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国際保険資本基準（ＩＣＳ）市中協議文書への生命保険協会意見 

平成 28 年 10 月 19 日

※ICS に関する当会の総括的な意見として、質問 236 への回答を冒頭に記載しております。 
 
質問 236. ICS バージョン１．０の開発において IAIS が検討すべき点で、これまでのどの質問に

おいても扱われていない点について、追加的なコメントはあるか？もしあれば、充分な詳細および

論理的根拠を挙げて説明されたい。 
2017 年上半期の ICS ver1.0 完成後はコンフィデンシャル・レポーティングが行われるスケジュ

ールとなっているが、各種パラメータのカリブレーションが適切かどうかの分析が引き続き行われ、

必要に応じ修正されることが重要である。引き続き ICS ver2.0 に向けて、この市中協議でのコメン

トの他、日本も含め世界各国から参加しているフィールドテスト参加社からの意見を十分に考慮し

たうえで、ICS が策定されることを切に希望する。 
なお、今回の市中協議文書では取り扱わないこととされているが、我々は ICS が監督プロセスの

中でどのように使用されるのか、ICS と現地規制との関係、各法域に導入する際の移行措置の取扱

い、内部モデルの使用可否、開示などにも高い関心を持っている。特に、ICS を使ってどのような

監督がなされるのかという点については、ICS 基準そのものを検討するうえで不可欠な要素であり、

早期に明らかにされる必要があると考えている。これらの論点については今後の市中協議でも改め

て意見表明を行う所存であるが、特に重要と考える論点について以下で述べたい。 
 
１ ICS ver1.0 の開発に向けて 
１．１ 新しい資本基準導入による様々な影響に配慮すべき 
・ 規制が意図しない影響を生みださないような配慮が必要である。たとえば保険業に対する規制

という限られた視点からの分析だけでなく、市場や実体経済との相互作用や経済活動全体への

影響など、規制の影響を大局的な観点から分析する事が必要であると考える。なお、当論点に

関連する Q179 において、我々はプロシクリカルな行動を減らすために株式リスクチャージに

はカウンターシクリカル・メジャーを含むことを支持している。 
・ 保険会社は金融市場においては長期資金提供の担い手でもある。規制が過度に厳しく適用され

ることによってこの機能を十分に果たせなくなる恐れがあり、その結果として経済全体に悪影

響を及ぼす可能性がある。このような状況を踏まえ、例えば、我々が Q177 で回答しているよ

うに長期保有の株式リスクやインフラ投資へのリスクチャージなどは、長期の投資行動を過度

に委縮させることがないようリスク軽減措置の適切な取り扱いを検討すべきである。 
 
１．２ 各法域、各社のリスク特性を適切に反映するものとすべき 
・ これまでの ICS 策定の議論の中で、比較可能性の実現ということがより重視されてきたと我々

は認識しているが、ICS が各法域、各社のリスク特性を適切に反映したものであるかどうかも

同様に、重視されるべきである。銀行セクターとの比較で言えば、銀行は決済機能をもってお

り銀行間の相互連関性が非常に高いため、会社間の比較可能性はより重視されるだろう。一方、

保険ビジネスは相互連関性が相対的に低く、また各法域、各社によりビジネスモデルや商品性

の相違が大きいことから、それらのリスク特性の相違に対応した指標であることが望まれる。

その観点から、「ICS はミニマム・スタンダードである」という考えを採用したうえで、ICS
自体は過度に保守的な水準とはせず、各法域における多様性を一定程度許容するという方法が

考えられる。本市中協議でリスク係数に関する多くの問いが設定されているが、我々はいずれ

も各法域の特性を反映すべきという点で一貫した回答をしている。 
 
１．３ 保険負債を評価する上での割引率の設定方法には十分な考慮が必要 
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・ 本市中協議でも多くの紙面が割かれているが、ICS が経済価値ベース的な指標を志向している

ことを前提とすれば、保険負債の評価をどのように行なうかということが市場金利の変動に伴

う過度な変動を抑制するという点でもっとも重要な論点であると考えている。保険は長期のビ

ジネスであることを考えると保険負債を割り引く際に割引率をどのように設定するか、特に長

期部分の割引率の取り扱いが重要である。この点において、我々は Q13 で回答しているように

LTFR を導入することを支持している。ただし、それだけは十分でなく、Q20 で示されている

ようにどのように信用スプレッドの調整を行うのが適切であるか、調整の仕方が社債市場の厚

みの有無で有利不利が発生しないかなどの点について、実際の運用ポートフォリオを踏まえた

取扱いとなるよう、引き続き分析・検討が必要であると考えている。 
 
２ ICS ver2.0 の開発に向けて 
２．１ 内部モデル、移行措置の導入を柔軟に検討すべき 
・ ICS ver2.0 の開発に向けては、内部モデルの使用の可否や同モデルを使用する場合の定義、対

象などについて、会社の内部管理の実態に即した検討や基準開発が必要である。また、現行の

監督規制と大きく異なる枠組みである ICS の導入にあたっては移行措置が必要不可欠である

が、移行期間やグランド・ファザリングのあり方等、各法域固有の事情も勘案しつつ、検討、

対応していくことが望まれる。新規制の導入にあたっては、法域により負担や乗り越えるべき

ハードルの高さが全く異なるので、各法域における現行規制との違いを踏まえた適切な移行措

置が必要、すなわち、グローバルに一律の移行措置を設定するのではなく、今置かれている出

発点と到達点の距離の差を踏まえた移行措置とすべきである。 
 
２．２ ICS の使用方法 

経済価値ベースの指標は資産・負債ともに市場整合的な評価ができることが利点であるが、市

場金利の動向によって資本水準に大きな変動をもたらす点には留意が必要である。過度な変動を

抑制するために標準モデルにおける割引率の設定などモデルの技術的視点からの配慮だけではな

く、監督上の運用面でも配慮が必要だと考える。 
（１）経済価値ベースの定量指標を介入基準とする事には慎重であるべき 
・ ICS の水準のみを監督行動のトリガーとすべきではないと考える。ICS は数ある監督ツールの

中の 1 つに過ぎず、ERM、ORSA、ガバナンスなども含め総合的に判断されるべきである。経

済価値ベースの定量指標は、評価時点での経済環境が継続するという仮定の下でのスナップシ

ョットを提供する一方で、マクロ経済や政策等の長期的予測を織り込んだものではない。その

ため、この指標のみに依拠して監督行動を起こすことは保険ビジネス（商品構成、資産運用な

ど）の変更を余儀なくし、保険の社会的役割発揮を阻害する恐れがあるなど意図せぬ結果をも

たらすリスクがある。 
・ 経済価値ベースの指標は金利水準に対して非常にセンシティブかつボラタイルである事がすで

に欧州で適用が始まっているソルベンシーⅡなどからも証明されている。マイナス金利を含む

低金利環境はいまやグローバルに広がっている。このような状況下、ICS を介入基準のような

ハードな基準として使用することを前提とするのではなく、モニタリング指標のようなソフト

な基準としての使用も想定すべきである。ボラタイルな資本基準に対しては、まずはモニタリ

ング指標のようなソフトな基準として適用を開始し、監督当局と保険会社の間のコミュニケー

ションを通じて基準の質を洗練化させ、規制する側・される側双方の経験値を高めていくとい

う監督上の段階的な運用手法も十分検討に値する選択肢であると考えられる。 
（２）ICS に係る計数の開示には慎重であるべき 
・ ICS の使用方法や移行措置の具体的な方法がどのように設定されるかにもよるが、ICS に係る

計数の開示については慎重な検討が望まれる。すでに述べたとおり、ICS には計数の過度な変

動可能性があること、また、GAAP 調整アプローチと市場調整評価アプローチが当面併存する
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可能性がある中で一律に開示を行うと比較が可能であるという誤解を与えるおそれがあり、そ

れによって実態とはかけ離れた評価を市場から受けてしまうことを懸念する。このように、開

示のためのハードルは数多く残存していると考えており、まずはソフトな基準として運用しつ

つ基準の質を高めることが重要であると考える。また、一定の移行期間が設定された場合には、

上記課題に加え、移行期間中は法域間、会社間の比較可能性が担保できないという問題もある

ため、開示のあり方や開始時期にはより慎重な検討が望まれる。 
 
３ 全体的な開発プロセスについて 
・ 2017 年上半期の ICS ver1.0 策定に向けて、生命保険会社の長期的視点からの経営（長期保障

の提供、長期安定的な資金供給）の阻害要因とならないよう、更なる検討が必要であると考え

ている。具体的には、ボラティリティ排除策、プロシクリカリティ抑制策、長期投資促進策等、

ICS 標準モデルが具備すべき措置の検討が未だ道半ばである。この点、我が協会から、市中協

議のコメントを通じて具体的な提案を行っている。関係者からの意見を十分に考慮し、ICS 
ver1.0 が高品質な標準モデルの礎となるよう更なる検討を期待する。 

・ ICS の使い方を決定する前に ICS の仕様を固めるという進め方により、ICS の仕様に関する意

見が分かれるという状況を招いており、かつ、ICS の検討ペースが速すぎることによりステー

クホルダーとのコミュニケーションが不十分となっている懸念がある。今後の検討スケジュー

ルについては、ステークホルダーの意見を聴取し、再検討していただきたい。 
質問１. 複雑なコングロマリット構造の中で、IAIG の頂点はどのようにして特定されるかに関し

