
1. IAIS

国際保険資本規制
国際保険資本規制の進捗

保険監督者国際機構（以下「IAIS」とする）は、2014 年 3月 17 日に the March issue of the IAIS Newsletter

を発行し、IAIS のプロジェクトの進捗に関する見解を示しました。 国際的に活動する保険グループ（IAIGｓ）

に対する監督のための共通の枠組みである ComFrame のフィールドテストは 2014 年 3 月 21 日から開始さ

れました。フィールドテストの結果は、グローバルなシステム上重要な保険会社（G-SIIs）に適用する基礎的

資本要件(以下「BCR」とする)の策定に利用されます。

グローバルなシステム上重要な保険会社（G-SIIs）のデータ収集に参加する保険会社は、 5 月末までにグ

ループベースの監督官庁にデータを提出する必要があります。IASB と FASB は、会計を目的とした保険契

約負債の評価に関する統合的なアプローチを開発することはもはや予定されておらず、IAIS は、BCR を含

めた国際資本規制における保険負債の評価に「best estimate（以下「最良推計」とする）」または「current

estimate（以下「現在推計」とする）」を用いて評価することを提案しています。現在推計は、保険契約から生

じる義務を履行する、偏りのない、計測時点の仮定から生じる、すべての関連する将来キャッシュ・フローの

期待現在価値を反映します。保険負債の評価に含まれるマージンは、BCR を評価する目的の場合には資

本として再配賦されます。

PRA の Julian Adams 氏は、2014 年 3 月 24 日に「G-SIIs: issues, policies and challenges after

designation」についてスピーチを行いました。 Adams 氏は、全ての企業による最善の見積または現在推計

の使用は、国際的に統一された資本計測の実施に重要であると考えています。フィールドテストでは、様々

な評価手法をテストするために、保険会社は、4 つの異なる方法で最善の見積によるリスク評価を行うことが

求められます。利害関係者は、フィールドテストの期間中に保険負債の評価手法にコメントを寄せることがで

きます。IAIS は、2014 年の中頃に BCRについて協議し、2018 年末に ComFrame を導入する予定です。

2. Europe

ソルベンシー II

オムニバス II の合意

欧州議会は、長い間決議が待たれていたオムニバス II 指令を 2014 年 3 月 11 日に承認しました。この承

認により、ソルベンシーII レベル 1 テキストに関する全ての手続が完了しました。欧州議会が公式に指令を

採択した後に官報で発出され、その翌日にレベル 1 テキストが適用されます。 ソルベンシーII は、2015 年 3

月 31 日までに全ての EU 加盟国の国内法として取り込まれるプロセスにあり、2016 年 1 月 1 日から適用さ

れる見込みです。欧州議会は、2014 年の夏を目途に膨大かつ詳細な規則の導入を含めた委任された法行

為を採択する準備を進めています。EIOPA は、2016 年 1 月 1 日からのソルベンシーII 適用に間に合うよう

に、現在、実務的な技術基準とガイドラインの策定を行っています。

欧州保険協会がソルベンシーII に関する懸念を公表しました

2014 年 3 月 12 日に、欧州保険協会は、ソルベンシーII の委任された法行為が EU の立法者の立法意

図に反する結果になると非常に懸念しています。この団体は、ソルベンシーII 規制がその規制意図を実現し
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なくなることを懸念しています。欧州保険協会は、（まだ公式に公表されていない）現在の委任された法行為

ドラフトの 8 つの分野に関する懸念を強調しました。「もし修正されなければ、委任された法行為により、EU

経済に必要な安定した長期投資の担い手という保険会社の能力を大変に制約する可能性がある」と警告し

ています。委任された法行為は、主に利用可能性と保険商品の価格に影響し、欧州保険会社の国際競争

力を削ぐ恐れがあります。欧州保険協会による警告では、ソルベンシーII レベル 1 テキストが最終化された

が、 従属的な法令については協議が継続しています。

PwC による第 3 の柱である報告に関する準備状況調査

私どもは、ソルベンシーII の第 3 の柱である報告に関する調査結果を 2013 年 3 月 27 日に公表しました。

保険業界のリーダーや専門家への調査は、第 3 の柱である報告について 68％の保険会社が行うべき準備

の半分も実施していないことを明らかにしました。

ほぼ 75％の会社が「評価」を行っている段階であり、多くの会社が報告事項を理解し、システムの要改善

点および現状と要求事項との差異が明確であると自覚しています。全回答者のうちわずか 2%の回答者が、

ソルベンシーII の第三の柱である報告に関するドライランを実施しており、通常業務での報告プロセスに組

み込む準備をしています。

また、本調査では、保険会社にとって課題となる重要な 3 つの事項が明らかになりました:

 データストレージ、データ検索およびエンド・ユーザー・コンピューティングを含めた技術

 データソース、例えば会社内で一貫しており、他のシステムや財務報告データとの整合性が保たれて

いるデータ品質の確保

 単体ベースおよびグループベースでの年次、四半期報告を期限内に行うための報告のタイムフレーム

39％以上の回答者は、第 3 の柱である報告が公表情報に含まれた場合には、株価に影響を与えるであ

ろうと考えています。

UKにおけるソルベンシーII に関する情報は、PwC UK - SolvencyII のウェブサイトをご覧ください。

3. EIOPA

ソルベンシー II

内部モデル申請の共通パッケージ

欧州保険年金監督機構（以下「EIOPA」とする）は、2014 年 3 月 31 日の内部モデル申請の共通パッケー

ジの利用に係る見解を公表しました。EIOPA は、ソルベンシーII のフレームワークの下で、ソルベンシー資

本要件の計算に内部モデルを利用することについての承認に必要とされる多様な情報に関する欧州保険グ

ループの懸念に対して、この見解を示しました。EIOPA は、 国ごとに監督実務が異なることを防ぎ、一貫し

た監督実務を推進するために、内部モデルの利用申請を行う保険会社向けに共通の申請パッケージを作

成しました。共通パッケージは、保険会社が申請に必要な事項の理解、および監督当局が申請書類を受領

した際に必要となる受領書類の網羅性の確認に役立つように作成されています。EIOPA は、各国の監督当

局が監督下の保険会社と協議するために、共通パッケージを各国の規制当局に送付しました。各国の監督

当局からのフィードバックは公表される予定です。EIOPA は、フィードバックが公表された後、規制当局が保

険会社に対して共通パッケージを利用するよう推奨することを期待しています。

4. United Kingdom

PRA が損害保険の保険負債準備金およびモデルを公表しました

プルーデンス規制機構（以下「PRA」とする）は、2014 年 3月 31 日に CP7/14 - SII: calculation of technical

provisions and the use of internal models for general insurers （損害保険会社における技術的準備金の計

http://www.pwc.co.uk/solvencyII


算と内部モデルの利用）を公表しました。 この監督ステートメントのドラフトでは、損害保険会社がソルベンシ

ーII の下で技術的準備金の計算と内部モデルの利用との関係についての、PRAの期待が示されています。

損害保険会社は、PRA が、技術的準備金の計算および内部モデルによるリスク量計測の双方に使用され

ている多くの簡便的な手法を正当化できることを期待している点について、注目すべきです。簡便的な手法

は、2016 年 1 月 1 日にソルベンシーII が適用された後に、損害保険会社にとって重要な問題になる可能性

があります。しかし、保険会社は、監督ステートメントのドラフトから PRA の期待を理解することができますが、

監督ステートメントのドラフトでは示されていない多くの分野（例えば、契約の境界や分散効果）があります。

詳細は、PwC発行のHot Topic - PRA’s expectations for general insurers’ technical provisions and internal

models under SII をご覧ください。本ドラフトに対するコメントの期限は 2014 年 4月 14 日です。

ソルベンシーII 以前の資本調達手段

PRA は、ソルベンシーII 適用が迫っていることから、2014 年 3 月 12 日に、資本調達手段の発行または変

更を行っている保険会社に対して、注意を喚起しました。2016 年 1 月から導入されるソルベンシーII の開示

において、資本の質を向上させることの重要性を強調しました。PRA は、「ソルベンシーII が完全に導入され

るまでは、保険会社が資本調達手段の発行や変更を行う際に、資本の質を向上することの必要性を想定す

ることを期待している」と述べています。

注

1. 上記に記載の内容は、PwC UK作成の Being better informed April 2014 より抜粋して作成しております。
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