議論の

後、同ワーキンググループは草案作成グループ

を設置してこの問題への取り組みを継続すること

を決定しました。
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ACLIが 
非保険事業体を対象とする

グループ資本算定法の

アプローチを提案
米国生命保険協会（American Council of Life 
Insurers：ACLI）の代表者は、グループ資本算定

法の提案の一部として、非保険・非規制対象事

業体の取り扱いに関する提案をグループ資本算

定（E）ワーキンググループに提示しました。この

提案は、ACLIが2016年12月に示した提案を改

訂したものであり、3つの可能なアプローチを規

制当局に示しています。

ACLIの3つの提案とは、集約・較正（aggregation 
and calibration）アプローチの派生形、以前提案

されたNAICの方法に類似した第2のアプローチ、

および第1のアプローチを修正した簡約版です。 

ACLIは、この3つのアプローチすべてで、根本的

な特徴が共有されていると指摘しました。その特

徴の1つは、グループ資本の算定にあたり、重要

な金融事業体および明白にグループに依拠する

非金融事業体のすべてについて、その資本要件

を把握することに注力する一方、重要でない金

融事業体および明白にグループに依拠しない非

金融サービス事業体の大半を除外するということ

です。これとは別の3つのアプローチすべてに共

通する特徴は、除外された事業体の資産・負債が

グループ資本算定から除外されるということです。

ACLIによれば、最初のアプローチは適切な規制

制度の利用を基礎とするものであり、調整は最

小限に留め、事業形態の違いを加味しません。

保険関連の事業体は親会社のソルベンシー規

制に基づいて取り扱われ、他セクターの事業体

は、銀行であればバーゼルIIIといったように、

各々のセクターの制度を利用します。明白にグ

ループに依拠する資産運用会社や非金融サー

ビス事業体は、オペレーショナルリスク・チャージ

が適用されます。

第2のアプローチはNAICスタッフのメモに概ね

一致していると説明されました。そのメモでは、

明白にグループに依拠しない非金融サービス事

業体および重要でない金融サービス事業体の大

半を除外することが提案されています。セクター

の資本規制の対象となる事業体（例えば、銀行）

には当該規制が適用される一方、明白にグルー

プに依拠する非金融サービス事業体に含まれる

重要な金融サービス事業体には22.5％という米

国のリスクベース資本（RBC）チャージが追加さ

れます。

第3の簡易アプローチでは、親会社の規制によっ

てカバーされる非保険事業体とそうでない非保険

事業体を区別しません。重要でない金融サービ

ス事業体はすべて除外され、明白にグループに

依拠する非金融サービス事業体にはオペレーショ

ナルリスク・チャージが追加されます。ACLIによ

れば、第1のアプローチと第3のアプローチの最も

重要な違いは、前者では2つの重要性の基準を

使用していることです（事業体が親会社の規制に

よってカバーされる場合はより高い基準）。これ

は、親会社の規制を尊重し、現行規制への変更

を限定することを意図したものです。

ACLIは実地検証を通じてこれらのアプローチを

調査することを規制当局に求めました。

また同ワーキンググループは、RBCを提出せ

ず、および／または法定会計を使用しないほか、

規定された／許容された実務を対象とするアプ

ローチ案を米国の保険会社に公開しました。
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規制当局に対し、PBRパイロット・

プロジェクトは成功との声

NAIC春季会議のPBR検討ワーキンググループで

は、2018年1月に発効する責任準備金評価マニュ

アル（VM）31の改訂を提案する生命保険数理作

業部会（LATF）の草案作成グループの主導権を、

カリフォルニア州が握る見通しが明らかにされまし

た。VM-31は、標準責任準備金評価法（Standard 
Valuation Law）に基づくプリンシプル・ベースの準

備金（PBR）が適用される保険契約または契約に

係る最低要件を定めるものです。

また同ワーキンググループでは、PBRの準備の

様々な側面およびPBRパイロット・プロジェクトの

結果に関する現状報告もなされました。

NAICのラリー・ブルーニング氏は、州保険規制当

局を対象とするPBR検討支援の進捗状況に関す

る最新情報を、規制当局と利害関係者に提供しま

した。そして、NAICが新たに取得したソフトウェア

に伴う研修をすでに完了し、標準ポートフォリオモ

デルを作成したと述べました。NAICは、この標準

ポートフォリオモデルを使用した感応度テストの結

果を夏季全国会議で報告する予定です。

またブルーニング氏は、NAICが募集中のアク

チュアリー職にまだ2つの空きがあることにも触

れました。

米国アクチュアリー会（SOA）、アクチュアリー・

コンパス（Actuarial Compass）および米国アク

チュアリー学会（AAA）はいずれも、生命保険会

社を対象とするPBRの採用が進む中、その準

備作業に当たる規制当局を対象に研修を提供

しています。

企業を対象とするPBRのパイロット・プロジェクト

には9州の11社が自主参加し、120万件以上に

及ぶ額面保険金額の総額が8,290億ドル以上

に上る定期保険と無失効保証付ユニバーサル

生命保険および36億ドル以上の既報告支払準

備金がテストされました。このプロジェクトの目

的は、責任準備金評価マニュアルの完全性と明

瞭性のほか、準備金を報告するVM-20準備金

補足表および指示の適切性を評価することにあ

りました。また、PBRの評価要件に対する企業

のコンプライアンスやこのプロジェクトに関する

企業の見解についても判定が下されました。

主な結果は次の通りです。

• 参加した11社のうち3社は、2017年に発行さ

れる商品をPBRに基づいて評価すると述べま

した。1社は、財務省がPBRに基づいてどのよ

うな税金準備金を許容するかに応じて、PBR
に基づいて商品を評価するかもしれないと述

べました。

• 定期保険商品をテストした10社のうち2社では

決定論的準備金（deterministic reserve）がマ

イナスになりました。規制当局によれば、投資

資産に基づく投資利益と合算した結果として

生じるキャッシュフローが、当該商品に係る保

険金と費用に充当しても、なお余裕があるよう

に保険料が設定されている場合、そうした事

態が発生する可能性があります。しかしなが

ら、この事態は非現実的な仮定のために生じ

たものであり、規制当局が企業を検査する際

に直面することがある課題を示している可能

性も考えられます。

• 出再した再保険に関する準備金を報告した8
社のうち1社は、再保険出再前の準備金が出

再後の準備金よりも少額になったと報告しま

した。このことは、再保険の会計処理のルー

ルを見直す必要性を示している、と規制当局

は述べました。

規制当局と参加企業の双方とも、このパイロッ

ト・プロジェクトを有益と感じています。
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間近に迫る年金販売の