て、監督者および IAIGs により大きな確実性を提供するために、IAIS は保険主導の金融コングロマ

リットの概念をさらに定義すべきか？「はい」である場合、提案された定義は有用な出発点か、ま

た、そうであれば、どのようなさらなる仕様が提案されるか？ 
意見なし. 
質問２.  ICS の目的のために準備されるべきグループの連結バランスシートの水準を決定する際
に、監督上の判断の行使が必要となる可能性の高い、IAIGs として特定される可能性が高いグルー
プの例はあるか？「はい」である場合、IAIG の頂点の特定における不確実性の性質は何か？ 
意見なし. 
(1) 質問２に対して「はい」である場合、この不確実性は、より大きなグループの一部を構成してい

る保険グループまたは金融コングロマリットに関連するか？「はい」である場合、IAIG の正しい頂

点を特定することにおける懸念を説明されたい。 
意見なし. 
質問３. ICS 目的で連結に含められるべき事業体を上記の通りとした場合、ICS の計算の境界線内

に含まれるべき重要な事業体に関し、不確実性はあるか？「はい」である場合、いずれの種類の事

業体に関してグループの範囲をより明確に特定すれば、監督者および IAIGs は利益を得る可能性が

も高いか？ 
意見なし. 
質問４.  ICS バージョン 1.0 の開発において IAIS が検討すべき、グループの範囲に関する本セ

クションに対するさらなるコメントはあるか？「はい」である場合、十分な詳細および根拠と共に

説明されたい。 
意見なし. 
質問５. 2016 年のフィールドテストの技術的仕様書において指定された、MAV バランスシートの

構築のための GAAP への調整は、IAIGs の財務状態の概ね比較可能な実態および ICS の算出のため

の整合的な基礎を提供することに成功しているか？説明されたい。 
意見なし. 
質問６. MAV バランスシートを構築する際に調整の対象とされるべき、既存の GAAPs（または法

定会計）の間での重大な相違がある領域は、他に何か存在するか？「はい」である場合、説明され
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たい。 
意見なし. 
質問７. MAV は、契約の境界に対して、契約上または法的な側面に焦点を当てるのではなくより

経済的なアプローチ（例えば、更新率および保険料の安定性）を含むべきか？「はい」である場合、

なぜこれは IAIGs のソルベンシー状態のより正確な評価を提示するのか？ 
□ Yes. 
・ より経済的なアプローチとすべきである。契約上や法令上の側面に着目した場合、「形式より

も実質を重視」の原則が反映されず、保険会社のリスク管理に誤ったインセンティブを与える

ことになる。 
・ これまでのオブザーバーヒアリングでも契約の境界線については多くの懸念の声があがってい

る。これは、ＩＡＩＳの提示する契約の境界線の定義が、ALM など保険会社のリスク管理の実

態や経済合理性と乖離するためである。 
・ 保険群団の利益性が確保されているのであれば、保険会社は同条件でのビジネスを継続するこ

とが経済的合理性に鑑み、蓋然性が高い前提となると言える。契約の法的実態のみに着目し、

経済的な合理性を無視して境界線を設定することは、実現可能性の無い前提に基づいて保険負

債を評価することになる。このような形で評価された保険負債は経済価値を表さない。 
・ 保険会社はこのような契約の継続率や更新の蓋然性も考慮してリスク管理を実施しており、

IAIG の健全性評価にあたっても「もっとも蓋然性が高く、経済合理性のある」前提に基づくべ

きである。 
・ 現在ＩＡＩＳによって提示されている境界線の定義をそのまま適用した場合、例えば、日本に

おける団体保険ビジネスの運営に支障をきたし、実体経済へ影響を与える可能性がある。日本

の団体保険には、低廉で簡易な仕組みの保障を共同引受で安定的に提供することで、企業・団

体内の福利厚生制度の裏づけとなり、国民の自助努力の取組を支えるという社会的意義がある

ことに十分ご留意頂きたい。 
質問８. 経済的アプローチが採用された場合、契約の境界の決定はより複雑になるか？説明された

い。 
□ No. 
・ 一概に複雑になるとは言えない。 
・ 例えば当法域において EV を算出している会社の多くはすでに経済的アプローチを使用して内

部管理および公衆開示を行なっている。 
・ 保険負債の測定において、「もっとも実現可能性が高い」前提を置くという一貫性が保たれる

こととなり、ＩＣＳが求める資本要件がより適切なものとなると考える。 
・ このアプローチを使用することのベネフィットはコストを上回ると考える。 
質問９. 経済的アプローチが採用された場合、一部の ICS リスク・チャージの較正は、異なるリス

ク（例えば解約・失効リスク）へのエクスポージャーを捕捉するために改訂される必要があるだろ

う。ICS 資本要件のどの領域が、どのように影響を受けるだろうか？ICS 資本要件において定義さ

れたリスクの観点から説明されたい。 
・ ICS リスクチャージの較正を修正しなくても、リスクエクスポージャーは捕捉できると考える。

・ 現行の ICS フィールドテストの仕様書では、経済的アプローチは導入されていないため、経済

的アプローチが導入された場合、更新部分のネットキャッシュフローに差異が発生することに

なる。経済的アプローチを導入した場合、この差異を反映して種々のリスクが計算されること

になり、それが現在の ICS フィールドテストでのリスク量との差額になる。 
・ 解約リスクを例に取ると、経済的アプローチの場合は CF は契約が一定程度継続することを前

提にキャッシュインフローおよびキャッシュアウトフローを算出している。そのため同じスト

レスを掛けたとしても、経済的アプローチを使用する方が解約リスクは大きめに算出され、必

然的に調整がなされるだろう。 
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質問 10. 枠組みの全体的な整合性を確保するために、契約の境界に対する経済的アプローチの採用

後、MOCE の定義を見直す必要があるだろう。契約の境界に対する経済的アプローチへの変更は、

MOCE の特定に影響を与えるか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 整合性の観点から、資本コスト法における MOCE の場合、ランオフパターン作成の際には、更

新後の CF も含めた形で作成することは当然である。 
質問 11. 将来予期される更新を考慮することで、保険負債の評価に多額の将来の事業が含まれた場

合、この結果としての資本リソース（将来利益）は引き続き、ティア１に含まれるための規準（例

えば、利用可能性に関する規準）を満たすか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ Tier1 要件を満たすと考える 
・ 更新の実態を踏まえて合理的に見積もった CF を元にして、経済実態をより反映した適切な将

来利益（資本リソース）を算出することが可能となる 
・ CF は合理的に見積もれる範囲に限定しているため利用可能性の要件も満たすと考える 
質問 12. ICS の他の構成要素は、このような変更の影響を受けるであろうか？「はい」である場合、

それらの構成要素を特定し、説明を提供されたい。 
□ No. 
質問 13. IAIS の基準イールドカーブの定義に対する現在の３区分のアプローチは、基準イールド

カーブを決定するための健全な基準か？説明されたい。 
□ Yes. 
・ LTFR の導入を支持する。その趣旨において、3 区分アプローチを支持する。 
・ 多くの法域において、超長期の割引率は基本的に市場で観測されず、観測される場合にもきわ

めて流動性が低い。このため、超長期の割引率について一定の仮定を置き、市場の流動性が低

下した時点から補完するアプローチは合理的である。 
・ 超長期の割引率の仮定については様々な手法があるが、ＵＦＲ（ＬＴＦＲ）は広く受入れられ

ており、かつ、短期的な市場変動による急激な健全性の変化を抑制する観点からも有効である

ことから、その採用を支持する。 
・ 生命保険会社の長期的な経営との親和性が認められ、また過度なボラティリティの排除を通し

た金融安定化への寄与も期待できる。 
質問 14. 基準イールドカーブは、基礎となる市場の流動性に応じて、スワップまたは国債のいずれ

かに基づく。上の表４で示されている、個々の通貨のイールドカーブを決定するための基礎として

の、IAIS によるスワップまたは国債の選択に不適切なものはあるか？「はい」である場合、いずれ

の通貨についての選択が不適切か？回答を説明されたい。 
□ Yes. 
・ 各法域における国債市場、スワップ市場の流動性に応じて判断すべきである。日本円に関して、

日本国債を用いることについては、市場規模や流動性の観点から合理性を欠くものではない 
・ しかしながら、現在、中央銀行の大規模なオペレーションによって、通常の市場参加者が想定

する経済的に合理的なリスクフリー価格とはかけ離れた価格で取引が実施されている。リスク

フリーのイールドカーブが政策的な意図により押下げられている点については留意する必要が

あり、補正についての検討が必要である。 
質問 15. 各通貨に対して、補外の期間は、使用される金融商品の市場が、深み、流動性および透明

性があると考えられるという規準をもはや満たさない時点から開始される。第２区分の開始点が不

適切である通貨はあるか？「はい」である場合、いずれの通貨について開始点が不適切か？説明さ

れたい。 
□ Yes. 
・ 日本国債に関して、中央銀行の大規模なオペレーションによって、通常の市場参加者が想定す
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る経済的に合理的なリスクフリー価格とはかけ離れた価格で取引が実施され、イールドカーブ

が政策的な意図により押下げられている点については留意する必要がある。市場参加者が想定

する合理的な価格への適切な補正がなされないのであれば、市場が正常化するまでの期間、補

外開始地点を早める等の対応を検討すべきである。 
質問 16. 現在 IAIS は、全ての通貨について第３区分は 60 年の満期から開始されるべきであると

いう簡便法を採択している。IAIS はこの簡便法を継続すべきであるか？「はい」である場合、その

アプローチに対して必要な修正はあるか？「いいえ」である場合、IAIS は以下のいずれかの選択肢

に基づき、第３区分の開始点を決定するための異なるアプローチの採択を検討すべきか？ 
□ No. 
・ 長期フォワードレートの補外開始点について明確な正解はないと思われるが、通貨毎/国毎に有

利不利が発生しないような配慮が必要である 
・ 加えて、質問１５も参照いただきたい。 
(1) IAIS は第２区分の期間を、定められた年数で調和させるべきか？「はい」である場合、第２区

