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PwCの見解  



規制当局は、これまでになく積極的

にお互いにコミュニケーションを図り、

情報を共有し、ベストプラクティスを

交換している。このような動向に伴

い、世界各国の規制の水準が引き

上げられ、各地域の保険会社の対

応方法に影響が及ぶ。  

ガバナンス： グループの全社的なリスクの評

価の向上、多数の地域におけるリスクとソルベ

ンシーの自己評価（ORSA）の策定、全社的リス

クマネジメント（ERM）の要件、リスクに焦点を当

てた検査とレビューへの継続的な移行。  

グループ監督： 監督当局のカレッジの強化、

規制当局の協力体制の強化、権限の対象を 

グループ・持株会社に拡大。 

ERM/ORSA：  主に金融危機後の制度への 

反省に立脚した新たな規制要件、法的事業体

を超えて調べる規制に対する考え方の変化、

格付機関の評価を含む、保険会社のリスク管

理に対する期待の増大。  

会計および評価： 原則主義に基づく準備金計

算手法の策定とIFRSの継続的な検討。 

格付機関 
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IFRS 

規制当局が、「満足がいく」と考える状態が 

変化しており、それはクロスボーダーで国際的に

活動していない保険会社についても同様である。

現地の規制当局は、自らの法域内で新たに生じ

ているリスクを低減するためのグローバルな基準

を模索している。  

以下は、さまざまな地域の規制当局が重点を置

いている主要な分野である。 

ソルベンシー： 見落としているリスクないし適切

に対応されていない現在のリスクを識別するた

めのリスク・ベース・キャピタル（RBC）のフォー

ミュラの見直し、欧州版RBCフォーミュラの開発、

必要資本量算定のための内部自己資本モデル

の使用の承認、保険モデルに対する信頼性の

改革（再保険会社の認定、地域横断的に活動し

ている保険会社の担保の削減を含む）、バラン

スシートの経済的評価、および自己資本の質に

かかわる要件。 

 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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保険契約 

保険監督の原則 

グループ監督 

資本要件 
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グループ監督 

ガバナンスとリスク管理 

法定会計と財務報告 

金融商品 

収益認識 

ガバナンスとリスク管理 

公開報告と規制報告 

多くの個別のイニシアティブは、世界中の多様な監督制

度において規制の変革が推進しているが、いずれも類似

したテーマを扱っている。  

リース 

イニシアティブ  ワークストリームと目的 テーマ 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 



規則は、これら多くのイニシアティブ

について最終化されてきており、特

に、米国のORSAは、2015年前に実

施されることになっている米国の保

険会社に対する広範な新しい規制

上の要求を提示する。 

ORSAは、保険会社のリスク管理の実務を全社的レベ

ルで扱っているため、規制遵守のために考慮する必

要がある多数の他の分野の基礎となっている。  

ORSAはどれくらいの変化を求めているか。  

いくつかの大手または主要な保険会社にとって、

ORSAはすでに構築された全社的リスクマネジメントの

枠組みと戦略の延長線上にあるといえる。これらの会

社にとって、ORSAは負担が大きすぎるということはな

いと考えられる。 

しかし、多くの保険会社にとって、ORSAに向けた準備

は相当の準備と組織上の変更を要する課題となる。

ORSAによって求められる変化の程度を踏まえると、施

行日よりもかなり早くに、社内のリスク管理実務を細か

い粒度で評価し、ERMプログラムのギャップを特定の

うえ、対応しなければならない。  

すべての保険会社にとって、これまでの進捗にかかわ

らず、ORSAは業界全体の全般的なリスク管理を向上

させることが期待されている。したがって、他社が追い

上げてきているため、市場で主導的な地位を維持す

るためには、投資が必要になる。  

ORSAの規制の最終的な詳細が確定されつつある一

方で、主要な保険会社は、現在の準備のためのリード

タイムを利用し、実施間際の混乱を軽減するようにし

ている。たとえば、以下のとおりである。 

 保険会社は、今後2年から5年間はリスク評価と資

本要件を満たすことが要求される。多くの保険会

社はこのプロセスを支えるためのシステムとデータ

に投資する必要がある可能性が高い。  

 保険会社は、リスク・アペタイト、リスク許容度、リス

ク・プロファイルに照らし、事業戦略を踏まえたうえ

で、自社のリスク管理の枠組みを明確に示す必要

がある。このプロセスが既に形式化されていない

場合、ERMプロセスにおいて追加の作業が必要と

なる可能性がある。 

 保険会社は、ストレスシナリオにおける全社的なソ

ルベンシーと流動性を予測できなければならない。

この要件は影響の中心にあり、このような予測を信

頼性をもって行うため、バリュー・チェーンの早期

の段階において依存性が存在する。 
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先導する保険会社は、一貫した品質、将来に備えるリスク

モデル、透明性のある報告が、規制の遵守を達成するた

めに必要なだけではなく、複雑性を増す環境の中で生き

残り、成功を収めるために不可欠なツールであると認識し

ている。 

経営陣は意思決定を行う際
に、全社的リスクマネジメント
を考慮しているか。  

ORSAプロセスでは、グルー
プのリスク・プロファイルと支
払能力を定期的に評価して
いるか。  

リスク・アペタイトは、目標リス
クレベルと最大のリスクレベル
の双方を勘案のうえ、明確、
具体的であり、取締役会が承
認した会社の目的に沿ってい
るか。 

現在のリスクと新興リスクが既
存の統制に与える影響、およ
びその他のリスクは、継続的
な全社的プロセスの一部とし
て評価されているか。 

内部報告および外部報告を
含む会計機能には単一のプ
ラットホームが使用されてい
るか。 

内部の枠組み、法定の枠組
み、および規制上の枠組み
の間の調整はよく理解され、
管理されているか。 

地域間と内部、法定、および
規制の報告の間で、評価と
開示が整合しているか。 

外部へのパフォーマンス開
示は、業績指標やインセン
ティブと整合しているか。 

リスク管理は、ORSAを含めた
定期的な経営陣・取締役会
への報告を通じて、業績指標
と一体化されているか。 

会社の内部報告は、自動化さ
れた報告と柔軟性のある分析
のバランスがとれ、そして、会
社全体で比較可能か。  

経営陣と取締役会の報告は、
網羅性と関連性について、定
期的に見直されてるか。  

新規情報や見通しが把握さ
れ、革新的な報告を通じて提
供されているか。 

リスクモデルからの結果は、
ORSAプロセスを含む経営陣
の報告と意思決定や外部の
開示の一部として使用されて
いるか。  

継続的な改善のために、経営
陣は、モデルの範囲、強み、
全般的な使用に関するフィー
ドバックを求められているか。 

業務管理に関連して策定され
たモデルは、将来に備えるた
めに、リバースストレステスト
および感応度やシナリオ分析
に使用されているか。  

継続的にモデルをテストし、
改善するための正式な評価
体制が整備されているか。  

データウェアハウスは、内
部・外部報告および業務の
目的で単一のデータソース
を提供するために活用され、
業務システムと自動的にイ
ンターフェイスしているか。 

データの品質プログラムに
は、網羅性、正確性、適切
性、適時性の基準が設定さ
れているか。 

データのオーナーが特定さ
れ、データの品質に責任を
持っているか。  

データを拡大または解釈す
るために使用する判断は、
理解され、そして、コント
ロールされているか。  
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新たな環境への対応状況について評価する際に、上級管理職が考慮すべき以下の

5つの分野を重点的に検討する。  
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先導する保険会社は、規制当局、格付機関、投資家、および保険契約者か

らの新たな期待に応えるために、積極的な対策を講じている。  
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現在の環境 

 ほとんどの組織が効果的な勘定元帳システムを 
有しており、報告のためのプロセスや手続を構築し
ている。プロセスは、高度に形式化され、十分に文
書化され、複雑であることが多い。  

 経営陣への報告は、リスクと資本の報告と並んで、
多岐に渡る。 

 大半の保険会社は、定期的な報告を行っている。
また、場合により、詳細な報告も行っている。 

 多くの保険会社はリスクモデルを使用しているが、
モデルの精巧性は、包括的なモデルから単純な
スプレッドシートベースのモデルまで多岐に渡る。  

 データの品質とデータの所有権は、既に定着した
概念であるが、必ずしもすべての保険会社が実務
でうまく導入できていない。 

 多くの保険会社は、データウェアハウスの環境に
移行している。  

新たな期待 

 保険の会計および評価は、法定と規制双方の目的
において、経済的評価の原則へと移行しつつある。 
保険契約の評価に関する提案は複雑である。 

 ソルベンシー評価、リスクベースの意思決定、ORSA
に対してなど、リスクモデルをより活用することが期
待されている。  

 いくつかの地域では、規制当局は規制上の用途で
モデルを使用することを許可する予定である。  

 データウェアハウスは、期待される基準になって 
きた。 

 データの品質と文書化で、特にモデリングに使用す
る主要なデータに関して、規制当局からの期待が高
まっている。  

主要な会社による業界における対応 

 ERMの実務を形式化し、ORSAプロセスと報告を 
通じて明示する。  

 能力を向上させるため、ERMをリーディングプラク
ティスおよび戦略と比較して、クリティカルレビュー
を行う。 

 保険契約の基準に関するFASBとIASBの議論の結果
に対応する。  

 US GAAPとIFRSのコンバージェンスの強化に対
応するため、評価と開示の整合性を持たせる。 

 定期的に双方向の報告（interactive reporting）をレ
ビューし、リスク情報の関連性と組み込みを確保す
るようにする。  

 不備を識別するためにリスクとソルベンシー評価を
行う。  

 リスクモデルの開発に投資する。特に、自己資本算
定目的のモデルで規制の承認が見込まれる場合。  

 報告、業務管理、意思決定におけるモデルの使用
に重点を置く。 

 データの品質に投資し、必要となる業務の程度に
ついて経営陣が把握できるようにする。 

 より迅速で、より正確な報告を行うために、効果的
なデータストレージアーキテクチャーを開発する。 

 多くの保険会社にとって、ERMは日常的な業務に
組み込まれておらず、潜在的な利益のすべてが 
提供されていない。  

 ORSAは定着した実務ではない。 

 主要な会社のアプローチが規制当局と利害関係者
の期待のベンチマークとなっている。 

 正式なORSAプログラムが整備され、規制当局に報
告されている。 
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 リスクと資本の報告が、特にORSAを通じて期待され
ている。 