基準強化

米国労働省（DOL）のフィデューシャリー・ルール

を背景に、年金適合性（Annuity Suitability）（A）

ワーキンググループの会議は活況を呈し、提案さ

れた今年度の作業について利害関係者から様々

な提案がなされましたが、多くの人々が年金販売

に関する新基準の考え方に賛成しました。

NAICの消費者代表である経済正義センターの

バーニー・バーンボーム氏は、退職後の保障が危

機に晒されているという業界の見方に賛成すると

ワーキンググループに告げました。しかしながら、

同氏は、より複雑なハイブリッド商品は問題を引き

起こすという考え方を取っています。

バーンボーム氏は、資産ベースの保険商品に関

するフィデューシャリー基準の確立を検討するよう

規制当局に求めました。そして、これは、州主体の

制度が消費者を守れることを証明し、その結果、

連邦の関与は不要になるだろうと述べました。さら

に、報酬構造の役割に関する検討のほか、市場

の規律を向上させる力を消費者に付与する方法

を検討することも求めました。

バーンボーム氏は、障害を持つ可能性のある消

費者の親族に対する開示と同様、明確な情報と開

示が有用であると示唆しました。そして最後に、適

合性（suitability）を認可基準の1つとすることを検

討するよう、規制当局に要請しました。

ACLIのゲーリー・ヒューズ氏は、バーンボーム

氏が述べたコメントの多くに賛同すると発言しま

した。そして、単にDOLのルールを廃止するの

ではなく、そのルールを、強化された注意義務

基準を提供するルールで置き換えることをACLI
は望んでいると述べました。同氏の考え方によ

れば、DOLの役割は限定的であり、州のみがす

べての年金保険に対する権限を有する機関と言

えます。バーンボーム氏は、多数の異なる基準

が存在する現状に懸念を表明しましたが、ヒュー

ズ氏はこれに同意して、すべてのプラットフォー

ムに対する1つの基準が存在すべきであると述

べました。

ヒューズ氏によれば、州はそうした一貫した基準

の設定や執行で主導的役割を果たすべきです。

州は、PBRのときと同様、迅速にそれができると

述べました。全米退職年金保険協会（Insured 
Retirement Institute：IRI）のジェイソン・バーコ

ウィッツ氏は、連邦機関が定額年金や変額年金

について州に匹敵する水準の知識を有していな

いことに同意しました。

ニューヨーク州の規制当局者、ジェームズ・レガル

ブート氏は、注意義務に関する「最善の利益」基準

に対する業界の関心について質問しました。ヒュー

ズ氏は、関心は高いと答えた後、この基準は適合

性基準をモデルにするのがよいと述べました。全

米生命保険ファイナンシャル・アドバイザー協会

（ National Association of Insurance and 
Financial Advisors ：NAIFA）のゲーリー・サンダー

ス氏は、協会メンバーは適合性モデルを支持する

だろうと発言しました。

「NAIFAは最善の利益基準を恐れていない」とサン

ダース氏は述べました。同氏の主要な懸念は、中

位から下位レベルの市場参加者が商品やサービ

スを利用できることにありました。どんな基準でも、

関連する自社商品を販売する能力を維持しなけ

ればなりません。NAIFAメンバーにとって成功は

長期的関係に掛かっているため、クライアントの最

善の利益のために業務を行うのは当然のこと、と

同氏は指摘しました。

NAIC提供 
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ウッドオール氏が

FSOCの変革を要求 
国際保険関連（G）委員会の会議の出席者に対

し、IAISを含む様々な国際的活動の最新情報が

示され、現在のシステミック・リスクの評価手続き

に関する懸念が表明されました。

最近、改訂保険基本原則（ ICP）とComFrame
（国際的に活動する保険グループの監督の共通

の枠組み）に関する市中協議が開始されました

が、これらに対するIAISの取り組みの最新情報

が規制当局から示された後、ある利害関係者

は、改訂ICPは簡素化されたように思われるが、

ComFrameは非常に濃密で重大な問題を含ん

でいると指摘しました。

ACLIのロバート・ニール氏は、ACLIは簡素化や

明確化が有益であることに同意すると述べまし

た。 ミシェル・ロジャース氏は国際保険協会連盟

（Global Federation of Insurance Associations：
GFIA）を代表して、影響を受けるICPの数が非常

に多く、その範囲も非常に広いと指摘しました。

米国および欧州の大手保険会社2社の代表者

が、システミック・リスクの評価に対する活動ベー

スのアプローチに関するプレゼンテーションを行

いました。これに対する反応として、米国金融安

定監視委員会（Financial Stability Oversight 
Council：FSOC）の議決権委員で保険の専門知

識を有するロイ・ウッドオール氏は、保険会社が

システム上重要な保険会社に指定された事例で

自分が異議を唱えたのは、その基準として活動

が考慮されていないという事実に基づいたもので

あった、と述べました。

「私は、FSOCがコリンズ修正（Collins Amendment）