分の期間は何年であるべきか？ 
意見なし 
(2) IAIS は整合的な収束期間だけでなく 短の収束点の決定を検討し、「第１区分の 終点＋整合

的な収束期間」と、「 短の収束点」のより大きいほうをとるべきであるか？「はい」である場合、

整合的な収束期間および 短の収束点は何年であるべきか？ 
□ No. 
質問 17. 提案されている LTFR は、OECD の情報を用いたマクロ経済的アプローチに基づいてい

る。この手法は適切か？説明されたい。 
意見なし 
(1) 質問 17 に対して「いいえ」である場合、IAIS は LTFR を導出するための代替的な手法を開発

すべきか？そのような代替的な手法の概要を示されたい。 
意見なし 
質問 18. 割引アプローチは、安定的なマクロ経済的な長期のアンカーに基づいている一方で、マク

ロ経済的な長期のアンカーを導出するための手法は時間と共に乖離（drift）や、または段差すらも

示すかもしれない。IAIS は LTFR の更新について、評価の頻度およびその方法の問題にも対応する

べきであるか？「はい」である場合、IAIS が LTFR の更新について、評価の頻度およびその方法の

問題にどのように対応すべきであるか、詳細を提示されたい。 
□ Yes. 
・ 長期フォワードレートはその趣旨から考えれば短期で頻繁に変わるという性質のものではな

く、たとえ変化するとしてもその変化は時間をかけたモデレートなものであると考える 
・ 見直しに伴う人為的な変更が保険会社の投資行動に影響を与える懸念があり、見直しを行なう

かどうかはつねに慎重に検討されるべき。仮に見直す場合でも、見直し時の変動を一定の幅に

留めることや見直す頻度を数年ごとに留める等の措置を導入することが考えられる 
質問 19. 基準イールドカーブを導出する手法の改善のために、他に何か提案はあるか？「はい」で

ある場合、提案の詳細な根拠を提示されたい。 
・ 質問 16(2)に関し、収束期間について明確な正解はないと思われるが、通貨毎/国毎に有利不利

が発生しないような配慮が必要である。セグメント３の補外開始点が各法域で相違することは

複雑性が増すだけであり、支持しない。 
質問 20. 複雑性、比較可能性およびベーシス・リスクの間の均衡を確保する必要性を考慮しつつ、

信用スプレッド調整値の算出の基礎として、いずれのポートフォリオ選択のアプローチが MAV ア

プローチに対してより適切か？説明されたい。 
・ 生命保険事業の長期性を考慮すれば、短期的な市場環境変化による健全性水準の過度なボラテ

ィリティは抑制されるべきである。そのために、保険会社が適切なリスクテイクによって安定
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的なスプレッドを得ることができている実態があるのであれば、その経営行動を負債評価に反

映することは有効な方法であると考えられる。したがって、保有される資産に関連付けられた

ポートフォリオを参照する手法は一定程度支持できる 
・ また、同様の理由で、保険負債とそれに裏付けられた資産の通貨が異なる場合に保険負債の通

貨を基準としてスプレッドを適用するという現行の仕様に反対する。我々は、保険負債と異な

る通貨建ての資産を通じて、ヘッジコストを考慮してもなお十分な超過スプレッドを獲得する

ことができている。このような実態は適切に反映されるべきである。 
・ 一方で、市中協議文書パラ 116 で指摘されているように、リターンの過度な追求により保険会

社のリスク管理に有害なインセンティブを生み出すことは避けられるべきである。我々は、低

品質の資産のスプレッドが調整に含まれる程度を制限するという IAIS の提案を支持する 
・ スプレッドの過度な変動（exaggeration）期間における、資本の過度なボラティリティの緩和

を目的とする場合（パラ 107）、実際に運用する資産のスプレッドを参照することが目的適合

的である。この場合、保険負債通貨によって上乗せ水準を異ならせる合理性が乏しいと考える。

・ ヘッジコストの主要因がベース金利差である点を踏まえると、スプレッドからヘッジコストを

控除する取り扱いも合理性に乏しい。 
・ 現行の仕様では、社債市場に厚みがない（限定的な発行量・流通量、タイトなスプレッド）ア

ジアの生命保険会社にとって過度に不利な取り扱いであり、レベルプレイングフィールドが確

保されていない。 
・ 日本に限らず世界の至る所で超低金利環境が続いており、我々と同様の懸念は将来的にどの法

域でも起こりうる 
質問 21. 保険負債の評価において、事業体固有の要素を持つことは適切か？  
□ Yes. 
・ 質問 20 に対する意見に同じ 
(1) 質問 21 に対して「はい」である場合、どの程度適切か？ 
・ 質問 20 に対する意見に同じ 
(2) 質問 21 に対して「はい」である場合、どのようにして、上述の通り、各 IAIG による個々の選

択に関係なく、（資産の評価に用いられるアプローチに顕著に表れる）枠組みの市場ベースの性質、

および、全ての保険契約者を公平な方法で保護する必要性と整合させることが出来るか？ 
・ 質問 20 に対する意見に同じ 
質問 22. 評価枠組みについて、資本要件の枠組みと相まって、保険契約者の保護を損なう低品質な

投資へのインセンティブを提供しないことは重要か？ 
□ Yes. 
・ 理由については質問 20 を参照されたい 
(1)質問 22 に対して「はい」である場合、調整値への寄与分を比較可能な BBB 資産までとする上限

を設けることは、その目的を達成する上で効果的な方法か？説明されたい。 
意見なし 
(2)質問 22 (1)に対して「いいえ」である場合、その目的を達成するために、IAIS は他のいずれのア

プローチを探究しうるか？ 
意見なし 
質問 23. 保険負債は、信用スプレッド調整の適用を目的として、区分分けされるべきか？ 
□ No. 
・ 生命保険負債を 2 つの区分に分けるという現行の仕様には同意できない 
・ 以下の理由から、生命保険負債について区分分けを行なうことは合理的ではない 
・ 一般的に、生命保険会社は市場悪化局面において急激なリスクオフを行う必要性がなく、短期

的な資産の投げ売りを行なう必要がないためである。確かに、定額の生命保険商品、特に長期

利率保証商品においては、長期間の保障の履行を前提とした保険負債により金利リスクを抱え
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るが、これは遠い将来の再投資局面におけるリスクであり、一般的に当面の保険金支払い能力

を脅かすものではないと考えられる。このリスクに対しては、中長期的な時間軸で対応策を実

行することが可能である。 
・ 生命保険会社の資金繰りの安定性も理由として挙げられる。通常、当面の保険金支払い財源は、

計画的にスケジュールされた国債等の満期償還資金や、長期の平準払い契約から定期的に払い

込まれる保険料が担っており、市場悪化局面においても資金繰りに直接的な影響を与えにくい

と考えられる。 
・ 保険商品は満期までの長期保有が前提とされており、頻繁な引き出しや売買が行われないとい

う点で、銀行預金や投資信託とは異なる性質を持つ。また、保険の解約は顧客のオペレーショ

ナル・コストが比較的高いということも念頭に置かれるべきであろう。 
(1)質問 23 に対して「はい」である場合、負債を異なる区分に割り当てるためにいずれの規準が適

切か？ 
－ 
(2)質問 23 に対して「はい」である場合、区分の適切な数は何か？ 
－ 
(3)質問 23 に対して「はい」である場合、各区分に紐付られる適用比率は何であるべきか？ 
－ 
(4)質問 23 に対して「いいえ」である場合、保険負債の予測可能性のための規準に代わるものとし

て、リスクの保険契約者への部分的な移転（例えば市場価格調整型商品）は、信用スプレッド調整

を決定するための規準となり得るか？ 
意見なし 
質問 24. IAIGs が、リスクフリー金利を超えた信用スプレッドを得る能力は、IAIGs が負債のキャ

ッシュ・フローを資産のキャッシュ・フローに一致させる能力に依存するか？説明されたい。 
意見なし 
質問 25. 信用スプレッド調整値の算出のために、どのような水準の粒度がより適切か？回答を証明

されたい。 
 異なる適用比率を用いて、算出され、異なる区分（複数の場合）に適用される、単一のスプレ

ッド調整値。 
 各区分に関連づけられる特定の種類の負債を裏付ける異なる資産の種類または組み合わせを

IAIG が特定し、特定された一連の資産に基づき各区分に対して様々な信用スプレッド調整値を

算出する。 
意見なし 
質問 26. 資産と負債のマッチングおよびリングフェンシングに関する要件が存在しないので、監督

者は、提案された割り当てが対応する保険負債の存続期間を通じて実証・維持されることを要求す

べきか？説明されたい。また「はい」である場合、これはどのようにして達成されうるか？ 
意見なし 
質問 27. 債務不履行の調整を算出するための提案されたアプローチは妥当か？「いいえ」である場

合、どのようにして改善することが出来るか説明されたい。 
□ No. 
・ 割引率についてデフォルト調整するのであれば、バランスシート上に計上されている貸倒引当

金について、少なくともデフォルト調整の対象となった部分を利用可能資本として Tier1 に認

識するべきである。 
質問 28. IAIS は LTFR への調整の導入を検討すべきか？「はい」である場合、LTFR への調整の

技術的な論拠は何であり、IAIS はいずれの手法を探究すべきか？ 
□ Yes. 
・ 生命保険事業の長期性を考慮すれば、短期的な市場環境変化によって、保険会社の健全性水準
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への過度なボラティリティの発生が抑制されるべきである。 
質問 29. （上記の）「逆転したリスクプロファイル」の問題を回避または軽減する方法はあるか？

「はい」である場合、説明されたい。 
意見なし 
質問 30. 比例的な移動ではなく、基準イールドカーブへの（bps による）絶対値の変更として定義

された調整への移行は、適切か？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 強いて言えば Yes である 
・ 比例移動・平行移動にはそれぞれ一長一短あると思うが、金利環境等によって技術的な問題が