 報告の重点が、品質と関連性に移行している。より
短くて、洞察力のある報告が望まれる。 

 



重要な分野に対応するために戦略

的計画を策定した保険会社は、新

たな業務環境や規制環境で成功を

収めるために優位な立場にある。  

5つの重点分野  

主要な保険会社は、以下の5つの主要な重点分

野すべてについて、業界の変化に対応している。 

 リスク・アペタイトとリスクアプローチが定められ

た全社的リスクマネジメントプログラム 

 経済価値ベースの会計および評価、法定報告

と規制報告の間の調整  

 単一のプラットホームによる、統合化されたリス

ク情報の内部および外部報告 

 戦略的な分析のための多様なリスクモデルの

効果的な使用  

 信頼性のある高品質なデータ 

リスク 
モデリング 

データ品質、
利用可能性、
比較可能性 
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規制の変更により新たな能力に投資するインセンティブ

が提供される。主要な保険会社は、競争上の優位性を

確保するため、ERM、業務・機能横断的分析、早期の

計画策定を行っている。  

効果的な計画策定と健全なリスク管理ツールおよびプロセスを通し

て、保険会社は絶え間なく変化する規制環境と業務環境において、

直近の利益や将来の利益を実現することができる。  

監督当局による集中的ではない検査 

規制当局は、保険会社のERMプログラムとORSAを、金融
検査のプロセスの一環として評価する予定である。保険会
社が自社のリスク・プロファイルについて効果的な理解を有
し、内部統制を整備していることを示すことができれば、保険
会社のプロセスにより依拠することができ、深入りしない金融
検査となる可能性がある。  

現在得られている 
メリット 

将来得られるであろう 
メリット 

より効率的な資本の使用 

リスクモデリングは保険会社に強力な戦略策定ツール 
を提供し、特に、資本が制限されている状況では、資本の
より効率的な使用に貢献することができ、これにより、会社
は創出した価値について市場に強力なメッセージを伝え
ることができる。 

 

自己資本規制の軽減と信用格付の向上  

規制当局は、リスクを高度かつ慎重に管理できる会社に対し
ては、資本配分や資本分散を前向きに受け入れると思われ
る。たとえば、ヨーロッパでは、資本モデルの承認を獲得する
ことにより、保険会社の規制上の必要資本量を軽減すること
ができる。さらに、S&PによるERMの高い格付または優れた
格付は、保険会社の世界的な信用格付を高めることができ
る。  
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効率性と全社的な一貫性 

計画段階で戦略を策定することにより、既存の人員を使
用して事業分野の間で業務を効果的に活用することが可
能になる。また、組織的なグループ全体の監督とERM基
準において期待される一貫性も確保できる。   
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保険会社は規制改革に対して効率

的かつ効果的に対応するための機

会を、できるだけ早くつかむべきで

ある。積極的なアプローチを取り損

ねた会社は、規制の導入にあたって

コストがかかり複雑な課題に直面す

ることになる。 

多くの保険会社にとって、今後数年の間に業界が

著しく変化する。組織的な計画策定のプロセスの

一環として規制改革に対応するための戦略を立

てることにより、調整のとれた効率的な対応を行う

ことができる。  

現在進行中の規制にかかわるイニシアティブが

保険会社に与える影響は、地域によって異なるが、

共通のテーマにおいては、基礎を共有している。

効果的に計画を立案するために、保険会社は各

イニシアティブの影響を理解し、複数の利害関係

者のニーズに応えられるような対応を構築すべき

である。  

グローバルな保険会社にとっては、計画策定の

プロセスは、共通の課題に対して、異なる地域の

事業部門や法人が個別に対応することを回避す

るために特に重要である。  

強固なリスク・資本管理プロセスを整備している

保険会社は、新たな規制環境から恩恵を受ける

ことができる。  

規制改革により示された機会と課題を最大限に

活用するためには、有意義なリスクの定量化、格

付け、集計、および報告とグループ内の多様性

や相関関係の把握を含む強固な分析を要する。

ストレステスト、シナリオテストや感応度テストの他、

フォワードルッキングな資本評価とストレステスト

の事業計画への統合も要求される。 

重大な変化は常に困難を伴う － 包
括的な計画を策定することにより 、保
険会社は、新たな環境に適応するに
あたって以下の共通したコストのかか
る可能性の高い落とし穴に陥らないよ
うにすることができる。  

• グローバルな保険会社にとって、計画

の範囲が狭いと、地域をまたがる類似

した規制要件に対応できない可能性

がある。加えて、1つの地域で行われ

ている業務が他の地域で活用されな

い場合、効率性が低下する。  

• すべての保険会社にとって、変化は組

織の多くの部分に影響を及ぼす。計

画策定が実効的に行われないと、既

に手遅れとなった時点で、依存性が発

見される可能性がある。  

• 規制要件の動向についても常に念頭

に置かなければならない。さもなけれ

ば、規制の最終化の結果によっては、

取り組みが無駄になってしまう可能性

がある。  

• 現実的なリソース計画は、プロジェクト

を運営し、軌道に乗せるために必要で

ある。変化の管理とコミュニケーション

の必要性を過少評価するべきではな

い。  

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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5つの重点分野の掘り下げ 

リスク 
モデリング 

データ品質、
利用可能性、
比較可能性 

リスク 
モデリング 

データ品質、 
利用可能性、 
比較可能性 

内部報告および 
外部報告 

会計と評価 

全社的 
リスクマネジメント 



ERMは、保険会社の 生存競争、資本コスト、およ

び利害関係者の信頼を維持する能力の決定要

因として、その重要性が一段と増している。  

取締役と上級経営者は、競争が激化し、リスク環

境が一層不安定となる中で、 ERMが、リスクとリ

ターンの適正なバランスを取ることに役に立つこ

とを期待している。優れたERMの枠組みを設計・

構築することによって、以下の4つの面でリスクの

認識が促進される。  

 環境： 優れたERMは、事業のリスクテイカーの

積極的な参加が必要である。したがって、経

営陣は、特定の組織の文化や優先順位の観

点から、ERMがどの程度関連するものか、

ERMが事業の管理と運営の基盤とするために

は、どの程度行かなければならないかを評価

する必要がある。 

 インフラ： ERMは、整合的かつ包括的なポート

フォリオのリスク概要の一部として設定、監視

および実施される、基本的な水準におけるリス

ク管理目的のための限度額、内部統制および

手法を伴うシステムと報告に依拠している。 

 プロセス： 保険会社は、積極的に、人材が戦

略的な計画の主要な要素となるようにし、現在

および将来のニーズに対して適切な技術と資

格を身につけられるよう、学術的団体や専門

機関と協力するべきである。 

 

 戦略： 企業は、現場において具体的な限度

額、目標や優先順位に落とし込めるようにリス

ク選好を定義し、明確に示すことが困難であ

ると感じている。これらの問題は、リスク調整

後の指標よりも短期的な利益の金額が、多く

の保険会社において、主な業績目標となって

いることが原因であると考えられる。  

ERM  

格付機関、アナリスト、投資家の期

待が変化し続けており、全社的リス

クマネジメント（ERM）の実施にあ

たっての水準が引き上げられている。 

実効的なERMプログラムは、リスク

とリターンとの適正なバランスを達

成するために必要な検証、コミュ

ニケーション、リスク情報に基づく 

意思決定を行うことを目的として

いる。  

環境 

インフラ 

プロセス 

戦略 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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会計と評価  