の改正を勧告しないことに悩んでいました」とウッ

ドオール氏は述べました。ドッド・フランク法に対

するコリンズ修正は、FRBが監督下の金融機関

を対象とする資本基準を設定することを要求して

いました。このことは、保険会社が銀行中心の基

準に従うことを義務付けるものと解釈されていま

した。保険事業を行う保険会社およびすでに州保

険規制当局の規制を受けている保険会社につい

て、そうした資本基準への組み込みを明確に免

除し、法定会計の継続的な使用を認める当該修

正の改正は、2014年にバラク・オバマ大統領が

署名して成立しました。

ウッドオール氏は、FSOCがドッド・フランク法の下

で担うことを想定されている役割を果たすことを要

求しました。米国財務省によれば、「金融安定監

視委員会は、リスクを識別し、金融安定性にとっ

て新たに出現しつつある脅威への対応に関し共

同責任を初めて設定することを、法律上明確に付

託されている。この委員会は、財務長官が委員長

を務め、連邦の金融規制当局、大統領が任命し

た独立の保険専門家および州規制当局の専門知

識を結集する協力的な機関である」。

ウッドオール氏は、ドッド・フランク法は小規模企

業に対して不当な負担を課すべきではないと述べ

ました。
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旅行保険の議論が紛糾

独立保険代理店・ブローカー協会（Independent 
Insurance Agents and Brokers of America）（別
名、ビッグ・アイ）の代表者は、NCOILモデル法に

対して様々な懸念を表明しました。ビッグ・アイは

コメントを提出する予定ですが、その懸念の中に

は次のものが含まれています。

NAIC提供 

旅行保険（C）ワーキンググループの会議では、

様々な業界団体が、全米保険立法者協議会

（National Conference of Insurance Legislators：
NCOIL）で現在作成が進められているNCOIL限
定旅行保険モデル法（ Limited Lines Travel 
Insurance Model Act）案への支持を表明しまし

た。しかしながら、消費者代表と保険代理店・ブ

ローカーの代表者が懸念を表明しました。

業界団体の中ではPCIの代表者が支持を表明

し、またAIAの代表者もPCIのコメントと同意見で

あり、NCOILモデルについて統一性をもたらす適

切な基礎になると考えていると述べました。

様々なプレゼンテーションやコメントがなされる中

で、同ワーキンググループに対して、旅行保険は

他と異なる種類の商品であるとする発言がありま

した。旅行保険は限定的な保険種目であり、その

提供業者は透明性を要求されます。その中に

は、実行可能なコンプライアンス構造により消費

者を保護するモデル法を採用することが含まれ

ます。

ある業界団体のプレゼンターは、旅行保険が消費

者の要求に基づいて総合的な商品として販売され

ていることを示した白書に触れて、この保険の保障

は保険、非保険および免責プラン（waiver plan）の
組み合わせとみなされると述べました。そして、こ

の商品の補償が個別に販売された場合、消費者の

負担が増え、メリットが減少するだろうと規制当局

に指摘しました。また、このプレゼンターは、NCOIL
のモデルについてコメントする中で、旅行と観光

は、他の業種によって統制されていることを認識す

ることが必要であると述べました。最後に、消費者

は旅行保険商品が保険または免責のどちらとみな

されるかを気にしてはおらず、関心は問題が解決さ

れることだけにあると締めくくりました。

この商品の市場の競争性について懸念が表明さ

れたのに対して、このプレゼンターは、競争は存在

するが、通常、保険商品の競争が行われる流通網

とは異なる場所で競争が起こっていると答えました。

• 場所：管轄する法域は販売者または購入者の

どちらの場所なのか。

• 責任：無許可の個人が商品を販売した場合、

誰が責任を負うのか。

• 消費者保護：不公正取引慣行法（Unfair Trade 
Practices Act：UTPA）とこのモデルの間に潜

在的矛盾があるかが不明である。

• 適合性：この商品では明確な開示が適時にな

されない。開示は、購入後に提供される注文

処理資料の中で提供されるが、これは遅すぎ

ると考えられる。

消費者代表のバーニー・バーンボーム氏は、

NCOILモデルの採用を支持せず、また、市場が

競争的とは思わないと述べました。同氏によれ

ば、おとり商法（bait-and-switch）と同氏が呼ぶ

戦術、とりわけ損害率や填補率に関する情報の

欠如、および苦情に関する不完全な統計などが

懸念されます。同氏はまた、一括販売の考え方に

も異議を唱え、保険の消費者は他の消費者が

持っていない権利を有すると指摘しました。した

がって、どんな場合に商品が一括販売されるか、

どこに境界線を引くかが問題になります。さらに

同氏は、この商品は複雑で値段が高いと述べま

した。

同ワーキンググループはこうしたコメントを考慮

し、今後もNCOILモデルの検討を続けます。 
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自動車保険に関する