引き起こされるのであれば、その対処として平行移動を選択することが適切かもしれない。 
・ 保険会社がマイナスの利回りでの投資を実施することは非現実的であり、ベースとなるイール

ドカーブの下限は"0"とすべきである。 
質問 31. いずれの提案されたオプションが、IAIS によって検討されている様々な政策課題の間の

均衡をより良くとっているか？説明されたい。 
・ 質問 23 を参照されたい 
(1)選択されたオプションは、さらにより適切にするために修正され得るか？「はい」である場合、

選択されたオプションに対する修正提案の詳細を提示されたい。 
□ Yes. 
・ 質問 23 を参照されたい 
質問 32. IAIS が ICS バージョン 1.0 の開発において検討すべき、MAV に関するさらなるコメン

トはあるか？「はい」である場合、十分な詳細および根拠と共に説明されたい。 
□ Yes. 
・ 現行のフィールドテストは一時点の金融環境を基準に実施されているが、MAV、GAAP+の双

方について、パラメータの変化に対する感応度の分析や、金融危機環境を想定したストレステ

ストなどを実施し、双方の手法が金融市場の変化に対してどのよう結果をもたらすか慎重な分

析が必要である。 
・ 両手法のコンバージェンスの方向性は、上記のような分析結果を踏まえた上で検討して頂きた

い。 
質問 33. AOCI 調整は、未実現損益が実現しない可能性が実現する可能性よりも高い、長期負債対

応債権に関連する未実現損益のみに適用することが提案されている。このことは、債権投資の公正

価値測定から非経済的ボラティリティを分離するための適切な方法であるか？「いいえ」の場合、

どのような代替案を提案するか、およびその理由は何か？ 
□ No. 
・ 「more likely than not」基準による判定は、未実現損益の実現可能性の合理的かつ安定的な測

定が困難となり、また、新たに個別銘柄ごとに追加の判断を行なう等、実務負荷が増大するこ

とを懸念する。 
質問 34. AOCI 調整の目的上、長期負債対応資産を特定するために行われるべき、何らかの修正が

存在するか？例えば、MAV の割引オプション 3（負債の流動特性に基づくもの）に従って、資産に

関して提案されたものと類似したバケット化のアプローチは、長期負債対応資産を特定するための

適切な方法であるか？説明されたい。 
意見なし 
質問 35. 特定の未実現損益を除外するための「起こる可能性が起こらない可能性よりも高い」規準

は、AOCI 調整の計算の適切な要素であるか？ 
□ No. 
・ 質問 33 に対する意見に同じ 
(1)未実現損益が実現する可能性が実現しない可能性より高い場合、これは資産を分離するための適
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切な方法か？「いいえ」の場合、どのような代替案を提案するか、およびその理由は何か？ 
□ No. 
・ 質問 33 に対する意見に同じ 
質問 36. 「起こる可能性が起こらない可能性よりも高い」区分に含めるべき特定の資産区分は存在

するか？「はい」の場合、説明されたい。 
意見なし 
質問 37. 債務不履行リスクの調整は適切であるか？説明されたい。 
意見なし 
質問 38. 債務不履行リスクの調整を計算するための考えられる方法は、現在の利率と比較した、購

入時の信用格付け（または以前の格下げ）を参照することである。格付けの変動は、債務不履行リ

スクに関連する信用スプレッドの部分を算出するために使用可能である。このことは、債務不履行

リスクに関連する未実現損失の見積りのための適切な方法であるか？説明されたい。「いいえ」の

場合、債務不履行リスクのスプレッドの計算に使用可能な代替方法を提案願いたい。 
意見なし 
質問 39. 任意の IAIGs の一部から、債務不履行リスクのスプレッドは、ストレス下の特定の期間

において、かなり変動性があると示されてきた。このボラティリティを過去の妥当な期間にわたり

評価する方法は存在するか、および、そのための適切なデータは入手可能か？説明されたい。 
意見なし 
質問 40. GAAP＋の原則および指針は、IAIS により定義される ICS 原則を満たす、ICS 評価アプ

ローチの仕様書の十分な基盤を成すか？説明されたい。 
意見なし 
質問 41. GAAP＋の管轄区域における例において、2016 年のフィールドテストの技術的仕様書で

概説された、何らかの内部的不整合、または、提示された GAAP＋の原則および指針では一致させ

られない何らかの領域が存在するか？「はい」の場合、貴殿が例において修正するために何を提案

するか説明されたい。 
意見なし 
質問 42. GAAP＋に基づくと、管轄区域間で、資産を評価するアプローチに差異がある。全管轄区

域について、全資産は（公正価値測定または、原価と公正価値の混合であろうと関係なく）同一の

アプローチに基づいて評価されるべきか？説明されたい。 
意見なし 
質問 43. GAAP＋に基づくと、管轄区域間で、負債を評価するアプローチに差異がある。全管轄区

域について、全負債は、帳簿価額または市場価値に近かろうが関係なく、同一のアプローチに基づ

いて評価されるべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ 現行のフィールドテストは一時点の金融環境を基準に実施されているが、ＭＡＶ、ＧＡＡＰ＋

の双方について、パラメータの変化に対する感応度の分析や、金融危機環境を想定したストレ

ステストなどを実施し、双方の手法が金融市場の変化に対してどのよう結果をもたらすか慎重

な分析が必要である。 
・ 両手法のコンバージェンスの方向性は、上記のような分析結果を踏まえた上で検討して頂きた

い。 
質問 44. 保険負債について、管轄区域間でのより比較可能な評価結果をもたらすために、行いうる

何らかの修正は存在するか？説明されたい。 
意見なし 
質問 45. 米国の法定（会計基準）のみによる提出者のための財務データを統合するための方法が、

GAAP＋用に開発されている（2016 年のフィールドテストの技術的仕様書のセクション 7.3.2 を参

照）。その方法が、結果として作成される財務諸表が実質的に米国 GAAP に準拠した連結財務諸表
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と同等となるように、全ての重要な要素を捕捉するか？「いいえ」の場合、あらゆる重要な差異に

対処しうる、他の要素または調整の詳細を提示願いたい。 
意見なし 
質問 46. 現在のデータが存在せず、かつ、ルールが導入される前に、提案されているこれらの会計

基準が ICS、およびより具体的には、GAAP＋に及ぼす影響を評価するための方法は存在するか？

説明されたい。 
 意見なし 
質問 47. GAAP＋に関して、IAIS が ICS のバージョン 1.0 の開発において考慮すべき、さらなる

コメントはあるか？「はい」の場合、十分な詳細および根拠と併せて説明されたい。 
□ Yes. 
・ GAAP 調整アプローチの継続的な検討を支持する。 
・ 現行のフィールドテストは一時点の金融環境を基準に実施されているが、MAV、GAAP+の双

方について、パラメータの変化に対する感応度の分析や、金融危機環境を想定したストレステ

ストなどを実施し、双方の手法が金融市場の変化に対してどのよう結果をもたらすか慎重な分

析が必要である。 
・ 両手法のコンバージェンスの方向性は、上記のような分析結果を踏まえた上で検討して頂きた

い。 
・ 行政介入基準として使用する場合、信頼性や検証可能性等、堅牢性を具備する必要がある。こ

の点、各国既存の会計基準や規制をベースに、これと整合性のあるアプローチを採ることが、

解決に資するものと思料する。 
質問 48. CC MOCE の計算（健全性アプローチと資本コスト・アプローチの双方）に関して、GAAP
＋に基づく CC MOCE と MAV に基づく CC MOCE の計算において差異を必然的に伴うことにな

る、GAAP＋の負債が計算される方法に何らかの具体的な課題があるか？「はい」の場合、説明さ

れたい。 
意見なし 
質問 49. 貴殿の経験、またはデータ分析に基づいて、MAV で定義された現在推計と比較して、保

険負債の市場取引価値を観察または見積ることができるか？「はい」の場合、（適切であれば、負

債のタイプにより区別されることになる）現在推計に関連する、どのような価値を観察または見積

るか？回答を裏付ける証拠または言及を提示願いたい。 
□ No. 
質問 50. 資本コストのハードル変数は以下となるべきか： 
 固定されるべきか？「はい」の場合、これはどのように決定されるべきか？ 
 特に、様々な経済環境を反映するために、別の経済変数と結び付くべきか？「はい」の場合、

どの経済変数が使用されるべきか（例えば、金利カーブ、スプレッド・レベル．．．）？ 
 観察された平均的水準と異なりうる、 低（ハードル）水準を参照して、決定されるべきか？

「はい」の場合、このことが反映されるべきである理由およびどのように反映すべきか、説明

されたい。 
 広範な株式市場または保険固有の尺度に基づくべきか？「はい」の場合、説明されたい。 
 固定されるべき？「はい」の場合、これはどのように決定されるべきか？ 

□ No. 
 特に、様々な経済環境を反映するために、別の経済変数と結び付くべきか？「はい」の場合、

どの経済変数が使用されるべきか（例えば、金利カーブ、スプレッド・レベル．．．）？ 
□ Yes.  
‧ 2016 年のフィールドテスト仕様書ではリスクフリーレートを超過する観察可能なヒスト

リカルなリスクプレミアムをベースとして決定しているが、設定にあたっては、さまざま

な経済環境を反映するために、他の経済変数（例 金利カーブ、スプレッド水準等）と関連
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づけるべきである。 
‧ 安定的に取り扱うべき。変更する場合も、急激なものとならないような経過措置が必要と

考える。 
 観察された平均的水準と異なりうる、 低（ハードル）水準を参照して、決定されるべきか？

「はい」の場合、このことが反映されるべきである理由およびどのように反映すべきか、説明

されたい。 
□ Yes.  