法定上の評価報告と規制上もしく

は経済上の報告との間の調整を図

ることは、保険会社が資本を効果

的に配分し、ソルベンシーを管理す

るための重要な手段である。 

法定上の報告と規制上もしくは経済上の報告と

の間の評価に関する調整について理解すること

は、情報に基づく意思決定に不可欠である。 

規制上のソルベンシーと経済上のソルベンシー（単位：100万ドル）  

多くの保険会社にとって、会計上のポジションと

ソルベンシー上のポジションとの間の複雑な差

異には、評価差額金、ソルベンシーに不適切な

項目、多様性の制限、階層化された限度額、調

整項目の変動、地域間の調整、移転不能な資

本の影響が含まれる。 

経営陣による意思決定は、予期せぬ形でソル

ベンシーに影響を与える可能性があり、多くの

保険会社は、関連性のない意思決定の意図し

ない結果によりソルベンシーの問題に直面して

いる。法定上のソルベンシーのポジションと、経

済上もしくは規制上のソルベンシーのポジショ

ンとの間の調整は、ソルベンシー評価の要因を

示している。この視点を意思決定に完全に組み

込むことにより、経営陣は資本の非効率的な使

用を特定し、資本戦略を改善させることができる。  

効果的な自己資本管理は、保険会社に重大な

価値をもたらす。すなわち、事業の拡大や取得

のために資本を自由に利用できるようにし、資本

利益率を改善させる。マネジメント・レポーティン

グに資本の測定基準を組み込むことにより、保

険会社はソルベンシーを管理し、積極的に資本

を投入することができる。 

規制資本に対する株主の資金（単位：100万ドル） 

100  1,600  

+10% 

- 3 0 %   
+180%  

上図は、保険会社がマネジメント・レポーティングに統合す
ることが可能な規制上、経済上、および法定上の報告の差
異を表す可能性のある結果を例示している。 

1,500  

200 50 -150 
-100  

2 0 %   
-30%  -10% 260%  
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内部報告および外部報告  

規制当局とその他の利害関係者は、

全社的な視点を持つことをますます

期待しており、財務・報告機能に新

たな水準の重圧を加えることになる

が、保険会社は、これに基づき、事

業を理解、報告、そして管理を実施

していることを示すべきである。  

グループ全体で評価・報告向けの単一のプラット

ホームを用いることにより、最終的に効率性につ

ながり、リソースとプロセスの負担を軽減すること

になる。 

リスク管理とグループ監督の全社的なアプローチ

は、評価・財務報告向けの単一のプラットホーム

を使用した場合に最も効果的である。 

現在、グローバルな視点を有する多数のグルー

プは、さまざまな目的に応じて異なる評価および

報告の方法をとっている。このため、複数の枠組

みを用いて公開情報（たとえば、財務諸表）を作

成している場合がある。さらに、多くの内部報告

および外部報告プロセスにおいてさまざまなレベ

ルでマニュアルの分析に依拠していることから、

プロセスが一段と複雑化している。  

全社的な財務およびリスク管理指標の伝達は、

評価と報告で共通したプラットホームを使用する

ことによって達成可能である。  

グループ全体で使用可能な単一の報告プラット

ホームを構築し、実施することにより、保険会社

は重複を削減または排除し、プロセスを集約す

ることができる。効率化が図られることによって、

グループは既存の人数で、開示に対する増大

する期待に応えることができる。  

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 

14   FS Viewpoint  



リスクモデリング  

リスクモデリングを効果的に使用す

ることにより、保険会社はリスクから

のリターンを最大化し、資本をより

効率的に管理し、競争上の優位性

を促進させることができる。 

リスクモデルは、経営陣に戦略的かつ経営上の

意思決定のための有効な分析と情報を提供する。

これは、さまざまなモデルからの結果が検討され

る場合に最も効果的である。  

PwCの見解では、さまざまなリスクモデリング手法

を効果的に使用している保険会社は、自社の

ポートフォリオとリスク・プロファイルについて同程

度の理解を有していない会社よりも良い業績を上

げる優位な立場にあると考える。  

 リスクモデリングは、計画策定、戦略構築、お

よび日々の意思決定の影響についての洞察

を提供する。これにより、事業の高度な運営が

可能になり、保険会社は潜在的な機会を活用

し、早期にリスク低減の施策を行うことができる。  

 意思決定は、幅広い情報を検討する場合に

最も効果的である。経営陣は十分に情報を与

えられた意思決定を行うために、さまざまなリス

クモデルの異なる観点を検討するべきである。  

 伝統的に適用されている以外のモデルを使用

することによって、意思決定に有用なリスクに

対する新たな視点を明らかにすることができる。

保険会社の大半は、右に示すような、さまざま

なモデルを使用している。  

リスクモデリング手法 

経済資本モデル  

異常損害モデリ
ング  

システムビヘイ
ビアモデリング 

格付機関モデル 

規制資本モデ
ル（RBC、スタン
ダー ドフ ォー
ミュラ、BSCR)  

 バリュー・アット・リスク（VaR）、テー
ル・バリュー・アット・リスク(TVaR)、
リスク計測期間、 最終発生保険金 

 既成・特注のモデル 

 規制上のモデル（RBC、ソルベン
シー IIスタンダードフォーミュラ , 
BSCR）  

 さまざまなベンダーと高度化のレベ
ル  

 伝統的なカタストロフィリスク以外の
リスクへの適用（オペレーショナルリ
スク等） 

 高度なモデリングとモデル変数間
の相互作用の理解 

 リスクと資本需要の外部の視点  

 標準化され、比較可能な資本の 
計算 

 事業の継続に最低限必要な資本  

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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全社的リスクマネジメントとリスクモデリングから最大限の利益を得られる

立場にある保険会社とは、自社のデータの強みと制限を理解している 

会社である。 

データ品質、利用可能性、および比

較可能性 

全社的リスクマネジメント手法が効果

的であるために、データはグループ

全体で高品質、比較可能、利用可

能であるべきである。  

表で詳細に説明されている6つの要件は、規制

上と内部の目的の双方のデータ品質確保のイ

ニシアティブを支えるものである。 

分析と報告の信頼性は、それを裏付けるデー

タの信頼性によって決まる。これは保険会社に

とって、重要な意思決定にあたって、不十分な

データに誤って依拠することを防ぐために不可

欠である。データ品質は動的であり、変化し続

けるものである。意思決定に必要な根拠を提供

するため、データは確固たる基盤となり、継続

的なレビューとコントロールを受けなければなら

ない。  

効果的なデータ・ストレージ・アーキテクチャは、

保険会社が分析と意思決定のためにデータを

活用する能力を変換させることができる。  

データの利用可能性と比較可能性は、事業部

門や事業体にまたがって合算を行うという課題

のあるグループにとって特に重要である。効果

的なデータ・ストレージ・アーキテクチャによりグ

ループをまたがった報告が迅速かつ正確に行

われることが可能になり、報告プロセスの効率

性をもたらし、より信頼性があり、洞察力に満ち

た有用な内部報告を行うことができる。  

16   FS Viewpoint  

網羅性  ●データはグループの実態を包括的に示
す  

● ギャップ、またはデータの不備が理解さ
れている  

正確性  ●データにはモデルからのアウトプットに
重要な歪曲を生じさせるようなエラーが
ない 

●データエラーの影響は把握され、相応
の許容値が設定されている 

妥当性  ●データはポートフォリオとの関連性があ
り、分析の基礎として適切である 

● モデルの結果を歪曲させるようなバイア
スが把握されている 

適時性  ●データは、所定の一貫した一時点を参
照している  

●データは最新のものであるため、分析
が意思決定に有用は影響を与えること
ができる。 

利用可能性  ●データは必要な時に必要な所で、適切
なフォーマットでアクセスできる  

●報告は大幅に自動化されており、マ
ニュアルによる分析は最低限のみであ
る  

比較可能性  ●データはグループ全体で一貫しており、
有用な比較が可能である  

● グループのあらゆるレベルで比較可能
な報告を行うことができる  

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 



コンペティティブ・インテリジェンス 

業界の慣行に関する
PwCの所見 



国際的な保険グループにおける市場慣行に関するPwCの所見 

重点分野 保険グループA 保険グループB 保険グループC 

全体的リスクマネジメント リスク・アペタイト・ステートメントが文書化さ
れ、取締役会レベルで承認されている。当
該ステートメントには、定性的かつ定量的
なオペレーティングコリドーが含まれており、
保険のリスクと保険以外のリスク双方を考
慮している。 

詳細な引受の制限は、リスク・エクスポー
ジャーの総額とリスク・エクスポージャーの
純額を考慮したものであり、引受会社は技

術的な要素を含む料率設定のレンジ内で
業務を行っている。限度額に対する例外を
検討するための明確な手続が整備されて

いる。 

最高リスク管理責任者（CRO）の機能は、
最高執行責任者（COO）が実施している。
文化的に、リスク管理は敬意を払われてい
るが、時には、特に引受においては、内部

コンプライアンスとみなされている。  

リスク・アペタイト・ステートメントは、取締役
会レベルで承認されている。会社は資本
全体のリターンを目標としており、引き受け

る事業の種類に関して指針を設けている。 

専任のCROがリスク管理部門を率いており、
CEOに直接報告している。リスク管理部門

は事業部門と密接に関係しており、リスク
管理の失敗は許されない。  

保険リスクはリスク管理部門が重点を置い

ており、重大なリスクの可能性は通常他の
分野では発生しない。  

引受は、例外を検討するための明確な手
続が整備されている限度額に従う。ただし、
事業レベルでは所定の資本配分は実施さ
れていない。 

経営陣は保守的で、ボラティリティが低いリ
スク・プロファイルを目指しており、必要に
応じて大口かつ個別のエクスポージャーの

リスクを回避するために任意再保険とヘッ
ジを使用し、合算ベースのエクスポー
ジャーについては異常災害再保険を使用

している。リスク管理の重点分野は保険リス
クである。オペレーショナルリスクは重要と
みなされていない。  

 
リスク管理の責任は分担されている。専任
のCROがいないため、その役割はコンプラ

イアンス・オフィサーと引受の責任者との間
で分担されている。  
 

引受に関する指針が策定されており、必要
に応じて取締役会が改訂している。ただし、
料率設定は主に市場主導型で、引受の統

計値が四半期ごとに取締役会に報告され
る。 

進んでいる 平均的 遅れている 

以下の表では「PwCの見解」で特定した

分野に関連する3つの現行の市場慣行

が例示されている。  
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国際的な保険グループにおける市場慣行に関するPwCの所見 