データ収集が

間もなくスタート
自動車保険の利用可能性（availability）と購入容

易性（affordability）に関する連邦政府の報告書が

公表されたのに続き、自動車保険（C/D）ワーキン

ググループは自動車保険の利用可能性と購入容

易性に関するNAIC独自の分析のためのデータ収

集に着手することになりました。

同ワーキンググループの会議では、議論の皮切り

として、寄せられたコメントが総括され、購入容易

性と利用可能性についての報告に関する権限を付

与することが提案されました。ある規制当局者は、

購入容易性が実際に同ワーキンググループの任

務に含まれるのか否かを問題にしました。

この当局者はこう問いかけました。「自動車保険の

価格が容易に購入できない水準であることをワー

キンググループが見いだした場合どうするのか。補

助金を出すということになるのか」。また、こうした

保険料データを取引レベルまたはZIPコードレベ

ルで収集する必要性についても疑問を投げかけ

ました。

購入容易性という用語の使用については、強い留

保の姿勢が示されました。ある規制当局者は、同

ワーキンググループは不公平な価格を提示されて

いる人がいないかを見いだすためにZIPコードレベ

ルのデータを収集するようにすべきであると提案し

ました。座長はこの提案を歓迎しました。

ある規制当局者は、取組みを保険料のデータ収集

のみに限定すべきではないと示唆しました。自動

車保険の価格を押し上げている損害費の増加には

いくつかの原因があります。今や、自動車のセン

サーのせいで修理費が増大していると同当局者は

述べました。以前ならテールランプの取り替え費は

150ドルだったものが、現在では組み込まれたセン

サーすべてを合算すると1,200ドルにもなります。し

たがって、価格を規制しようとすれば、保険会社は

あっさり撤退するでしょう。その結果、購入容易性

の問題が利用可能性の問題へと変化することにな

ります。

消費者代表のバーニー・バーンボーム氏はデータ

収集の開始を強く規制当局に要求しました。PCI
のデビッド・スナイダー氏はこの動きに反対し、恐

らく少し広い水準になるもの、ISO、PCI、NISSな

どの法定機関を利用して情報を収集することを規

制当局に要望しました。

同規制当局者は保険料だけでなく、損害費やその

原因に関するデータも収集することを提案しまし

た。正確にどんなパラメータを設定すべきがという

点に関して意見の一致はないように見えました

が、その当局者は、正確なパラメータの決定は後

に回して、NAICがそうしたデータを収集すべきで

あるとする動議を提出しました。この動議は賛成を

得て可決されました。

NAIC提供 
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タイトル保険に

新たなハイテクツール

現在、タイトル保険用のアプリケーションが存在し

ています。タイトル保険（C）作業部会はNAIC会議

でタイトル保険用消費者購入ツールを採択しまし

た。このアプリケーションは個々の州に適合するよ

うに手直しすることが可能で、「タイトル保険とは何

か」から始まって「購入した保険会社を訴えられる

か」に至る消費者の広範な質問に答えてくれます。

アメリカ土地権原協会（American Land Title 
Association：ALTA）の代表者は、市場の現状につ

いて同作業部会にプレゼンテーションを行いまし

た。そこでは下記事項を含む様々なトピックが取り

挙げられました。

• 業界のベストプラクティス

– ALTAはタイトル保険・クロージング会社のベス

トプラクティス（Title and Settlement Company 
Best Practices）の成熟度モデルを作成した。

– この成熟度モデルは手続きの強固性や手続き

実行の一貫性を評価するものである。

– 合否報告書と違い、このモデルは5段階のベン

チマークレベルを特徴とする。また、ベストプラ

クティスを改善し、その充足度を向上させる方

法を見いだすのにも役立つ。

– 消費者金融保護局（ Consumer Financial
Protection Bureau：CFPB）などの規制当局が

コンプライアンスを評価する際に利用できる。

• 情報セキュリティとサイバー詐欺

– これはタイトル保険における大きな問題で

ある。

– 初歩的だが最も広く見られる詐欺の1つは

ビジネスメール詐欺（ business email
compromise）である。これは、偽のメールに

よって別の振込先に送金させるものである。

– ハッカーは不動産取引の当事者間で行われ

るメールの送受信を傍受して、売手と買手の

氏名、取引物件の住所、ファイル番号といっ

た具体的情報を取得する。

• 詐欺師は、盗んだアカウントや類似したメー

ルアドレスから、振り込みぎりぎりのタイミン

グで振り込みの変更を指示するメールを

送信し、不正な銀行口座にお金を振り込

むよう求める。

• このメールは本物のような外観を備え、ハッ

カーがメールの本文や添付ファイルから取

得したその取引固有の情報を含んでいる

ことも多い。

• 不動産ローンのイノベーション

– 遠隔電子公証（Remote Electronic Notarization）
はビデオによる証人の署名を可能にするイノ

ベーションである。ALTAは、各州が、本人出頭

の下に手書きで署名する伝統的な公証と同等

の確実性を電子公証された文書に付与し、州

法に基づき実質的に当該公証とみなす通達を

発布することを望んでいる。2州がこうした扱い

を採用し、10州がこの件に関する法律を審議

中である。

消費者代表の経済正義センターのバーニー・バーン

ボーム氏は、保険会社が不動産仲介人や貸手と連

携してイノベーションを促進することを提案しまし

た。また、タイトル保険は州によって大きな違いが

あり、30もの異なる追加条項が存在すると述べまし

た。「それらの商品を標準化することはできないの

だろうか」と同氏は問いかけました。さらに、多世帯

住宅の保障や、権原の電子的記録を分析するため

の機械学習に向けたイノベーションの可能性も提

起しました。

NAIC提供 
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短信
新たな認証基準の採用が近づく

コーポレート・ガバナンス年次開示モデル法（第

305号）とコーポレート・ガバナンス年次開示モデ

ル規則（第306号）がNAIC夏季全国会議で認証

基準として採用される見込みです。春季会議で

は、金融規制基準・認証（F）委員会がそれらの追