 広範な株式市場または保険固有の尺度に基づくべきか？「はい」の場合、説明されたい。 
□ Yes.  
‧ 水準自体については我が国法域では、たとえば、CRO フォーラムの提言を参照して、ＥＶ

計算も含めた内部管理で 2.5%を使用している会社が多数あり、これは現在提案されている

水準より相当程度低いことを認識すべき。その趣旨において、法域・会社によらず一律の

資本コスト率の使用に反対する。各法域や各社の資本調達コストの水準を反映すべきであ

る。 CC MOCE の評価前提の一つに、自社の履行価値が挙げられている（パラ 197）。

履行価値を前提とする場合、自社の資本調達コストと整合的な資本コスト率が合理的であ

る。この場合、提案の 5％は過度に保守的である。 
・ なお、一般的に保険契約を移転する際、売り手は も有利な値段で売却可能な買い手を選

ぶはずであり、平均的なハードルレートではなく、より低いハードルレートを想定する方

が合理的であると考えられる。 
質問 51. 予測所要資本に含めるべきリスクは適切か？「いいえ」の場合、どのリスクが除外／追加

されるべきか、およびその理由を説明されたい。 
□ Yes. 
質問 52. グローバルな予測所要資本の計算は適切か？「いいえ」の場合、裏付けとなる根拠と併せ

て修正案を提示願いたい。 
意見なし 
質問 53. 標準的方法の一環として、将来所要資本を予測するためのアプローチは、正確性／リスク

感応度および簡潔さ（例えば死亡率リスクに関する満期給付金または危険保険金額を除いた、キャ

ッシュ・フローの流出）の妥協点を考慮した上で、適切であるか？「いいえ」の場合、あらゆる修

正提案を提示し、正当性を説明されたい。 
□ Yes. 
質問 54. IAIG の ICS の所要資本（1 年の VaR、99.5%）は、CoC MOCE の基礎とするのに、適

切な額の資本であるか？「いいえ」の場合、根拠と併せて代替提案を提示願いたい。 
□ No. 
・ 概ね妥当と考えられるが、CoC MOCE が第三者への移転を目的とする場合において、必ずしも、

保険契約の移転先がＩＡＩＧと同等の資本要件を遵守することが求められているとは限らな

い。各法域において、ＩＡＩＧの保険契約を引き受けることが可能なほど大規模な非ＩＡＩＧ

が存在する場合に、当該非ＩＡＩＧに要求されるであろう資本水準を参照することも許容され

るべきであろう。 
質問 55. 予測した将来所要資本は、（取引から考えられる相乗効果を達成する可能性が高い、意欲

的な買い手を考慮して） 小限、標準的、または 適な分散化の利点を反映するか？「はい」の場

合、その分散化の利点は、CoC MOCE の計算に、どのように反映できるか？ 
意見なし 
質問 56. 市場リスクおよびほとんどの信用リスクが、2016 年のフィールドテストの技術的仕様書

のように、将来の所要資本の予測から除外されるとしたら、このことが、市場リスクが一切裏付け

されえず、かつ、限定的な信用リスクしか裏付けがされえない（すなわち、市場リスクを引き受け

ための十分なリソースを持たない）場合に、そのような MOCE が資本の再構成を可能とすることを
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示唆するか？「いいえ」の場合、説明されたい。 
□ Yes. 
質問 57. MOCE の水準で認められる、資本の再構成の水準により、市場リスクが一切裏付けされ

えず、かつ、限定的な信用リスクしか裏付けがされえないとしたら、市場リスクおよび信用リスク

のない、運用資産からの将来収益は、リスクフリーレートとなるべきか？「いいえ」の場合、説明

されたい。 
□ No. 
・ 市場リスクや信用リスクがない資産を想定するとしても、対応する負債の性質は反映すべきで

あり、その結果一般的にリスクフリーレートとして用いられる指標金利に対しスプレッド（非

流動性プレミアム等）が認識される場合もあると考える。 
質問 58. 上の 2 つの質問への回答が「はい」と想定すると、予測した将来所要資本をリスクフリー

レートで割り引くことは整合的か？「いいえ」の場合、根拠と併せて代替提案を提示願いたい。 
□ No. 
・ 必ずしも整合的とはいえない（質問 57 参照） 
質問 59. 割引係数は、何らかの方法で、必要レート（資本コスト変数）に結び付けるべきか？「は

い」の場合、リスクフリーレートで割り引くための、代替提案を根拠と併せて提示願いたい。 
意見なし 
質問 60. CoC MOCE は、保険負債評価の一部分とし、資本リソースには含めないようにすべきか？

「はい」の場合、説明されたい。 
□ No. 
・ 本論点を考慮するにあたって、規制の目的（どのような措置の判断基準とするか）と整合的に

議論すべきである。どのような評価が適切かは、規制の目的に依存する。第三者への移転を目

的とする場合、MOCE を保険負債に含めるべきという結論となるかもしれないが、保険負債の

確実な履行を目的とする場合、履行に必要な資産量を確保すべきという結論になるのみで、そ

の額を負債で用意すべきか資本で用意すべきかは必ずしも定まらない。 
・ 上記について明確な結論がない（例：パラ 197）現段階においては、いたずらに移転価格に基

く不明確な区分を設けるのではなく、保守性を排除した保険負債を測定し、これに対して適切

な信頼水準に基づいた資本量を要求するというシンプルな方法でＩＡＩＧの資本十分性を計測

すべきである。 
・ 契約者保護において市場メカニズムを通じた保険契約の移転を前提とした場合でも、日本にお

いては整備された破綻処理機構が存在しており、破綻時には市場メカニズムを通じた保険契約

の移転以外の方法で契約者を保護することが可能となっており、通常、債権のカットを通じて

MOCE 部分が不要な形で破綻処理が行われるケースが多い。したがって、このような法域では、

契約者保護の観点からＭＯＣＥを計上する必要性がないと考えられる。ＩＡＩＳは、各法域に

おける契約者保護のあり方を反映する形で、ＭＯＣＥを課すべきである。 
・ また、ＭＯＣＥの測定手法に関しても適切な方法が確定していないため、ＭＯＣＥを含めた負

債金額が何を意味しているかが曖昧になる事が想定される。この場合、ＩＡＩＧの資本十分性

に関しても曖昧なものとなる恐れがある。 
・ この場合、現在推計を上回る部分は税調整後の全額（無制限で）Tier 1 にすべきである。保険

契約者保護に使用するという目的を明確化するために資本（利益剰余金）と分別して負債とし

て積み立てている部分を、株主への分配可能性がある利益剰余金と比べて損失吸収力が低いと

位置づけることは著しく合理性を欠く。 
・ 保険負債や資産評価の中で保守性を織り込むと、どれだけの資本要件が必要になるかが不明確

になり、ダブルカウントの可能性が高まる。 
・ なお、ＭＯＣＥを保険負債の評価の一部として認識するのであれば、各法域の税務会計上の保

険負債との調整額が生じるため、当然ながら税効果が認識されるべきである。 
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質問 61. 99.5%の VaR の較正された所要資本に加えて、CoC MOCE を保有することが、IAIG が

99.5%の確率で（監督上の所要資本を満たす、資本水準として機能するコストを提供することで）健

全に存続していることを確保するための条件となるか？「いいえ」の場合、説明されたい。 
□ No. 
・ 理由は質問 60 ですでに述べたとおり 
・ "current estimate insurance liability"+"99.5% VaR calibrated ΔNAV"相当の資産は、99.5％

の確率での自社による履行可能性を担保する。 
・ つまり、自社による履行可能性担保の観点からは、追加で MOCE 相当の追加資産を要求する必

要性は生じない。 
質問 62. CoC MOCE が健全な存続能力の水準を目標に設定されている場合、現在の資本リソース

の定義は適切か？「いいえ」の場合、どの水準で健全な存続能力が維持されるべきかの詳細を含め

て、および、その目的上、他の形態の資本リソースが考慮されるべきかどうか、説明されたい。 
□ No. 
・ 理由は質問 60 ですでに述べたとおり 
質問 63. CoC MOCE と所要資本の間で二重計上が存在するか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 理由は質問 60 ですでに述べたとおり 
質問 64. P-MOCE は、損失を吸収するものとすべきか？説明されたい。また、「はい」の場合、

損失吸収が発生しうる状況について、詳しく説明されたい。 
□ Yes. 
・ 理由は質問 60 ですでに述べたとおり 
・ 資本コスト法を用いた方が、実務的で、かつリスク感応的であり、企業への投資判断において

も利用度が高いかもしれないが、資本コスト率や課税効果の反映、ランオフパターンなど、現

在提案されている計算方法には解決されるべき課題が多く残されている。 
質問 65.  ICS 所要資本の計算において、他のバランスシート項目と共に、P-MOCE にストレスを

与えるべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ P-MOCE は保険負債の測定の不確実性に備えるためのバッファーと考えられる。この場合、現

在推計負債を対象とすればよく、事後的なストレスは不要と考えられる。ストレス量に不確実

性概念を持ち込む必要性はないと考えられる。 
質問 66. IAIS が ICS のバージョン 1.0 の開発において考慮すべき、MOCE に関するさらなるコメ

ントはあるか？「はい」の場合、十分に詳細に、かつ根拠と併せて説明されたい。 
□ Yes. 
・ 日本においては整備された破綻処理機構が存在しており、市場メカニズムを通じた保険契約の