重点分野 保険グループA 保険グループB 保険グループC 

会計と評価 報告は、複数の異なる枠組みに基づいて
実施される。スプレッドシートによる報告
パッケージを用いてマニュアルにより結果
を合算する。 

法定報告と規制報告について、時間をか

けて報告のプロセスと手法が構築され、毎
年同じ調整項目が計算され、記帳される。 

報告は、US GAAPとIFRSに基づき行われ
る。可能な限り、グループ全体で一貫した
評価の原則が適用される。必要な調整は、
調整用の元帳に記帳される。  

ポートフォリオレベルで事業を管理する際
に使用されるリスク資本と経済資本の測定
基準が説明され、外部の開示で提供され
る。 

モデルは、特定のニーズが明らかになった
報告の枠組みに基づきスプレッドシート複
数による分析を用いて行われている。開示

は繰り越され、毎年更新される。  

会計上の評価と規制上のソルベンシー評
価は、可能な限り、一致させる。経営陣は

すべての不可避な差異を把握しており、四
半期ごとに調整を行う。  

内部報告および外部報告 重要リスク指標（KRIｓ）、リスク調整後の重
要業績評価指標（KPIｓ）、現在の主なリス
ク源、引受の例外やリスク管理対応を含む

詳細なリスク管理情報が、取締役会に報告
される。  

報告は、関連性が維持され、必要に応じて
変更されるよう、定期的に見直される。 

インタラクティブなダッシュボードによって、
リアルタイムに近いリスク報告（ビジネスライ
ンごとのリスク・プロファイルとリスク調整さ
れていない重要業績評価指標を含む）が
可能になっている。 

リスク関連以外の財務情報は通常の検討
課題を裏付けるために報告され、繰り返し
作成されている。 

定期的な報告パッケージが取締役会に対
して作成される。取締役の見解が定期的
に求められ、フィードバックを反映するため

に報告が更新される。 

取締役会への報告は主に、財務実績を対
象としている。リスク管理報告は限定的で

あり、ソルベンシー情報は年に1回規制上
の目的のみで提供される。  

進んでいる 平均的 遅れている 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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以下の表では「PwCの見解」で特定した

分野に関連する3つの現行の市場慣行

が例示されている。  

 



国際的な保険グループにおける市場慣行に関するPwCの所見 

重点分野 保険グループA 保険グループB 保険グループC 

リスクモデリング 専用のVaRモデルで各ビジネスラインと関
連する相互関係と多様性を分析し、各グ
ループもしくは法人レベルで運用できる。 
 
モデルは、グループのリスクレジスターで
重要と分類されたすべてのリスクをカバー
している。当該リスクレジスターは、定期的
に見直され、新興リスクや進行中のリスクに
ついて更新され、モデルも必要に応じて更
新される。  

モデルはランオフを含む複数の時間枠を
用いて運用され、意思決定にあたってさま
ざまな見解が考慮される。  

VaRモデルに加えて、経営陣は規制資本
と格付機関のモデルの結果を検討する。
異なる結果は、必要に応じて調整される。  
 

さまざまなVaRモデル（正式なものやスプ
レッドシートベースのものを含む）を用いて、
ランオフの最終発生保険金を測定するため
にポートフォリオのさまざまな要素を分析す
る。  

モデルの結果は、ポートフォリオの主要な
要素に関する統合された見解を提供する
ために収集することができる。しかしながら、
このレベルでのシナリオテストはさまざまな
モデルを運用する時間によって制限される。 

CROは重要なモデルの識別を行い、これら
のモデルは内部監査により一連のサイクル
においてレビューおよび評価される。  

モデルとその限界について経営陣は十分
に理解している。経営陣はモデルのレ

ビュー結果、モデルの変更案、結果として
生じたモデルの開発の概要を把握してい
る。 

 

モデルは、特定のニーズが明らかになった
際に、分析および内部報告のために開発さ
れ、使用されている。モデルの大半は個別
にスプレッドシートで開発および維持されて
いる。  

モデルは、経営陣が識別したポートフォリオ
内の大半のリスクを対象としている。  

ビジネスライン間で多様性が生じることが考
えられる。しかしながら、ビジネスラインは
別々に管理されており、多様性が生じる余地
はなく、安全とされているため、特にモデル
化されていない。 

標準的な一連のモデルの結果を定期的に
生成していない。ただし、経営陣は重大な
決定にあたっての情報を提供するため、特
定のシナリオのモデル化を要請することが
できる。  

 

進んでいる 平均的 遅れている 
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以下の表では「PwCの見解」で特定した

分野に関連する3つの現行の市場慣行

が例示されている。  

 



国際的な保険グループの間の市場慣行に関するPwCの所見 

重点分野 保険グループA 保険グループB 保険グループC 

データ品質、利用可能性、比較可能性 
 

データは集中データウェアハウスで保存さ
れ、夜間でソースシステムへインターフェイ
スしている。すべての報告は、標準的な報
告書とカスタマイズされた報告書を用いて、
当該ウェアハウスから生成されている。 

データ品質は正式にはIT部門が責任を負
う。ITはデータ品質に関する指針を策定し、

データ入力担当者はそれに遵守しなけれ
ばならない。品質基準が作成され、データ
入力チームの管理者に報告されている。 

新規データはすべて入力時に自動的な検
証が行われ、網羅性に加え、内容の正確

性が検討される。 

データディレクトリには、すべての主要な

データ、データの特徴、使途、ソースデー
タが保存され、コントロールの詳細と品質
測定基準が含まれている。 

 

データの大半は、データウェアハウスに保
存されている。少数の特定のビジネスライン
については、単独のシステムで取り扱ってい

る。 

可能な限り、報告はデータウェアハウスから

生成される。ただし、データがウェアハウス
以外で保存される場合、当該データは抽出
され、スプレッドシートを用いて報告システム

に入力される。  

データ品質の要件は、特定されたデータ

オーナーによって定められる。当該要件は、
個々のデータ項目の特定の使用と感応度に
基づいている。テストは、内部監査により継

続的に実施される。 

データフローの文書化はあらゆる主要な
データフローとコントロールを対象としてい

る。 

 

 

データは複数のソースシステムに入力され、
保存されている。一般的に、主要なビジネス
ラインはそれぞれに適合した独自のシステム

を有している。 

報告は、経理部門が作成している。報告に
は経理部門担当者が精通している確立さ

れた手続を用いている。  

データ品質の責任は組織全体で負ってい
る。データ入力担当者は、データを正確に

入力する責任を有し、データユーザーは使
用時にデータの一般的なチェックを行う。 

データフローとコントロールの文書化の内

容は限定的であり、主に規制上求められて
いる範囲で文書化されている。 

 

 

 

進んでいる 平均的 遅れている 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 

コンペティティブ・インテリジェンス   21  

以下の表では「PwCの見解」で特定した

分野に関連する3つの現行の市場慣行

が例示されている。  

 



対応の枠組み  

私たちが推奨する課題への 
アプローチ 



目標を定め、包括的な戦略を

策定することは、組織が規制当

局やその他利害関係者の変容

する期待に対応する上で実効

的である。 

5つの重点分野 をまたぐ変化に対応するためのプロセス： 

評価  事業に影響を及ぼす変化の要因およびその影響について、初期影響分析を実施して評価する。予想される
プロジェクトの主な重点分野をハイレベルで検討する。  

範囲  対応すべき規制要件や利害関係者の期待、プロジェクトが重点を置くべき会社の分野や、最終的目標を定
め、変革プロジェクトの範囲と目標を設定する。 

分析 プロジェクト完了後の会社の将来の運営モデルを詳細に検討し、当該モデル実現に向けた具体的な分析
を実施する。必要に応じて規制に対する差異分析を正式に行うことを検討する。 

計画 必要な作業を実施し、進捗状況を管理するための正式なプロジェクト計画を策定する。当該計画には、必要
なリソース／スキル、スケジュール、マイルストーン、役割や責任、予算、およびプロジェクトアシュアランスなど
を含める。 

リスク 
モデリング 

データ品質、 
利用可能性、 
比較可能性 

内部報告および 
外部報告 

会計と評価 

全社的 
リスクマネジメント 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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変革を実現するのは最終的に