加を承認しました。また夏季会議では、リスク保

有グループ（risk retention group：RRG）および

内部監査機能に関する年次金融報告モデル規則

（第205号）ならびに保険持株会社制度規制法（第

440号）の改正も、認証基準として検討されます。

現在、第205号に基づいて要求される保険料の基

準を満たすRRGは存在しません。第440号は、国

際的に活動する保険グループ（ internationally 
active insurance group：IAIG）を対象とするグ

ループ全体の監督者として機能する権限を指定

州に付与するものですが、このモデル法に関して

解決すべき問題の1つは、この改正が適用される

州が、すべての州なのか、IAIGの主要監督州

（lead state supervisor）を務めるすべての州なの

か、またはIAIGの規制当局に該当するすべての

州なのかということです。

また規制当局は、PBRに基づく責任準備金評価

マニュアルと標準責任準備金評価法を共済組合

（fraternal benefit society）に適用すべきか否か

を検討しています。共済組合はパートAの諸法の

適用除外とされています。共済組合を責任準備

金評価マニュアルの適用対象とする州はウィス

コンシン、コネチカット、ニューヨーク、ネブラスカ

の4州だけです。総意に基づくアプローチは、パート

Aの前文を書き換えるべきとするもののようです。 

長期医療保険の作業部会を設置

一部の州が長期医療保険および保険会社の現

状について懸念を表明した会議の後、NAICの全

体会議では、この問題について調査するために

医療保険・マネージドケア（B）委員会と財務状態

（E）委員会の共同作業部会を投票により設立し

ました。この設立にはカリフォルニア州保険副長

官のジョン・フィンストン氏が反対し、（以前述べた

理由により）、カリフォルニア州は監視の層をもう

一つ増やす必要はなく、したがってこの作業部会

も不要である点に懸念を抱いていると述べました。

データ請求の負担で窮地に

NAIC／業界連絡委員会の会議では、現在、デー

タ請求の負担が重いため業界が窮地に陥ってい

る、という発言がACLIとPCIの代表者からなされ

ました。PCIは、ある会社が最近コンプライアンス

費用の調査を行ったところ、データ請求が一因で

過去2年間に19％増加していることが判明したこと

を挙げました。これらのデータ請求は保険会社の

インフラにとって重圧となっており、何人かのスピー

カーは、有効な消費者保護と保険規制に必要な

場合にそうしたデータ請求がなされるようなシステ

ムを導入することを提案しました。また、保険会社

に対する多数のデータ請求には従来からの請求

だけでなく、紛失保険証券の検索などのような請

求も含まれていることをNAICに思い起こさせる発

言もありました。

あなたの電話は聞かれているか？

市場規制・消費者問題（D）委員会ではインディア

ナ州保険局長官のステファン・ロバートソン氏が、

保険会社が保険金請求者の位置を突き止めるた

めに携帯電話基地局のデータを利用していること

を取り上げました。同氏は、ある女性が携帯電話

基地局のデータに基づいて保険金請求を拒絶さ

れた上、放火罪で告発された例について説明しま

した。この請求者は実際に逮捕され、拘置所で三

晩過ごした後釈放されました。同氏は、これは許さ

れるべきことではないとして、携帯電話のデータは

そうした利用が可能なほど十分正確か、と問いか

けました。そして、多くの消費者は自分の保険金

請求が携帯電話基地局のデータに基づいて拒絶

されていることを知ることさえないと指摘しました。

消費者代表のバーニー・バーンボーム氏は、規制

当局はどのような場合に保険会社が携帯電話の

データを利用して保険金請求を拒否しているかを

知る必要があると述べました。

また同委員会は、自主的な市場規制認定プログラ

ムを目的とする2年間のパイロットプログラムを承

認しました。この認定プログラムは、市場行為規

制の統一性を強化するための取り組みです。

2017年には12州がこのパイロットに参加する予定

であり、2018年にさらに6州の自主的参加が見込

まれています。

詐欺を引き起こすベビーブーム世代

ベビーブーム世代は保険詐欺の次の新開地にな

るのでしょうか。保険金詐欺対策連合（Coalition 
Against insurance Fraud）のマシュー・スミス氏

は不正防止（D）作業部会におけるプレゼンテー

ションで、最多の人口層であるベビーブーム世代

が、不十分な年金収入や処方薬の出費増大など

の様々な経済的圧力に直面した場合、保険詐欺

の「文化」に染まる可能性があると規制当局に告

げました。「彼らは何も悪いことはしていないと考

えるでしょう」と同氏は述べました。そして、保険詐

欺を文化的問題と呼び、保険詐欺が不可避であ

るという考え方が社会に根強くあると指摘しまし

た。スミス氏は、こうした事態は変える必要がある

として、酒酔い運転などの問題に向けた米国の社

会的変革の例を挙げました。同氏は、下記を含む

様々な分野においてすべての利害関係者が多面

的な共同の取り組みを行うことを要求しました。

• 教育

• 一般向け啓蒙活動／パーソナライゼーション

• 法的措置

• 裁判所の判決

MCASに信用生命保険を追加する議論の継続 
市場分析手続（D）ワーキンググループでは、市

場行為に係る年次報告書（Market Conduct 
Annual Statement：MCAS）に信用生命保険の

報告を追加することの実行可能性と望ましさにつ

いて議論されました。この追加は経済正義セン

ターによって提案されたものです。これに対する

反応として、信用生命保険の業界団体は、信用

生命保険が市場に占める比率は小さい上、減少

傾向にあると述べました。また、団体保険商品で

あることから、データポイントが必要な水準に達し

ていないと思われるほか、いずれにせよ苦情は

極めて少ない状態にあります。競争状況と消費者

の選択に関する議論が交わされました。消費者

代表のバーニー・バーンボーム氏は、MCASの目

的は事前対策のために監視することにあり、苦情

はそうした機能を果たさないと反論しました。そし

て、MCASは、検査や法執行措置のためのリソー

スが十分でない小規模な保険種目において、より

効率的かつ効果的に機能すると付け加えました。

同ワーキンググループはさらにコメントを受け取っ

た後に結論を出す予定です。
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高額免責の労働者災害保険の変更