移転以外の方法で契約者を保護することが可能となっている。また、同機構維持のために日本

の保険会社は毎年保険料を拠出している。上述のとおり、日本においては破綻時には市場メカ

ニズムを通じた保険契約の移転以外の方法で契約者を保護することが可能となっており、通常、

債権のカットを通じて MOCE 部分が不要な形で破綻処理が行われるケースが多い。したがっ

て、日本のような法域では、契約者保護の観点からＭＯＣＥを計上する必要性がないと考えら

れる。ＩＡＩＳは、各法域における契約者保護のあり方を反映する形で、ＭＯＣＥを課すべき

である。 
・ 質問 51 に関し、すべての金利リスクをヘッジ可能リスクと見做し、MOCE の対象リスクから

除外する取り扱いを支持する。 昨年の仕様「全ての金利リスクをヘッジ不能リスクと見做し、

MOCE の対象リスクとする」は、明らかに経済実態と乖離する。 また、ヘッジ可能金利リス

クとヘッジ不能金利リスクの分離を必要としない手法も支持する。 
・ 予測資本要件のキャッシュアウトのランオフパターンの代わりに、リスクにさらされている額
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のランオフパターンを使用したほうが、より適切な場合がある 
質問 67. すべての再保険契約は全管轄区域間で一貫した定義を用いて特定されるべきか？「はい」

の場合、定義を提案願いたい。 
意見なし 
質問 68. プロポーショナリティおよび現実主義の要請を考慮した場合、ある種類の再保険契約につ

いてのみ、管轄区域間の一貫したアプローチを制限することは適切か？「はい」の場合、どの種類

の契約か？説明されたい。 
意見なし 
質問 69. 再保険の認識に関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべきさらなる

コメントはあるか？「はい」の場合、十分に詳細に、かつ根拠と併せて説明されたい。 
意見なし 
質問 70. 算入上限のあるティア１金融商品は、 初に損失を吸収する仕組みを有することが求めら

れるべきか？ 
□ No. 
・ 保険セクターにおいては元本削減条項を必須の要件として要求する必要はないだろう。生命保

険商品は満期までの長期保有が前提とされており、頻繁な引き出しや売買が行われないという

点で、銀行預金や投資信託とは異なる性質を持つ。したがって、ゴーイングコンサーンベース

で元本削減条項が発動されるほどの状況に陥るまでの時間軸が銀行セクターとは異なる。さら

に、例えば我が国においては、破綻前の業務停止による契約の流出抑制が可能であり、このよ

うな法域ごとの取扱いが考慮されるべきである。このような場合においてはゴーイングコンサ

ーンベースでの元本削減条項は必須ではなく、他の損失吸収メカニズムを用いて対応する猶予

があると考えられる。 
・ 例えば、損失発生時に払戻し等が要求されないよう、適切に商品設計することも可能であるし、

例えば、パラ 248、249 に記載のある配当停止条項は、IAIG の払い出し名目額が減少するため、

同様に損失吸収メカニズムの 1 つであると考えられる。また、元本の償還を発行者が繰り延べ

ることができるという条項も IAIG の損失吸収力に寄与すると考えられる。 
(1) 質問 70 に対し「求められるべきでない」とする場合、払込元金は、ゴーイング・コンサーン・

ベースで損失吸収力を有すると考えられるべきか？どのようにして当該金融商品がゴーイング・コ

ンサーン・ベースで損失吸収力を発揮するのか説明されたい。 
□ No. 
・ 質問 70 に対する意見に同じ 
質問 71. IAIS が IAIG の連結子会社により発行され第三者に保有される金融商品であって当該グ

ループが IAIG の契約者を保護するために利用することができないものの額を測定する際に用いる

ことができる客観的な手法はあるか？ 
□ No. 
・ 一時点においては IAIG のために利用できない非支配持分等が存在するかもしれないが、保険

のような長期ビジネスにおいてはグループ内の資金移動を通じて将来的に契約者保護のために

利用されることは十分想定できる。したがって、全額が当該資本調達手段が位置付けられる資

本リソースに算入されるべきである 
・ IAIS が提案する考え方は、ＩＡＩＧの各子会社における資本戦略の選択肢を著しく制限し、子

会社レベルでの危機対応能力を損ねるため逆効果であろう 
質問 72. ティア１から控除されたこれらの項目からティア２に足し戻すべき額を測定する際に

IAIS が用いることができる客観的な方法はあるか？ 
□ No. 
・ Tier２全体に対する制限が課せられることで十分であり、Tier２再加算項目について制限を設

ける必要はない。 
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質問 73. 構造的劣後性は、清算時に契約者が 初に弁済を受けることを保証するに足りるものか？

見解を説明されたい。 
□ Yes. 
・ どのような資金調達を選択するかはグループの特性やグループを取り巻く法制、規制環境によ

り異なるだろう。ICS は「形式より実態を重視」を原則の一つとしており、単なる法的な枠組

みよりも実態が重視されるべきである。従って必ずしも契約上の劣後だけではなく、構造的な

劣後も重視されるべきである。個々の金融商品が十分な劣後構造を備えているかどうかは、適

切な判断を働かせた上で、決定されるべきである。 
・ 特に、純粋持株会社がシニア債を発行している場合において、当該持株会社の資産の相当量が

子会社に対する出資（子会社株式）となっている場合においては、純粋持株会社は返済原資を

子会社（株式）に強く依存するため、純粋持株会社のシニア債は子会社の債権者に対して強い

劣後性を持っていると考えられ、Tier２要件を満たすものと考えられる。 
質問 74. 構造的劣後性により法令上または契約上の劣後性と同じ結論をもたらすか？見解を説明

されたい。 
□ Yes. 
・ 質問 73 に対する意見に同じ 
質問 75. 約定満期日における金融商品の償還に際しての監督当局の事前承認の要件は、当該商品が

永続的であるとみなすに足りるものか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 償還をすることで健全性が不十分となる場合は監督当局がこれを認可しないと考えられるため

十分だと考える。 
・ 我が国の保険業法 55 条では「一定水準の純資産を確保していない場合は、利払いや償還を行な

うことができない」とされており、この条項によって会計上の純資産が不足する間は社外流出

を止めることができる。この間基金は償還されないためこの点において基金の損失吸収機能が

発揮されるということを意味しており、実際には満期がないことと同等の経済効果を得ること

ができると考えられる。 
・ ICP17.11.22 では、永続性を判断する際の要件のひとつとして「監督者が資本リソースの償還

を制限する権限があれば、その権限」と明記されており、保険業法 55 条を根拠に永続性適格と

評価できる考え方は ICP とも整合的である。 
・ 以上より、基金は Tier1 に該当すると考える。 
・ なお、適格要件 c は、上記に照らし過度に規範的であり、また ICP17 とも整合しない。"i.e. it does 

not have a maturity date"を削除し、替りに ICP17.11.22 を参照する規定としてはどうか。 
質問 76. 約定満期日前の配当（利払い、配当金支払）に際しての監督当局の事前承認の要件は、当

該配当が非累積的であるとみなすに足りるものか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ ICS 上の Tier1 の要件に照らし、基金には満期に先立つ分配に関して契約上、非累積であるこ

とが明記されれば、この要件を満たしていることがより明確になるだろう。 
質問 77. 相互会社である IAIG により発行された既存の金融商品（これらに限られるものではない

が例えば、サープラス・ノート、基金および他の劣後性金融商品）は、ゴーイング・コンサーン・

ベースで損失を吸収するか？商品を明示し説明されたい。 
□ Yes. 
・ 日本の法域では、相互会社 IAIG により発行されている既存の金融商品として基金があり、こ

れはゴーイングコンサーンベースで損失を吸収する。 
・ 基金はバランスシート上、純資産に計上される。その上で、例えば保険会社が利益剰余金や純

資産の部に計上されているその他の項目を全て費消した場合、利益剰余金はマイナスとなるが、

この部分を基金で埋め合わすことができる限り、その会社は破産状態とは言えず、当該会社は
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生き残って存続することができる。これはゴーイングコンサーンベースにおいて損失吸収能力

があると評価できる。 
・ また、我々は、パラ 264 の例示２を強く支持する。保険業法は、基金の 劣後性、発行前の事

前承認、利払い・満期償還の制限、償還の際の同額の内部留保積立を要求している。保険業法

が基金を（株式会社の）普通株式と同じ役割を果たせるよう規定するものであり、継続企業ベ

ースで損失吸収能力を発揮させることを狙いとしている。 
質問 78. （上限付きおよび上限なし）ティア１の規準は、相互会社である IAIG の金融商品をより

良く分類できるよう変更されるべきか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 相互会社は株式会社とは異なる資金調達手段を持っているため、その点を考慮した Tier1 要件

の設定が有用である。よって、パラ 261 にある another approach、つまり相互会社の資本調達

手段に適用される監督枠組みや要求・制限を幅広く勘案するアプローチも強く支持する。また、

パラ 264 の例示２を強く支持する。 
質問79. 相互会社であるIAIGが2016年のフィールドテストの仕様書で示されているティア１資本

リソースの適格規準を満たすその他金融商品を発行しない要因としては何があるか？説明された

い。 
・ 相互会社は株式会社とは異なる法的構造を持っており、それを反映した特有の資金調達手段を

有している。従ってその特性にあった要件およびその解釈が必要となるだろう。 
質問 80. 払込未済の項目は、ICS 適格資本リソースに含まれるべきか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 払込未了の金融商品は、払込済金融商品以上の要件を満たしていれば、ＩＡＩＧの自由な裁量

による実行により、資本を確保できるものである。実質的な資本であることから算入を認める

べきである。 
(1) 質問 80 に対し「含まれるべき」とする場合、基準 2016 年仕様書で示された適格規準は、払込

未了項目の評価にあたり適用されるべき全ての要件を取り込んでいるか？説明されたい金融商品基

準。 
意見なし. 
質問 81. 払込未済資本項目が認められる場合、2016 年仕様書における資本構成割合制限は適切

か？「適切ではない」とする場合、どのように上限を設けるべきか？ 
意見なし. 
質問 82. 適切な資本構成割合制限を定めるにあたり IAIS が利用できる理論的な根拠にはどういっ