「人」である。移行を実行、監

督するために必要な人材はプ

ロジェクトの成功には不可欠で

ある。  

変革によって影響を受ける者には、上級経営者、意思決定を担

う者、資本管理やリスク管理業務に携わる部門（財務、保険数理、

モデリング、リスク、コンプライアンス、内部監査など）が含まれる

ことが考えられる。保険会社は、コミュニケーション、研修および

人材育成プログラムを通して、経営陣やスタッフが変革を主導し、

実現していく上で必要なスキルや知識を身につけるようにする必

要がある。 

規制に伴う変革にかかわる分野の多くにおいてプロジェクトの根

幹をなす要素の1つは、文書化や報告にかかわる要件を満たす

ことである。規制以外の要因に伴う変革の場合においても、知識

を記録し、キーパーソンリスクを軽減するために文書化は有用で

ある。成功をもたらすあらゆる要因において、強力な変革管理体

制を確立することは、正式なプロセスや統制を整備するうえで重

要である。  

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

内部報告 
および外部報

告 

会計と評価 

以下の要因により、変革の成功を導く条件が整えられる。 

プロジェクト計画の内容に、人
材や変革の内容について明
確に盛り込む。  

 経営陣やスタッフと変革について話し合う時間をとり、変革の内容や変革が各個人
へ与え得る影響について理解してもらう。 

 アカウンタビリティを確立する明確に定められた役割を持って変革を主導・実行する
スキルを経営陣が身につけるよう支援する。 

 変革の実行に必要なスキルとリソースを分析し、必要に応じて経営陣やスタッフの
育成のための研修を行う。 

正式な文書化方針を策定する。 正式な文章化方針を策定するにあたって、以下の重要要素を検討する。  
 利用者が求める具体性のレベル 

 レビューおよびアップデートの内容と頻度 － 定義された文書化レベルを効果的
に利用できる。 

 文書化の形式、保管方法、セキュリティ、承認およびバージョン管理。 

ERM  

変革がもたらす利益が確実に
計測可能であり、常に念頭に
置かれるようにする。 

 早い段階で重要業績評価指標を特定し、成功の姿を定める。 

 必要に応じて、継続的に測定、報告、および計画の再評価を実施する。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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実効的な全社的リスクマネジメ

ント（ERM）体制を設計するた

めには、保険会社はリスクに対

する考え方やリスク管理手法に

ついて検討する必要がある。 

全社的リスクマネジメントは、リスクに対する組織のアプローチや、

リスクを特定、計測、管理および報告する能力に重点を置く。リス

ク・アペタイトやリスク・プロファイルの評価方法を定めることは、

ERM上非常に重要であり、取締役や上級経営者レベルでこれら

について議論し合意に至ることは、枠組みの構築に向けて効果

的な一歩を踏み出すこととなる。 

ERMの枠組みはさまざまな方法で導入できるが、最も重要な要

素は、会社が経営および管理している方法を反映した枠組みを

設計することである。あらゆる枠組みにおいて、リスク・アペタイト

の定義、リスクの特定、測定および報告、経営陣へのリスク・プロ

ファイルの報告、およびリスクの管理に関して同様の基本的な手

順を定めており、リスクの回避を図ったり、獲得し得るリターンか

ら正当化できる場合には追加のリスクを取る。 

ERMの枠組みを成功させるためには、以下に掲げる4つの重要な要素が必要となる。 

会社がどの程度のリスクを
取る意思があるのかについ
て明確に合意する。  

リスクを日次で管理、統制、
モニタリングするための、 
効果的な職務上の取り決
め。 

保険会社が直面するリスク
を包括的に理解する。 

明確に定められた役割、 
責任、アカウンタビリティ。 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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「リスクとソルベンシーの自己評

価（ORSA）」は、ERM上重要な

要素であり、保険会社のリスク

の枠組みと資本管理の枠組み

を統合するものである。  

ORSAは、保険会社によるリスク管理において中心的な位置を占めている。 

多くの地域で規制要件となってきているが、ORSAは基本的には保

険会社によるリスクおよび資本の内部管理にかかわる個社のプロセ

スを示すものである。 

経営陣への報告 
および規制上の報告  

リスク管理の方針、 
実務、および活動 

ORSAにおいて考慮すべき主な事項  

リスク調整とソルベンシー

の自己評価（ORSA）  

定量的リスク計測  

現在および 
将来の資本評価 

ストレスシナリオ、 
および 

リバースストレステスト 

 ORSAを確立するために、最初においては、プロセスの報告に焦
点をあてることは有用である。  

 ORSAを規制上の文書としてではなくプロセスとしてとらえること
は、当該評価をどのように運用するか具体化する上で有用となる。  

 ORSAは、プロセスそのものの強化、ないしはその構築および規
制当局やその他利害関係者への報告が強化される分野を特定
する上で効果的な手法である。  

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 

26   FS Viewpoint  



全社的リスクマネジメントの手

法を組み込むことで、会社のリ

スク管理の文化が組織全体に

行き渡る。 

ERMの枠組みは事業戦略を起点とし、経営管理およびリスク・資本評価を

核とし、ビジネスプラットホームを基盤としている。 

事業戦略：  
組織が取ることができるリスクレベル、組
織が晒されているリスク、およびこれらを
外部にどのように伝えるか、に関しては
会社のリスク戦略に基づき決定される。 

経営管理：  
保険会社の経営陣は、トップレベルで方
向性を示し、会社の運営基準を定めること
で、リスク戦略を実行に移す。 

経営管理：  
事業はリスク管理原則に基づき管理
されるが、ORSAは事業運営上の重
要なインプットとして利用される。 

リスク・アペタイト 

リスク・プロファイル 

対外コミュニケーション 
および利害関係者管理 

ガバナンス,、組織、および方針 

リスクおよび資本評価 
（内部モデルを含む） 

人材および報酬 経営情報 技術およびインフラ 

リスク 
戦略 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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規制の変更によって、保険会社

の将来のバランスシートや自己

資本のポジションが重大な影響

を受ける可能性がある。－影響

を分析することは、将来に備え

るために有用である。 

以下の要因が、将来のバランスシートや自己資本に影響を与えると考えられる。 

資本評価 

 資本項目 
 経済価値ベースのバランスシート調整  
 地域間の差異  
 グループ資本  

 保険契約 
 規制上の調整およびフィルター 
 法域間の差異  

 資本の質および分類  
 資本の種類毎の使用制限  
 リングフェンシングなど、資本の代替可能性およ
び譲渡性の制限 

 経済資本  
 予想されるソルベンシー評価  
 規制資本—米国およびその他の諸国 
 グループ資本 

 法定開示  
 ORSAおよび ERMにかかわる報告  
 持株会社の報告  
 ソルベンシーIIにかかわる公開および法定開示  

評価上の差異 

資本の分類 

自己資本要件 

新たな開示 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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確固たる報告の枠組みを構築するための主な成功要因には、 

以下が挙げられる。  

アカウンタビリティー  

財務報告、ガバナンス、お
よび明確な責任および統
制が定められたプロセスを
活用する。 

一貫性  

経営陣の普段のリスクに対する
姿勢、資本管理、ORSAおよび
ソルベンシーにかかわるポジショ
ンを厳密に反映する開示内容と
し、対外報告の作成にあたって
は手作業を出来る限り排除する。 

実効的かつ確固たる報告の枠

組みを構築することによって、外

部の利害関係者に対して、強力

で一貫性のあるパフォーマンス

やリスクにかかわるメッセージを

伝えることが促進される。 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

内部報告 
および外部報告 

会計と評価 

ERM  

透明性  

IFRSや規制当局への開示など他
のレポーティングと容易にかつ定
期的に調整することができ、同時

に透明性を維持し、監査を可能と
するよう開示内容を改善する。 

コミュニケーション  

市場および規制当局に対して一
貫したメッセージを伝えることを可
能とする明確なコミュニケーション
戦略を立て、事業の真の強みや潜
在力を伝える。 

一貫性  

経営陣の普段のリスクに対する姿
勢、資本管理、ORSAおよびソル
ベンシーにかかわるポジションを
厳密に反映する開示内容とし、対
外報告の作成にあたっては手作
業を出来る限り排除する。 

アカウンタビリティー  

財務報告、ガバナンス、およ
び明確な責任および統制が
定められたプロセスを活用す
る。 
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経営陣はさまざまなリスクモデ

ルから得られる結果を内部報

告に盛り込み、意思決定を行う

上で新しい視点を取り入れるべ

きである。 

リスクモデルの結果は、パフォーマンスの測定や、経営陣の意思

決定の裏付けとして利用し、（該当する場合には）ソルベンシーII

のユーステストに対応する上で有用である。経営陣は、ガバナン

ス体制、リスク管理体制、およびORSAを含む内部モデルが組織

全体で広く利用されていることを示す必要がある。 

リスクモデルの結果を報告に反映させることで、モデリングを日々

の業務に組み込むことに大いに貢献し、自己資本算定向けの内

部モデルについて当局からの承認を要望している保険会社に

とっては、ユーステストの要件を満たす上で必須のステップとなる。 

以下は、モデリングを内部報告体制に組み込むことに成功する

ことによって得られる成果の例で、意思決定の際に有用となる。 

  

内部モデル化によって得られる成果は、各保険会社の特定のニーズを満たすために調整される。 

戦略的決定            戦術的決定 

パフォーマンス評価 

 リスク調整後資本利益率（RAROC）および株主付加価値
（SVA）は、グループおよび事業部門レベルでのビジネス
上の意思決定においてより高い財務規律をもたらす。 

 パフォーマンス要因分析は、値がどのように導き出された
かを測定し、パフォーマンス評価における資本投資の関
連性を分析する。 

ポートフォリオ管理 

 RAROC/SVAを活用して商品および顧客にかかわる意
思決定を行うことで、保有資産にかかわるスプレッドが拡
大し、魅力の低いポートフォリオの処分が可能となる。た
とえば、SVAの原則に基づいた場合、リスク調整後資本
のコストを上回るリターンを生み出さないような資産の保
有を抑制することができる。 

戦略的プランニングおよび資本配賦 

 SVAの目的や期待、戦略的方向性に基づき事業部門に
資本を配分することで、バランスの取れた、規律ある資本
配賦が可能となる。 

 SVAはインセンティブを調整し、優秀な業績を達成できる
よう全職階の意思決定に影響を及ぼす。 

リスクに基づくプライシングおよび顧客関係 

 リスクベースの料率設定により、事業部門のリスク・リター
ンプロファイルを、商品および（または）顧客ベースで管
理することができる。 

 RAROC/SVAは、顧客選好、リスク、および収益性の分析
に役立つ。 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