財務状態（E）委員会では、カリフォルニア州保険

副長官のジョン・フィンストン氏が2016年の労働

者災害保険の高額免責（Large Deductible）に関

する調査における勧告について説明しました。そ

して、2006年以前にはこの種の保険市場におけ

る支払不能が大きな問題だったと述べました。同

氏は、ランバー・インシュアランスとリライアンス・

インシュアランスという2つの支払不能の事例に

触れました。フィンストン氏は、保険会社と保険契

約者の双方のために支払能力を確保する目的

で、労働者災害保険に関する追加データを収集

することを提案しました。また、無保証または保証

不足の準備金に関連するリスクおよび準備金を

巡る状況悪化のリスクの両方を反映するために、

RBCチャージの引き上げが必要であると指摘し

ました。さらに、遡及料率法（retrospective rating 
plan）も、高額免責プログラムに適用される基準

の適用対象とすべきであると述べました。

現実味が増す大規模災害リスク・チャージ

大規模災害リスク（E）サブグループは、大規模災

害リスク・チャージ（Rcat）をRBCの算定に導入す

る提案を採択しましたが、これは2017年末から発

効します。この構成要素のいくつかは、情報提供

のみを目的として従来からRBCに組み込まれて

おり、大規模災害リスク・チャージをRBCに追加

することは10年に及ぶプロジェクトの結果でした。

同サブグループはRcatに組み込むことのできる

追加的な危険を引き続き検討し、Rcatの算定法

に関する提案を30日間公開しました。これは、保

険会社がこのリスク・チャージを算定するために

使用すべき方法を明確化することを意図したもの

です（例えば、50年に1回、250年に1回および

500年に1回の最大損害の年におけるエクスポー

ジャー金額の開示）。さらに同サブグループは、

Rcatを目的として承認された5つのベンダーモデ

ル以外のモデルの使用に係る要件を確立する代

替的提案についても議論しました。また投票によ

り、ある会社が2017年末までの期間について

Rcatのために内部モデルを使用できるように暫

定的な適用免除を認めました。同サブグループ

は内部的な大規模災害モデルの使用を認めるた

めの手続きの策定に引き続き取り組んでいます。

長期医療保険（LTC）の評価の問題をさらに綿密

に検討

管財人管理モデル法（E）ワーキンググループは

2017年の諸課題およびそれらの妥当性と優先順

位について議論しました。また、LTC保険の評価

および保証範囲の問題について議論し、これらの

事項に関してコロラド州とフロリダ州で審議されて

いる法令を評価すると示唆しました。さらに同ワー

キンググループは、財務分析ハンドブックおよび

財政状態検査官用ハンドブックに関する付託事

項の草案を30日間公開しました。この付託事項

の目的は、アナリストや検査官が管理契約、サー

ビス契約および費用分担契約の文言をレビュー

し、保険会社が管財人の管理下に置かれる事態

に対処する州法の要件とこれらの文言とを比較

することを確実なものとすることにあります。

再保険に関する措置はカバード・アグリーメントの

終了後に

再保険（E）作業部会は米国・EU間のカバード・ア

グリーメントに関する最新情報を受け取りました。

NAICはこのアグリーメントが最終決定に到らない

限り、これに関するいかなる措置も講じる意思は

ありません。同作業部会は、EUの4つの承認済

み管轄区域（アイルランド、英国、フランスおよび

ドイツ）の状況をレビューした適格管轄区域ワー

キンググループの報告を承認しました。同ワーキン

ググループはカバード・アグリーメントの問題が解

決するまで、このレビューを終了することはありま

せん。同作業部会はまた、再保険控除モデル法

および規則で用いられている投資証券の概念を

明確化する必要性を検討する再保険投資証券サ

ブグループの設立についても議論しました。

ComFrameの実地検証の拡大 
IAIS事務局（Secretariat）と関係者のQ&Aセッ

ションにおいて、IAISの代表者は、実地検証に

参加するIAIGの数を40社からすべてのIAIGに

拡大する予定であることを改めて告げました。ま

た請求するデータも増えることになります。

ComFrameは、2019年晩秋に開催予定のIAIS
の年次会議で採択されることになっています。

2017年7月には、ICP18（仲介人）およびICP19
（市場行為）に関する市中協議が予定されてい

ます。最後にIAISは、新興国を支援する全体的

戦略に取り組むとともに、最近のペーパーを踏

まえてフィンテックへの取り組みを拡大してい

ます。

今後の予定

• 6月29日～30日：IAISグローバルセミナー及びステークホルダーダイアログ ― 英国、ロンドン

• 7月13日～15日：NCOILサマーミーティング ― イリノイ州、シカゴ

• 8月6日～9日：NAICサマーナショナルミーティング ― ペンシルバニア州、フィラデルフィア
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医療保険分野の最新動向
春季会議では不確実性がキャッチフレーズとなり

ました。医療保険・マネージドケア（B）委員会とそ

の作業部会やワーキンググループでは、連邦医

療費負担適正化法（ACA）の廃止、代替および／

または改正に関連する可能性に関心が集中しま

した。

このB委員会では最初に、ACAに関する米国議

会の取組みおよび今後の手順など、連邦政府の

立法および規制に関する最新動向が示されまし

た。次に、医療保険改革センター（Center on 
Health Insurance Reforms）が、ACA関連の提

案による影響および州の立法・規制上の措置を

含め、ACAに関連する同センターの継続的作業

に関するプレゼンテーションを行いました。医療保

険会社、アクチュアリーおよび消費者の代表者に

よる推奨を中心とするパネル・ディスカッションで

は、この個別市場を安定化する方法が焦点となり

ました。コスト・シェアリング・リダクション（CSR）

の支払金の財源を途切れることなく継続的に確

保することの重要性は規制当局にも認識されて

いました。

規制フレームワーク（B）作業部会は、現行の

NAICモデルのほか、ACAの廃止、代替または改

正の提案による影響を受けるモデルについて想

定される次の措置の評価の議論が行われまし

た。この議論は緒に就いたばかりであり、同作業

部会が動向を見守る中で今後電話会議により継

続的に行われます。

医療改革に関する規制代替案（Health Care 
Reform Regulatory Alternatives）（B）ワーキング

グループではメディケイドが焦点となりました。ウィ

スコンシン州とニューハンプシャー州の代表者が、

自州のメディケイドプログラムがどのように構築さ

れ、居住者にどんな影響を与えているかについて

説明しました。質疑応答では、ACA第1332条「州

のイノベーションに係る権利放棄」を含め、連邦と

州の規制の相互関係が中心トピックとなりました。

同条は、連邦の資金提供の下で州が代替的なヘ

ルスケア保障モデルを導入する柔軟性を定めたも

のです。

これらの議論に関して重要な措置や勧告はなされ

ませんでしたが、ACAの廃止、代替および／また

は改正に関連する不確実性、ならびにその結果と

して州のプログラムが受ける影響が今後もアジェン

ダの中心となることは明らかです。

この要約はリン・フリードリックスが作成しました。リンは医療保険に17年以上の経験を有するデロイトのパートナーです。医療保険改革やガバナンスに関する規

制要件の改正から発生する会計上の問題など、会計や財務報告に関して新たに発生しつつある問題について外部の組織に対し頻繁に講演しています。コメン

トや提案につきましては作成者のリンにご連絡ください（lfriedrichs@deloitte.com）。 
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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、法定会計原則（E）ワーキンググループ、会計実務・手続（E）作業部会および財務状態（E）委員会が、2017年春季会議と