たものがあるか？ 
・ 算入制限あり Tier1 は算入制限なし Tier1 の一定の比率といった形で制限すると、プロシクリ

カリティのある規制となってしまうことについては留意が必要。フィールドテスト参加社から

のフィードバックを踏まえて決定されるべき 

質問 83. IAIG により発行された金融商品の償還にあたっての監督当局の事前承認は、いつ求めら

れるべきか？ 

 事実上の満期日 

 契約上の満期日 

 その他。説明されたい。 

□その他 
・ 終的には監督官の裁量によるものと思われるが、あまりに早く承認した場合、償還日までに

ＩＡＩＧの健全性が大きく低下するリスクを抱えることになる。一方で、あまりに直前に承認

した場合、投資家は不確実性を抱えることになるし、償還実務の上でも不都合が生じるだろう。
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(1) 何らかの他の要素（例えばロックインおよび償却）は考慮に入れられるべきか？説明されたい。

意見なし. 
質問 84. ロックインされていることにより、金融商品の償還にあたっての監督当局の事前承認と同

様の安全策として機能するか？説明されたい。 
□ Yes.  
・ 質問 75 でも記載しているが、監督による承認は実質的には、契約上のロックイン条項と同等の

経済効果をもつと考えられる。 
・ Tier２はゴーンコンサーンベースの損失吸収能力を確保する目的であり、ロックイン条項につ

いて、ICS 所要資本の充足を償還の条件とするまでの必要性は乏しい。従って、各国における

監督上のMCR基準の充足を償還の条件とすることで損失吸収能力は確保されると考えられる。

(1) 質問 84 に対し「機能する」とする場合、金融商品がロックインされている場合には、ICS の

適格規準を修正し監督当局の事前承認を廃止するべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ 特段、削除する必要はなく、契約上のロックインと事前の監督上の承認が同等の経済効果をも

つ旨を明記すれば足りるだろう。 
質問 85. 上記の AOCI 要素の中に、ゴーイング・コンサーン・ベースで損失吸収力を発揮するもの

はあるか？当該要素がどのように損失を吸収するのか説明されたい。 
□ Yes. 
・ 先行する銀行規制（バーゼル規制）においても、これらは普通株式等 Tier1 として取り扱われ

ている。 
質問 86. 特定管轄区域における GAAP の下における AOCI に含まれる追加要素で、ゴーイング・

コンサーン・ベースで損失吸収力を発揮するものはあるか、またそれにより資本リソースに含まれ

るべきものはあるか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ GAAP 保険負債の内、MAV および GAAP Plus 用の保険負債を上回る部分は、税調整後の全額

（無制限で）を、Tier 1 にすべきである。保険契約者保護に使用するという目的を明確化する

ために資本（利益剰余金）と分別して負債として積み立てている部分を、株主への分配可能性

がある利益剰余金と比べて損失吸収力が低いと位置づけることは著しく合理性を欠く。 
質問 87. 保険負債／再保険調整差額の定義は適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 88. 包含または除外されるべき評価差額はあるか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 89. 保険負債／再保険調整差額を含むことにより、資本リソースに過大なボラティリティーを

生じさせるか？「生じさせる」とする場合、そのボラティリティーがどのように対応されるべきか

説明されたい。 
意見なし. 
質問 90. 資本リソースに関し、ICS1.0 の開発において IAIS が検討すべき意見があるか？「ある」

とする場合には、十分に詳細かつ理由を付して説明されたい。 
□ Yes. 
・ 担保に供する資産に対する制限は、先行する銀行規制（バーゼル規制）や欧州ソルベンシーⅡ

においても採用されていなく、制限する必要は無いと考えられる。 当該取り扱いによって、保

守的な担保差し入れを実施するインセンティブが削がれ、金融システムの安定化に悪影響が生

じる可能性を懸念する。フィールドテストのデータ収集を通じ、十分な検討がされることを望

む。 
・ Tier 1 Limited の要件 i ”i.e. distributions should reduce equity rather than the profit / loss of 

the current year ”は、削除すべきであると思料。本則の要件を過度に制約するものであり、ま
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た先行する銀行規制（バーゼル規制）においても採用されていない。 
・ 資本調達手段の継続企業ベースでの損失吸収能力が適切に評価されるよう、経済実態や各国法

域での適用実態等も勘案した上で判断するというプリンシプルベースを組み込むことも考えら

れる。 
・ 規制・監督における公平性確保の観点から、監督上の要件・制約を幅広く捉え、資本要件につ

いて今後新たな資本調達手段が出てきた場合は他の金融商品との類似性を勘案し、同等の Tier
に位置づける取扱いが認められるべきである。 

質問 91 上記の原則は適切か？説明されたい。 
 □ Yes. 
・ 市場リスクに関して評価日直後に instantaneous shocks が起こることを前提とするのであれ

ば、基準日に資産・負債が存在するかどうかのみでリスク緩和手法の効果を考慮に入れること

になる。この場合においては、リスク緩和手法の存在のみを考慮すればよく、更新の蓋然性を

考慮する必要はない。 
・ 一方で、リスク緩和手法の蓋然性を考慮するということは、instantaneous shocks を放棄する

ということであり、この場合、ダイナミックヘッジのアレンジも考慮されるべきである。 
質問 92 ダイナミックヘッジは ICS バージョン 2.0 において、リスク低減手法として認められる範

囲に含められるべきか？説明されたい。「はい」の場合、以下についてもコメント願う。 
意見なし 
(1)ICS で認められるべきダイナミックヘッジプログラム 
意見なし. 
(2)ICS および現在設計されている方法（すなわち市場リスクへの即時のショックの適用）に適合す

る形でどのように本原則を修正できるか 
意見なし. 
(3)ダイナミックヘッジが ICS 所要資本として認められるために、どのような基準が満たされるべき

か 
意見なし. 
質問 93 残存期間が今後 12 か月未満のリスク低減手法についての一般的な取り扱いは ICS 標準手法

として適切か説明されたい。「いいえ」の場合、ICS 標準手法として適切な、実務的な代替手法の

詳細を提示願う。 
□ No 
・ 当市中協議文書は、Time Horizon 1 年としつつ、リスク事象の顕在化時点を評価日直後とし、

評価日以降 1 年間の生保会社の活動（新契約引受、資産売却等）を反映しない取り扱いとして

いる。この取り扱いは、例えば欧州ソルベンシーⅡにおいても採用されているものである。 
・ この場合、Risk mitigation についても、評価日以降 1 年間の状況を反映せず、評価日時点にお

けるリスク緩和手法の存在のみを考慮すればよく、更新の蓋然性まで考慮するのは矛盾してい

る。 
・ 仮に評価日以降 1 年間の Risk mitigation の状況を考慮する場合も、ICS の一般基本原則

「substance over form」の観点から、損害保険の更改に係るものに限定することなく、リスク

低減措置の更新の蓋然性を考慮することが妥当であると考える。この蓋然性は、当該措置の過

去の更新実績を鑑みれば容易に見積もることが可能である。 
質問 94 損保リスク低減措置の更新についての認識の基準は、ICS 標準手法として適切か？「いい

え」の場合、どの基準を修正すべきか、根拠と修正文案も含めて詳細を記述願いたい。 
□ Yes. 
・ また、当該取扱いは損保リスクの更改に限定すべきでない。 
質問 95 参照日におけるバランスシートから生じるリスクについて、損保リスク以外に関するリス

ク低減措置の更新も認識されるべきか？「はい」の場合、以下についても示されたい。 
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□ Yes. 
・ 質問 93 を参照されたい  
(1)このような更新に関する認識に適用できる判定基準についての具体的な提案 
・ 質問 93 に記載のとおり、まずは評価日時点におけるリスク緩和手法の存在のみを考慮する取扱

いが適切であると考える。仮に、評価日以降 1 年間の Risk mitigation の状況を考慮する場合

も、ICS の一般基本原則「substance over form」の観点から、現行の仕様書パラ 438 に、「た

だし、当該リスク低減手法の更新が高い確率で見込まれる場合、更新後もリスク低減効果が継

続するものとして取り扱う」等の文言を追記することが考えられる。 
(2)そのようなリスク低減措置として適合する具体的な事例（対象とするリスクや低減策の重要性も

含む） 
・ 例えば、外国債券の為替リスクを為替予約でヘッジし、為替予約の更新によりヘッジ効果を継

続する場合が考えられる。 
(3)将来的な利用可能性や将来のコスト、ならびに意思決定の不確実性といった課題にどのように対

処するかについての提言 
・ 将来的な利用可能性、将来のコストは、過去の更新実績から見積もることが可能である。 
質問 96 リスク低減手法から生じるベーシス・リスクについての重要性に関する閾値を定めるべき

か？「はい」の場合、ICS に適切な定義の詳細な提言を論拠とともに示されたい。 
意見なし. 
質問 97 リスク低減手法から生じるベーシス・リスクを考慮している組織を知っているか？「はい」

の場合、実務上どのように行っているか、詳細を教示願いたい。 
意見なし. 
質問 98 リスク低減策に関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ

ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 99 ルックスルーに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ

ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ ルックスルーの厳密な適用により我々が強いられる複雑性やコストの増加は著しいため、ルッ

クスルーできない場合の取扱いはプロポーショナリティ原則に照らして慎重に検討されるべき

である。 
・ ルックスルーを精緻に適用することは実務上限界があり、基準日以前のデータ使用を可能とす

る、ベンチマークインデックスから推計するといった、何らかの緩和策を検討されるべきであ

る。 
・ インフラやヘッジファンドについてはルックスルーを適用しない場合でも、各アセットクラス

の平均的なリスクチャージを適用するという手法が考えられる。 
質問 100 医療保険の限定的な保険料増加を含めるという、マネジメント・アクションに関する定義

拡大は適切か？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 実現性の高いマネジメント・アクションを反映させることで、IAIG のリスク管理の実態をより