内部報告および
外部報告 

会計と評価 

ERM  
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関連性のある内部資本モデル

を設計するためには、当該モ

デルに会社の組織体制および

経営管理体制を反映させるこ

とが必須である。 

内部モデルの構造の決定、および、これを当該構造をどのように

事業と一致させるかを決定することは、モデル設計にあたっての

最初の重要なステップである。実際上の組織体制および経営管

理体制を効果的に反映した構造は、実務において合理的かつ

有用なモデルとするために重要である。 

資本モデルにおいて用いるリスク指標、信頼水準、およびリスク

計測期間も会社の主要なリスクの性質を反映したものでなけれ

ばならない。 

内部モデルは、事業構造、その管理方法や構造上の各エリアで生じる

リスクを正確に反映するとともに、全ての重要なリスクを対象とすべきで

ある。 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

内部報告 
および外部報告 

会計と評価 

ERM  

事業構造 管理体制 リスク体系 リスク評価 

 事業部門 
 副次的事業部門  
 生保・損保 
 地理的な地域 

 管理体制は事業構
造と整合しているか。  

 生命保険 

 損害保険 

 市場 

 流動性 

 信用 

 準備金のボラティリ
ティ 

 オペレーショナル 

 いずれのリスクが組
織体制のいずれの
エリアに関連するか。 

 組織体制の各エリア
にとっていずれのリ
スクが重要か。 
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エコノミック・キャピタル・モデル

は異なる社内および社外の利

害関係者のニーズと、事業目

標とのバランスの調整を図るべ

きである。 

エコノミック・キャピタル・モデルを利用することは、エコノミック・

キャピタルを日々役立たせ、また、ソルベンシーII対象の会社が

ユーステストの要件を満たす一助となる。エコノミック・キャピタル・

モデルは組織全体にわたって適用することができ、すべての利

害関係者に価値をもたらすように設計されるべきである。した

がって、社内および社外のニーズと、ユーザーの異なる視点との

バランスを図る必要がある。  

対内的観点 対外的観点 

事業部門 

 事業機会 
 収益の増加 

リスク管理 

 利益のボラティリティおよび持
続可能性の管理 

 リスクの水準、リスク・ 
プロファイル、および動向 

成長  

リスク 

価値創造  
資本生産性           
リスク対リワード 

財務健全性  
自己資本の十分性     
リスク対資本 

 エコノミック・
キャピタル 

リターン  

 業績 
 資本利益率  
 価値創造 

規制当局および
格付機関 

 資本の水準および資 
本構成 

 デフォルトリスク  
 リスク管理 

資本 

投資家 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 
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内部モデルにおいて利用され

るリスク指標、信頼水準、リスク

計測期間は、保険会社の主要

なリスクの性質を反映するべき

である。 

モデル化において用いられるリスク指標、信頼水準、およびリス

ク計測期間は、規制要件も含めた諸要因に影響を受ける。たと

えば、欧州やバミューダで事業を運営している保険会社は、保

有期間1年で 99.5%のVaR（欧州）、ないしは保有期間1年で

99.0%のTVaR（バミューダ）として計測することが求められており、

モデルによる算出結果を当該指標と調整できなければならない。 

一方、リスク指標、信頼水準、およびリスク計測期間は、規制要

件以外に、会社が引き受けたリスクの性質に基づき設定すべき

である。異なるリスク指標は、異なる視点をもたらすため、最も有

益なソリューションは複数の指標を用いた分析であるとも考えら

れる。 

以下のリスク指標は、資本のモデル化によく使用され、異なる視点をもたらす。 

バリュー・ 
アット・リスク 

TVaR リスク計測期間 最終発生保険金 

 分布の一時点。 
 より複雑ではない
計算手法であるが、
分布全体にわたる
情報が限られる。 
 

 VaRを超える平均値
を算出する。 

 計算の複雑性は増
すが、分布のテイル
部分に関する洞察
が得られる。 
 

 あらゆる期間が使用
可能。 

 経営管理方法に
合った期間を使用
すべき。より長期の
方が変動性が低くな
るが、１年とする方が
多 く の ケ ー ス で 
最適であると考えら
れる。 

 ランオフに関する情
報を提供するものの、
アルティメイト指標で
は、ランオフ期間に
わたるボラティリティ
に関する洞察を得る
ことができない。 

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 
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データの品質を向上させるた

めのプログラムを実行するため

の最初のステップは、組織で使

用するデータと、当該データに

かかわるリスクを特定すること

である。 

データ品質にかかわる枠組みにおいては全般的なデータおよびITガバ

ナンスと、特定の主要データにかかわる詳細な品質基準とを組み合わ

せる必要がある。 

当該枠組みで重要な点は、特に組織が外部のレビューや検査

の対象となるような場合に、規制当局およびその他の利害関係

者に対しデータ品質を証明することできるようにすることである。

したがって、データガバナンスに関する基準の適用範囲、適用し

た品質基準、データ不備の管理、特定、修正方法について文書

化しておく必要がある。 

データ品質プログラムを構築するにあたっては、以下の６つのステップ

から始める。  

1. 全般的なデータおよび ITガバナンスに関する基準をレ

ビューおよび（または）策定する。  

2. 補足的なデータ品質基準の対象となる主要データを特定す

る。 

3. 特定したデータにかかわるリスクを、当該データの組織内で

の使途を勘案しながら特定する。  

4. 使用目的に求められるデータ品質の水準を決定し、これに

従ってデータ品質基準を定める。  

5. 確実に品質基準が継続的に充足されるような統制を特定お

よび（または）確立する。 

6. データが品質基準を満たさないような不備を特定・修正する

手続を構築する。  

リスク 
モデリング 

データ 
品質  

会計と評価 

ERM  

内部報告 
および外部報告 
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MI内部モデル  

財務報告 

MI報告 
統合および 
自動化 

  

データ記憶装置およびレポー

ティングアーキテクチャをより集

中型とし、分析を向上させるこ

とで、報告プロセスの簡素化・

早期化を図ることができる。 

多くの保険会社は、データの品質に関して高水準の確証を得る

ための効果的なツールとしてデータプロファイリングを利用してい

る。 

データプロファイリングは、データにみられる動向を示し、そして

種類の異なるデータ間の関連性を示すために用いることができる。

これは、会社のデータの全容を提供し、そしてデータテストプログ

ラムの一環として、経営陣が注視すべき事項を見極める上で利

用することも可能である。 

データやレポーティングアーキテクチャをより集中型とすることで、 

内部報告の品質を向上させ、そして内部および外部報告のプロ

セスの早期化を図ることができる。これは、より早い報告期限を

もってより詳細な報告を求める、欧州のソルベンシーIIにおいて

現在提案されている報告要件の対象となる保険会社にとっては

有益である。 

以下の図は、集中型および分散型のレポーティング・アーキテクチャの違いを示している。 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

スプレッドシート コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム  

リスク 
モデリング 

データ品質 

内部報告 
および外部報告 

会計と評価 

ERM  

ICAモデル  

財務報告 

MI報告 

スプレッドシート 

集中型：  分散：  
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PwCの支援内容 

PwCが支援できること、およびあなたの
会社の目的に合わせたアプローチ 



PwCは、あなたの会社が規制

の変更に対応する上でのすべ

ての重点分野について、その計

画の策定・実行を支援します。 

規制の変更に対応する計画の策定には、改訂の全体像を

把握し、これを戦略的に必要な変革の機会と捉え直し、実

効的な変革を実現するために他のビジネス上の取り組みと

統合させていくことも含まれる。 

全社的リスクマネジメント：  

 あなたの会社に合わせたリスク管理の枠組
みを構築 

 リスク指標の設定と実行 
 

会計および評価：  

 会計および評価にかかわる移行と開示に
関する助言の提供 
 

内部および外部報告：  

 規制上求められる外部への報告内容を検
討  

 内部報告プロセスの設計・構築 
 ユーステスト対応の支援 

 

リスクモデリング：  

 新しい方法を実行し、リスクモデルの構築
を支援 

 内部モデル検証の枠組みの構築 
 モデルをより包括的に利用するため現行モ
デルの活用 
 

データの品質、入手可能性、および比較可能性：  

 データ品質の枠組みを設計 
 新しいデータアーキテクチャを実装 

リスク 
モデリング 

データ品質、 
利用可能性、 
比較可能性 

内部報告および 
外部報告 

会計と評価 

全社的 
リスクマネジメント 
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出発点として、研修、特定の 

論点に関するワークショップ、

あるいは包括的影響分析を行

うことによって、規制の変更に

よるあなたの会社への影響が

明確となる。 

変革戦略策定にあたってのPwCのアプローチ 

目標 
 

 規制、およびその他の変革要因があなたの会社に与える影響を把握すること。 
 あなたの会社の変革目標を明確にし、定めること。 
 実行可能な提案を行い、あなたの会社と協働で実行計画を構築すること。 

アプローチ あなたの会社の変革目標の明確化と設定 目的とするワークショップ 影響分析 

何をするか？ 
 
 
 