臨時電話会議で議論、採択および公開した会計処理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。

法定会計原則ワーキンググループ

現時点での進展：法定会計原則（E）ワーキンググループ（SAPWG）は2017年3月16日の臨時電話会議で、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 採択された修正内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2017-01 SSAP第35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、長期医療契約を引き受けた保険会社の支払不

能から発生する保証基金の賦課金の割引が許容される。

あり あり 2017年 

現在の動向：SAPWGは2017年春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 採択された修正内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2013-36 SSAP第26R号 － 債券 

イシューペーパー第156号 
－ 債券 

損保

生保

医療

改訂により、本ステートメントの適用範囲およびその他の事項

を次の通り明確化する。

• 株式投資およびミューチュアル・ファンドや上場投資信託な

どのファンド投資は債券の定義を充足しない。

• 「NAIC投資分析室目的・手続マニュアル」において特定され

た一定の債券ミューチュアル・ファンドおよび上場投資信託

は引き続き本ステートメントの適用範囲に含まれるが、次の

ような明確なガイダンスを伴う。

– 公正価値 － 公正価値（実務的簡便法として純資産価格）

で評価および報告される。

– システマティック・バリュー － 債券ミューチュアル・ファンド

または上場投資信託が適格であり、かつ報告事業体が

文書化されたシステマティック・バリューのアプローチを使

用することを選択した場合は、投資は予想キャッシュフ

ローに基づくシステマティック・バリューで評価および報告

される。

• 本ステートメント中に「有価証券」、「非債券」および「確定利

付」の定義を追加する。

• 「銀行パーティシペーション」という用語を取り止め、代わりに

「パーティシペーション、譲渡またはシンジケーションを通じ

て取得された銀行ローン」という用語を使用する。

あり あり 2017年 
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現在の動向：SAPWGは2017年春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 採択された修正内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-47 SSAP第30号 － 非関連会

社普通株式

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

持分または影響力が増大した結果、投資が持分法使用の条

件を充足した場合に、遡及的修正を行うことを義務付ける規程

を削除する、最近の米国GAAPのアップデートを改訂により採

用する。

あり なし 2017年 

2015-37 SSAP第55号 － 未払保険

金、損失および損害調整費

SSAP第65号 － 損害保険

契約

損保

生保

医療

保険金支払状況の開示に関連する短期契約に関する最近の

米国GAAPのアップデートを排除する。これは、保険会社が年

次報告書の中で保険金支払状況に関する詳細情報をすでに

提供しているためである。ただし、未払保険金および損害調査

費（claim adjustment expenses）に関連するアップデートに基

づく次の開示を改訂により組み入れる。

• SSAP第55号 － 未払保険金および損害調査費に係る負債

の算定に使用される方法および前提の重要な変更に関連

する情報（変更の理由および財務諸表への影響を含む）

• SSAP第65号 － さらに保険金および損害調査費に関連し

て、利息の増加額および項目の分類

なし あり 2017年 

2016-46 SSAP第69号 － キャッシュ

フロー計算書

損保

生保

医療

キャッシュフローの表示に関連する会計基準間の差異を最小

化するために、特定のキャッシュフロー活動に関連する最近の

米国GAAPのアップデートを改訂により採用する。 

発効日：

• 公開企業 － 2018年1月1日

• その他すべて － 2019年1月1日

• 遡及的移行

あり あり 2018年 

2016-43 INT 01-25 － 米国財務省 
インフレ連動証券の会計処理 

損保

生保

医療

改訂により、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。 

あり なし 2017年 
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現在の動向：SAPWGは2017年春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 採択された修正内容
財務諸表

への影響
開示 発効日

2016-44 付録A-791 － 生命および

医療再保険契約

損保

生保

医療

改訂により、一貫性のために「生命および医療再保険契約モ

デル規則」（第791号）から追加ガイダンスを組み込むととも

に、再保険契約により出再される保険契約の全要素を取り扱

うべきこと（当事者間の関連契約や了解事項によるのではな

く）、およびいかなる修正についても当事者全員が署名すべき

ことを定める。

あり なし 2017年 

2010-08 付録F － 方針文書 損保

生保

医療

プリンシプル・ベースの準備金積立に関連する、責任準備金

評価マニュアルとの調整に関する方針文書を追加する。

なし なし 2017年 

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5月19日）。 

参照番号 タイトル セクター 公開された修正
財務諸表

への影響
開示 発効日

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）作業部会の勧告および付託に従い、

ローン担保証券および仕組み証券の名称と定義を最新化す

るという当初の提案を再度公開した。

該当なし 該当なし 該当なし

2016-03 変額年金保証をヘッジする

限定的デリバティブに係る

特別な会計処理

生保 実質的 － この項目は、変額年金問題（E）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SAPWGに付託され