以下を達成するための2－3時間の研修を実
施する。 

 あなたの会社に影響を与える変更点につ
いて共通の理解を得る 

 部門やビジネスユニットをまたぐ広範な影
響について共同で特定する 

 追加の調査の要否を判断する 

以下の論点を含む、特定の論点に関する
ワークショップは、研修を補足し、そして影響
分析に含まれる。 

 全社的リスクマネジメント 

 会計および評価 

 内部報告  

 経済資本モデリング 

 データの品質、入手可能性、比較可能性 

主要な職務に対し、2－4週間の詳細なワーク
ショップを開催する。 

 主な規制動向、それがあなたの会社の活
動に与え得る影響の詳細を把握する 

 あなたの会社と協働して目標を定める  

 方針、実務、プロセス、およびシステムに
ついて必要な変更を特定する 

 変更を管理するために必要な戦略的、戦
術的な計画の基礎を提供する  

参加者は？ 
 

 主要な職務やビジネスユニットから選ばれ
たリーダー 

 リスク、規制、保険数理、会計、報告、デー
タ、システム、その他の分野のPwC専門家 

 関連のある職務やビジネスユニットから選
ばれたリーダー 

 リスク、規制、保険数理、会計、報告、デー
タ、システムなど、関連分野のPwC専門家 

 主要な職務やビジネスユニットからの、広
範な管理職グループ 

 リスク、規制、保険数理、会計、報告、デー
タ、システム、その他の分野のPwC専門家 

成果物は？  広範な影響の要約  

 追加の調査が必要となる可能性のある分
野の要約 

 影響のハイレベルな要約 

 影響と提案事項のハイレベルな要約 

 あなたの会社の目標の明確化 

 あなたの会社の目標に対する所見、予想
される影響、提案の要約 

 今後の対応の計画およびその根拠  
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グローバルなリスクおよび資本

にかかわる業務の豊富な経験・

知識を有するチーム 

複数の専門分野の専門家 PwCは、保険者がリスクを管理しそして自己資本規制に対応することを支援する、戦略、リ
スク管理、規制、保険数理、データ、テクノロジー、財務および会計、オペレーション、税
務、変更管理の複数の専門家から構成される複合的なチームを構成する。米国だけでも
1,200人以上の業界専門のプロフェショナルを擁し、内150人超が規制、リスク、資本の分
野を専門としている。 

グローバルリーチ 
 

500人以上のリスクおよび資本の分野を専門とするプロフェッショナルが緊密なネットワーク
で結ばれ、すべての主要市場における保険会社に対し、豊富な経験を活用し協働して
サービスを提供している。クライアントが事業活動を行っている地域にかかわりなく、支援
を必要とする時にはいつでも一貫したサービスを提供することができる。 

リスク管理リーダーシップ 
 

PwCはERMの基準設定において中心的役割を果たし、COSO ERMフレームワークに大
いに貢献した。1980年代後半から、大手保険会社に対し、リスク計測、資本配賦、リスク
調整後業績評価、リスク管理体制の設計、リスク報告、リスクシステム実装、リスク方針・統
制の改善などについてアドバイザリー業務を提供してきた。 

豊富な経験および知識 
 

PwCは、世界の保険会社上位50社の約90％に対し、また、フォーチュン1000の85％以上
の保険会社に対してアドバイザリー業務を提供している。この幅広く、多様な顧客基盤を
有することで、保険業界の問題について卓越した知識や見識を身につけることができ、さ
らには、保険会社がどのように効果的にリスクや資本を管理できるかについて、各人の経
験を通して深い知識を得られている。 

実践的な見識と分析 
 

PwCは、 NAIC、欧州委員会、世界の保険業界団体、各国規制当局、格付機関、会計基
準設定主体などの活動をモニタリングし、すべての組織と有効な関係を築いている。 これ
らの組織から得た見識に基づき、実践的なソリューションと一貫性のあるメソドロジーを構
築し、クライアントのリスクや資本にかかわる課題への対応を支援している。なお、このよう
な見識については、ホワイトペーパー、論文、テクニカル関連の広報、クライアントのイベ
ントを通して定期的に外部に発信している。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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付録 

有能な資質 



IFRSコンバージョン 

— 大手米国保険グループ 

課題  米国全土に事業会社を有する大手保険グループは、会計基準をIFRSに移行する場合の、
システム、財務報告プロセス・手続、会計方針に与え得る影響について分析する必要が
あった。 

複合グループである同クライアントは、IFRSコンバージョンを既存の変革への取り組みに
組み込めるソリューションを必要とした。 

アプローチ 
 

PwCはクライアントと一連のワークショップを開催し、クライアントの財務、IT、その他業務ス
タッフ、IFRS各分野のPwC専門家が一緒になって、コンバージョンの過程で生じ得る問題
を検討、特定した。 

ワークショップでは、PwCは今後予想される改訂についてクライアントのスタッフに対して研
修を行い、このような改訂がクライアントに与え得る影響、コンバージョン作業のスケジュー
ル、コンバージョンプロジェクトを既存のITやその他の変革プロジェクトにいかに統合でき
るかについてのブレインストーミングを進めた。 

PwCはワークショップの内容を文書化し、ワークショップで得た成果に基づき、要対応事項、
スケジュールおよびリソースの見積りを示したプロジェクトロードマップを作成し、クライアン
トの経営陣に提出した。 

成果 
 

PwCは経験豊富なチームを編成、プロジェクトのメソドロジーを確立し、今後IFRS要件がシ
ステムやプロセスに与え得る影響を具体化、可視化した。文書化されたワークショップの内
容やロードマップによって、クライアントの経営陣は今後必要となる作業が明確となった。 

チームが幅広い経験を有していたため、主要論点を効率的に特定し、実効的なプロジェ
クト計画を策定することができ、クライアントの経営陣やスタッフから与えられた時間を最大
限に有効活用し、IFRSコンバージョンプロジェクトの進行を促進した。 

プロジェクトの過程において、PwCはクライアントの経営陣と業務スタッフに対しIFRS要件
に関する研修を行った。そのため、クライアントはコンバージョンプロジェクトのその後の作
業に直ちに取り組むことが可能となった。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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リスクモデリング  

— グローバル保険グループ 

課題  米国にある大手グローバル保険グループであるクライアントは、強固な内部ECMを構築
し、事業および商品レベルでの利益目標の設定や、リスクおよびパフォーマンスの継続
的なモニタリングや管理に使用している。クライアントは、当該ECMにその他の使途がな
いかについても検討した。 

モデルが非常に戦略的に重要であることから、クライアントは当該モデルが意図したと
おりに機能していることについて、上級管理職や取締役会がさらに確証を得られるよう、 
ECMを第三者に検証させることとした。加えて、クライアントはソルベンシーIIのグッドプ
ラクティスに関するアドバイスや、英国で使用しているECMをIMAPのために検証する必
要があった。 

アプローチ 
 

PwCの経済的資本モデル化の専門家チームを編成し、クライアントのECMについて非
常に短期間で、徹底的に検証を行った。PwCのアプローチは、（1）モデルが意図したと
おりに機能しているか、（2）モデルが適切に使用されているか、という2つの主な疑問へ
の回答を導き出すために設計されたものであった。 広範囲にわたる定量的テストと定性
的レビューを組み合わせた、詳細な検証を行った。 

上記検証の結果は、インタビュー、文書レビュー、モデルの実際の使用や、クライアント
のECMの構成にカスタマイズした検証テストを通じて得た情報を反映している。また、戦
略的意思決定において参考とする情報をさらに向上させるためにどのようにECMを使
用できるかを検討する、 「将来のモデルの使途」にかかわるワークショップを二度開催し
た。さらに、英国子会社に対し、ソルベンシーII差異分析を実施し、英国モデルについ
て単独で検証を行った。 

PwCはまた、ソルベンシーIIに関するワークショップを上級管理職を対象に実施し、（1）
米国の規制環境とソルベンシーIIとを比較し、（2）ソルベンシーIIについて最も「知られ
ていない」重要事項や、クライアントに対する影響について議論する場を設け、（3）ソル
ベンシーIIに準拠するにあたっての最大の課題について議論する場を設けるために、ク
ライアントの経営陣にソルベンシーIIの概要を提供した。 

成果 
 

クライアントチームと密に連携をとり、効率的かつ効果的にプロジェクトを実行し、ビジネ
スリーダーがソルベンシーIIの導入にかかわる意思決定ができるよう、ソルベンシーIIの
影響への理解を促した。クライアントの特定のニーズに沿ったソリューションを生み出す
ため、グローバルでリソースを活用し、クライアントが大いに活用できるような方法で作業
を完了させた。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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リスクモデリング 

— 世界３位のグローバル 

 生命保険再保険グループ 

課題  PwCは、世界3位のグローバル生命保険再保険グループが業界基準や変化し続ける規
制当局の期待を満たすような高度な経済資本の枠組みを構築・実行するにあたって支
援を提供した。米国に拠点を多く大手グローバル再保険会社であるクライアントは、既
存の経済資本にかかわる簡便的なメソドロジーやプロセスがリスク・プロファイルに見
合ったものでなかったことを認識した。事業の複雑性や独特のリスク・プロファイルを鑑
み、目標は、リスクの定量化や、意思決定をサポートする有用な結果を導き出すための
実践的なアプローチなど、カスタマイズしたソリューションを構築することであった。クライ
アントは、業界の代表的なプラクティスとなっているような経済資本の枠組みを、既に同
業他社に対し構築した経験のある、業界の専門家と協働することを要望した。 

アプローチ 
 

PwCは、業界での実務経験者とコンサルタント経験者の双方を含む、リスク管理と経済
資本の専門家からなるチームを結成し、9ヶ月の間に、徹底した経済資本の枠組みを設
計・実行した。当該枠組みには、カスタマイズされたメソドロジーの改良や、カリブレー
ション、計算および報告に関連したリスクの種類毎のプロセス、およびリスクの合算・多
様化・配分などが含まれていた。 

成果 
 

クライアントチームは意思決定をサポートする新しい経済資本の枠組みに容易に移行
できるようコンサルタントと協働した。さらに、クライアントは、業界の代表的なプラクティス
に勝る経済資本の枠組みにさらに改良するために、新たに関連分野の専門家からのア
ドバイスも要請した。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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全社的リスクマネジメント  

— グローバル保険グループ 

課題  クライアントのERMプログラムは、グループ全体に重点を置いた仕組みとなっており、事
業部門のERM実務にはフォーカスしていなかった。クライアントは英国でソルベンシーII
対応に向けて著しくリソースを投入しているが、英国以外の法域における規制要件への
対応はまだ着手していなかった。クライアントは、PwCに以下の点について支援を求め
た。（１）本社のERMチームおよびソルベンシーIIプログラムチームの作業を活用し、
ERMを事業部門にグローバルに組み込むプロセスを構築すること、（２）事業部門と協働
してERMを組み込む業務プロセスを改善させ、グループECMの使用を向上させること、
（３）事業部門の現行のガバナンス体制をレビューし、ERM、ソルベンシーII、変化してい
く規制要件への対応の有効性を評価すること、（４）単体ベースでのORSA文書を作成す
るため、長期間持続可能なシステムを構築すること。 

アプローチ 
 

PwCは、ERMを業務プロセスに組み込むためのプロジェクトの全体計画を策定し、クライ
アントのERMプログラムの向上を支援した。その際には、ERM実務を向上させ、最終的
には当該ERM実務が強固であることを実証し、すべての改良点について賛同を得るた
めに、事業部門長と協働した。また、各事業部門（および各部門に関連のある単体企
業）のガバナンス体制を評価し、改善点を提案し、その導入にあたって支援を行った。 
PwCはまた、単体企業とともに、グループERMおよびソルベンシーIIプログラムでは対応
されないと考えられる各国規制当局独自のニーズや要件がないかを特定し、ORSA文
書を単体ベースおよびグループベースで作成するプロセスを提案した。 

成果 
 

私たちは、長期間にわたってクライアントと協働して以下のような作業を実施した。  
 グループや単体レベルで既に実施されているERMおよびソルベンシーII関連の作業
を活用。 

 事業部門が得られる長期的な利益に重点を置き、各改善点について単体企業からの
承認を取得。 

 クライアントと緊密に作業し、すべての活動について実効性・効率性が図られるよう、
サポートを行った。 

 長期的な作業の重複を避けるため、持続可能な全社的なORSAプロセスを構築。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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全社的リスクマネジメント  

— グローバル保険会社  

課題  クライアントのERMのレビュー後、クライアントは、ビジネス主導の変革を実行し、規制当
局の高まる期待事項を満たすようプログラムを設計・実施するにあたってのアドバイスお
よび具体的な支援を求めた。クライアントの主な目標は、プログラムを設計・実施し、（1）
パフォーマンスを改善し、ソルベンシーII要件を満たすためにリスク管理および業務を再
構築し、実施すること、（2）業界のグッドプラクティスと一致するリスク機能を確立すること、
（3）これら改善事項とCEOのリスクに対する見解との整合性を図ること、（4）クライアント
が規制当局のソルベンシーIIに対する期待事項に対応できるよう、当局との間で実効的
なコミュニケーションを図ること、であった。 

アプローチ 
 

PwCチームは、クライアントの全般的なソルベンシーII対応プログラムを策定、実行し、こ
のプロセスにわたってプログラム全体の管理を行った。新しいプログラムでは、コンプラ
イアンス機能全般のターゲットオペレーティングモデルを定義し、具体的なコンプライア
ンスの組織、役割や責任を定めることも行った。 

PwCが実施した主な作業は、（1）ソルベンシーIIの広範なビジネスへの影響を評価する
こと、（2）プログラムの設計にかかわる責任者を決め、細部にわたって支援すること、（3）
第1の柱にかかわる報告要件を定め、内部モデルの要改善点を明らかにすること、（4）
改訂版リスク・アペタイト・ステートメント、リスク管理情報要件、リスクガバナンスおよび組
織体制、改訂版リスクユニバースを定めること、（5）リスク管理方針を更新すること、（6）よ
り強固なリスク文化を浸透させるための主要な手段を定めること、および（７）改善された
リスク管理の枠組みと自己資本算定のための内部モデルとを統合する方法を定めること、
であった。 

成果 
 

PwCは、世界中の専門家を集めたチームを結成してクライアントと協働した。主要利害
関係者の支持を獲得・維持するために、迅速に作業を行い、バリューを提供することに
フォーカスした。PwCのフレキシブルなリソースモデルによって、グローバルと現地の規
制当局の要件を特定するなどクライアントにとって重大な条件を満たし、さらにソルベン
シーIIに対する明確な見通しを提供するなど、目標としたサービスを提供することができ
た。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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内部および外部報告  

— 欧州の生命保険グループ 

課題  この欧州系グループは、保険リスク報告において、経済資本をより良い方法で活用する
ことを望んでおり、特にリスク・アペタイトの指標を満たすため、リスク・ベースの意思決定
を改善する方法を模索していた。クライアントは、そのリスク管理プロセスにおいて経済
資本を保険リスクに用いたプロセスの構築を望んだ。保険リスクを予測基準と比較して
モニタリングできるようにし、意思決定を向上させることが目標であった。 

アプローチ 
 

PwCは、保険リスクをリスク・アペタイトの許容度の範囲内に収められるよう絶対的な上限
を定め、グリーン、イエローおよびレッドゾーンによるパフォーマンス測定に用いる基準
値を設定し、保険リスク毎に適切な限度の枠組みを構築した。PwCチームは、経済的資
本、リスクエクスポージャー、トレンド、その他、上記限度値・基準値と対比させた主要な
リスク指標を示した、経営陣への保険リスクにかかわる報告の修正パッケージを、事業
計画に照らし合わせて、徐々に作成した。また、影響度と有効性の指標を含めた、マネ
ジメントアクションのオプションを策定し、何らかの措置をとる必要が生じた際にリスク委
員会がどのようなオプションがあるかを把握できるようにした。さらに、リスク管理プロセス
を事業計画策定サイクルにリンクさせるより有効なプロセスを考案し、特定の保険リスク
にかかわる限度の枠組みを用いて、ビジネスリミットを検討し、設定した。 

成果 
 

PwCは、クライアントがリスク委員会に提示するための保険リスク管理用パッケージをより
焦点を絞り、視覚的により利用しやすいよう、改善を行う上で支援を行った。加えて、限
度値と基準値を定めたことによって、業績のモニタリングを向上させ、経営陣が定期的
に業績を組織のリスク・アペタイトと照らし合わせることができるようになった。また、限度
の枠組みと事業計画策定プロセスとのつながりを長期的な視点で改善させる計画も策
定した。さらに、付加的な成果として、限度の枠組み上、引受レベルや再保険限度額な
どのビジネスリミットを、全体的な会社のリスク・アペタイト・ステートメントとより関連づけが
容易となった。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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データの品質、入手可能性、

比較可能性  

— 市場データおよびトレーディ

ングサービスプロバイダー 

課題  外国為替市場の電子データおよびトレーディングサービスのプロバイダーであるクライ
アントは、プロダクションデーターセンターとDRデータセンターのアプリケーションを統合
し、ロンドンと東京におけるPOPを拡大することを計画し、データセンターの統合および
POP拡大の計画策定および実行における支援を求めた。クライアントの全体的な目標
は、企図するオペレーティングモデルの設計の推進の支援を受けることであった。 

アプローチ 
 

PwCは、新データセンターの構築と、現行データセンターからの移行に関する計画の策
定を支援した。計画段階では、統合範囲、目標、スケジュール、リスク、依存性、および
重要度について定めた。また、新データセンターや統合作業に対応したITインフラ、ア
プリケーション移行手法を定め、必要なリソース要件を定量化した。 PwCチームは、プロ
ジェクトを通して、進捗管理および財務管理を行った。また、調達部門とベンダーとの契
約締結から、ロンドンと東京のPOPの構築にかかわる計画策定に至るまで、統合作業全
体にわたって支援を提供した。 

成果 
 

PwCは、定められた期限内にクライアントが企図する設計を実現する上で、プロジェクト
をリードし、専門的な経験を活用した。データセンターの構築、移転、整理作業、および
プロジェクト憲章・進捗報告書のテンプレートについて定めた詳細なプロジェクト計画を
策定した。PwCの支援を受け、クライアントは新たなプロダクションデータセンターの構
築、新データセンターへのアプリケーションの移行、旧データセンター二カ所の撤去、
DR対応のためのデータセンターの改築、およびロンドンにおけるPOPにかかわる計画
策定を成功裏に実施した。 

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 
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お問い合わせ先 
 
あらた監査法人 
東京都中央区銀座8丁目21番1号 
住友不動産汐留浜離宮ビル（〒104-0061） 
aaratapr@jp.pwc.com 
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