た任務に関連している。この任務は、変額年金商品およびそ

れに伴う保証に関連する、ヘッジの有効性の要件を充足しな

い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

ジ会計処理」を検討するというものである。

同ワーキンググループは次の分野に関連する現在の議論に

関するガイダンスを再度公開した。

• 繰延損失の償却期間

• 規制当局のレビューおよび承認プロセス

• 「明確に定義されたヘッジ戦略」に含まれるその他のデリバ

ティブに係る特別な会計処理

• 終了に関するガイダンス

この中間期に議論が継続すると予想される。

あり あり 未定

2017-04 SSAP第86号  －  デリバ

ティブ

損保

生保

医療

実質的 － シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は規則集を

改正して、店頭デリバティブに係る変動証拠金の支払いを担

保差し入れではなく相殺決済として法的に位置づけた。米国

証券取引委員会は、変動証拠金の支払いを決済として会計

処理することに反対しなかった。この項目は、そうした情報に

対する法定会計上の対応に関連するコメントを求めるもので

ある。

未定 未定 未定



21 

NAIC最新動向：2017年春 

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5月19日）。 

参照番号 タイトル セクター 公開された修正
財務諸表

への影響
開示 発効日

2017-10 SSAP第26号 － 債券 損保

生保

医療

非実質的 － 保険会社によって発行された銀行ローンと、銀行

から発行され、パーティシペーション、シンジケーションまたは

アサインメントを通じて取得された銀行ローンについては、異

なる会計・報告ガイダンスを提案している。現在、銀行ローン

はSSAP第26号に基づいて会計処理され、別表Dに基づいて

報告されている。この項目は、保険会社によって発行された

銀行ローンを、別個のガイダンスを持つ別のSSAPの適用範

囲に組み入れ、別表BAに基づいて報告することを検討するも

のである。関係者はこの提案に反対している。同ワーキング

グループは、この項目を証券評価（E）作業部会に付託し、リ

スクに関するコメントを求めるとともに、投資の実質的中身に

従って最新の報告をなすと共に、別途リスクベースの資本に

ついては取り扱うことを望む旨の例示をして規制当局に対し

て数個の質問を公開した。

あり 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

内でこの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。また改訂内容には、ガイダンスの意

図を例証するために、複数の貸手に関連する例も含まれてい

る。この中間期に議論が継続され、参加契約および共同融資

契約の解釈に取り組む予定である。

あり なし 未定

2017-12 SSAP第41R号 － サープ

ラス・ノート

損保

生保

医療

非実質的 － ディスカウントまたはプレミアムで発行されるサー

プラス・ノートに関するガイダンスを組み入れる改訂を提案

する。

あり なし 未定

2017-11 SSAP第65号 － 損害保険

契約

損保 非実質的 － 2017年末に向けて高額免責の保険契約に関連

する情報のデータ収集を促進するために開示を拡大すること

を提案する。

なし あり 未定

2017-02 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 － キャッシュフロー計算書の期首および期末残高

に制限付き現金（restricted cash）と制限付き現金同等物を、

関連する開示と併せて組み込むことに関する最近の米国

GAAPのアップデートを採用することを提案している。またこの

提案では、制限付き現金と制限付き現金同等物の定義が必

要か否かに関するコメントも求めている。さらに、遡及的適用

の提案に関するコメントも求める。

あり あり 未定

2016-48 SSAP第86号 － デリバ

ティブ
損保

生保

医療

非実質的 － 繰延保険料または保険料融資を伴うデリバティ

ブ契約の会計処理および報告に関する提案を公開した。この

改訂は、繰延保険料または保険料融資を伴うデリバティブ契

約の取得費用に係る負債の認識のほか、それらの保険料に

関する開示および特定の報告を明確化することを目的として

いる。

あり あり 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5月19日）。 

参照番号 タイトル セクター 公開された修正
財務諸表

への影響
開示 発効日

2017-08 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 － Sub 1およびSub 2提出の期限を見直す提案を

行うとともに、提案した時間枠が提出要件の遵守の改善につ

ながるか否かを含め、提案した時間枠に関するコメントを求

める。

該当なし 該当なし 未定

2016-45 SSAP第101号 － 所得税 損保

生保

医療

非実質的 － 棚卸資産以外の資産の企業内の移転が発生し

たときに、それ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のガイダンスを排除する改訂を

提案している。この排除により期間差異が発生するか否かに

関するコメントを求める。

該当なし 該当なし 未定

2017-05 SSAP第104R号「株式報酬」 損保

生保

医療

非実質的 － 従業員の株式報酬の会計処理に対する最近の

米国GAAPのアップデートを修正の後採用することを提案して

いる。この項目は別個の異なる要素を含んでおり、その各々

に適用される移行ガイダンスを伴っている。そのため、この提

案では移行に関連するコメントを求めている。

あり あり 未定

2017-09 付録A-010 － 個人および

傷害疾病保険契約に係る

最低準備金基準

損保

生保

医療

非実質的 － 2016年度ガン保険金支払額評価表（Cancer 
Claim Cost Valuation Table）を組み込む改訂を提案している。 

あり なし 未定

2017-03 

2017-06 

2017-07 

付録D － 非適用のGAAP
基準書

損保

生保

医療

非実質的 － 下記の米国GAAPのアップデートを排除して法

定会計に適用しないことを提案している。

• ASU 2017-06 － 「制度の会計 －  マスタートラストの報告」 

• ASU 2017-02 － 「ゼネラル・パートナーまたはリミテッド・パー

トナーである非営利事業体が営利目的のリミテッド・パート

ナーシップまたは類似の事業体を連結しなければならない

場合の明確化」 

• ASU 2017-03 － 「SECガイダンスの修正」 

該当なし 該当なし 該当なし

2016-13 付録F － 方針文書 損保

生保

医療

非実質的 － 投資分析室目的・手続マニュアル（P&Pマニュア

ル）と会計実務・手続マニュアル（AP&Pマニュアル）間の調整

および連携に関する新たな方針文書を提案している。

該当なし 該当なし 該当なし
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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 公開された修正
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 － 資産評価準備金（AVR）および金利変動準備金

（IMR）への損益の配分のほか、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

関する情報に関連するガイダンスを提案する草案。

未定 未定 未定

2013-13 SSAP第86号 － デリバ

ティブ

損保

生保

医療

非実質的 － 現行ガイダンスを変更せずに、この項目をデリバ

ティブ投資の報告に関連して処理する。

該当なし 該当なし 該当なし

2015-27 投資に関する別表 損保

生保

医療

非実質的 － 現在、付託事項が会計実務・手続（E）作業部会

によってレビューされている。この項目には、過去の議論およ

び公開が詳細に記載されているほか、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、同作業部会を支援することが記さ

れている。

なし 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

がどんな点で法定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、法定会計の目的上どのように

ASUを捉えるべきかをさらに評価しなければならない。FASB
（財務会計基準審議会）が、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、現時点ではこのアジェンダ項目に関する

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

目に関する追加的な議論を2017年下半期に行うことが予定

されている。こうした期間を設けることにより、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することが可能にな

ると思われる。

あり あり 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 － 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改訂案に基づく措置を延期した。

なし 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）。 
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