適切に捉えることが可能となる。 
・ 上記観点から、マネジメント・アクションの定義を拡張することに賛同するが、対象を特定の

ビジネスに限定した場合。公平性を欠くことになる。対象を医療保険に限定すべきではなく、

実現性が高いと認められるものについて広範に容認することが求められる。 
質問 101 保険料調整に関する認識を可能にするマネジメント・アクションの拡大が適切であるよう

な他の事例はあるか？説明されたい。 
意見なし. 
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質問 102 ストレス・シナリオ下でのマネジメント・アクションの効果を決める方法は、ストレス・

シナリオ下での将来の保険料増加についての認識とは一貫しないものか？「はい」の場合、解決策

を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 103 マネジメント・アクションに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべ

き更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 104 死亡率リスクについて、トレンド要素を明確に考慮すべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ トレンドリスクを明示的に考慮しない取り扱いは、実務的観点からも、有力な選択肢であるも

のと思料する。 
・ トレンドリスクを明示的に考慮する場合も、過度なリスクとならないよう、トレンドショック

の反映期間等、慎重に検討頂きたい。 
質問 105 死亡率リスクのストレスレベルは適切か？説明されたい。 
「いいえ」の場合、（適切と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。

□ No. 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照し、主要先進国の死亡率が改善のトレンドがあることを踏まえ、適切な水準を検討していた

だきたい。 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加社に公表されるべきである。 
質問 106 長寿リスクについて、トレンド要素を明確に考慮すべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ トレンドリスクを明示的に考慮しない取り扱いは、実務的観点からも、有力な選択肢であるも

のと思料する。 
・ トレンドリスクを明示的に考慮する場合も、過度なリスクとならないよう、トレンドショック

の反映期間等、慎重に検討頂きたい。 
質問 107 長寿リスクのストレスレベルは適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、（適切と思わ

れる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。 
□ No. 
・ ストレス水準は過大であると考えられる。 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照し、仮にトレンドリスクを明示的に考慮する場合、過度なリスクとならないよう、トレンド

ショックの反映期間等を慎重に検討すべき。 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加社に公表されるべきである。 
質問 108 死亡率リスクおよび長寿リスクについて、地域によって異なるストレスを使用することを

支持するための証拠はあるか？根拠となる証拠を示し説明されたい。 
□ Yes. 
・ フェーズ２＋に基づく較正結果が、各法域によって異なる場合、ストレス水準を地域ごとに使

い分けることを支持する根拠になり得る。 
質問 109 死亡率リスクおよび長寿リスクに関する地域ごとの適切なストレスレベルを決定するう

えで IAIS が使用すべき具体的な手法や参照データがあるか？ 
□ Yes. 
・ フェーズ２＋に基づく較正結果を、各法域ごとに分析頂きたい。 
質問 110 死亡率リスクおよび長寿リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考
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慮すべき更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
.意見なし. 
質問 111 医療保険に関するセグメンテーションは適切か？説明されたい。 
□ No. 
・ 我が国の医療保険の保障内容は多岐に亘る。各社のリスク管理における較正は、各商品毎や保

障内容毎に行うケースが一般的であり、提案されたセグメントは粗い可能性がある。 
・ 結果、Phase 2+データによる較正結果と、各社のリスク管理における較正結果が乖離する可能

性がある。過度な乖離は、我々としては受け入れられない。 
・ 一方で、標準モデルにおけるセグメンテーションに限界があることも十分に理解している。 
・ 較正方法及び結果をボランティア参加社にフィードバックすることを通し、過度なストレス水

準とならないよう、慎重に検討頂きたい。 
質問 112 医療保険の各セグメントに対するストレスレベルは適切か？説明されたい。「いいえ」の

場合、（適切と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。 
□ No. 
・ 特に保険期間短期の医療保険について、ストレス水準は過大であると考えられる。 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照し、適切な水準を検討していただきたい。 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加会社に公表されるべきである。 
質問 113 医療保険に関する解約・失効リスクのショックは適切か？説明されたい。 
□ No. 
・ 医療保険は国により販売形態（団体／個人あるいは流通チャネル）や商品性に大きな違いがあ

り、国ごとの差が大きいと考えられるため、慎重な検討が必要である。日本においては、加入

会社を頻繁に変更するというような消費者行動は見られない。 
・ また、我が国においては、医療保険と死亡保険のセット商品を主力商品とする生保会社が多数

存在する。 
・ これらセット商品の大量解約はセットでの行使が 良推計であると考えられる。この場合、解

約リスクを Health と Life で別々に評価する手法は生保会社の経済実態を適切に表さない。

Health と Life に区分せず一体で評価すべきである。 
質問 114 定義されているこの２つの商品セグメントは適切か？説明されたい。 
□ No. 
・ 我が国の医療保険の保障内容は多岐に亘る。各社のリスク管理における較正は、各商品毎や保

障内容毎に行うケースが一般的であり、提案されたセグメントは粗い可能性がある。 
・ 結果、Phase 2+データによる較正結果と、各社のリスク管理における較正結果が乖離する可能

性がある。過度な乖離は、我々としては受け入れられない。 
・ 一方で、標準モデルにおけるセグメンテーションに限界があることも十分に理解している。 
・ 較正方法及び結果をボランティア参加社にフィードバックすることを通し、過度なストレス水

準とならないよう、慎重に検討頂きたい。 
質問 115 ストレスレベルは適切か？説明されたい。 
「いいえ」の場合、（適切と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。

□ No. 
・ ストレス水準は全体的に過大であると考えられる。 
・ financial compensation の発生率ショックと medical treatment のショックを比較すると、後

者が発生率と額両方のリスクを持つことを考慮すれば、少なくとも前者の方が小さくあるべき。

・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照し、適切な水準を検討していただきたい。 
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・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加会社に公表されるべきである。 
質問 116 医療保険（オプション 1）の保険金のボラティリティが地域によって異なることを示し、

またそれによってより洗練された粒度が示されるような証拠があるか？ 
□ Yes. 
・ 特に医療保険の保障内容は各法域により多種多様である。各国の医療福祉制度や国民性にも依

存する可能性があり、この場合、volatility は各法域で異なる可能性がある。 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照してほしい 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加会社に公表されるべきである。 
質問 117 医療保険リスクに関する地域ごとのストレスレベルを決定するうえで IAIS が使用すべき

具体的な手法や参照データがあるか？ 
□ Yes. 
・ 質問 116 に対する意見に同じ 
質問 118 罹患率・障害発生率リスク（オプション 2)について、地域によって異なるストレスを使用

することを支持するための証拠はあるか？根拠となる証拠を示し説明されたい。 
□ Yes. 
・ 特に医療保険の保障内容は各法域により多種多様である。各国の医療福祉制度や国民性にも依

存する可能性があり、この場合、volatility は各法域で異なる可能性がある。 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照してほしい 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加会社に公表されるべきである。 
質問 119 罹患率・障害発生率リスクに関する地域ごとの適切なストレスレベルを決定するうえで

IAIS が使用すべき具体的な手法や参照データがあるか？ 
□ Yes. 
・ 質問 118 に対する意見に同じ 
質問 120 オプション 1 (医療保険リスク) またはオプション 2 (罹患率・障害発生率リスク)は ICS
バージョン 1.0 に適用するのに 適か？説明されたい。 
・ 健康保険モジュールを設けることで、損保系医療保険と生保系医療保険のリスク量を整合的に

計測できると考えられる。 
・ ただし、オプション 1 において、日本の商品の場合、健康保険リスクに該当するものは特約等、

死亡保険や年金保険とパッケージで販売されているケースが多い。この場合、大量解約、ある

いは経費率に係るリスクについては、パッケージに紐づけて考えるべきであり、健康保険リス

クを生保リスクと切り分けるのは不適切と考えられる（質問 113 参照）。 
・ 一方、生保リスクと健康保険リスクをアンバンドルしないことがより適切なリスクの計測につ

ながる場合には、アンバンドルしない選択を認めるべき。 
・ なお、オプション 2 における商品区分、ならびにストレス水準は不適切であると考えられる（質

問 114、質問 115 参照）。 
質問 121 質問 120 で選ばれたアプローチについて、ICS バージョン 1.0 により適したものとなるよ

うに何らかの見直しや修正をすべきか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 生保リスクと健康保険リスクをアンバンドルしないことがより適切なリスクの計測につながる

場合には、アンバンドルしない選択を認めるべき。 
質問 122 医療保険リスクまたは罹患率・障害発生率リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に
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向けて IAIS が考慮すべき更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べ

られたい。 
意見なし. 
質問 123 「水準およびトレンド要素」に対するストレスレベルは適切か？説明されたい。「いいえ」

の場合、（適切と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。 
□ No. 
・ レベルショックおよびトレンドショックの水準は過大であると考えられる。 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照し、適切な水準を検討していただきたい。 
・ トレンド・ショックについては、一般的に解約率における中長期のトレンドはないものと考え

られ、トレンドが観測されるとしても各社の政策要素が強いため考慮すべきではない。 
・ また、ボランティアから収集したデータを参照して適切な較正がなされているかを検証できる

よう、較正方法はボランティア参加社に公表されるべきである。 
質問 124 大量解約リスクに関するストレスレベルは適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、（適

切と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。 
□ No. 
・ 大量解約の発生原因として IAIS が想定している事象やストレス水準の設定根拠が不明確なの

で、適切かどうか判断することは難しい。設定した根拠を示していただきたい 
・ 日本においてリスク係数を設定する場合、データの利用可能性および十分性に懸念が残る。 
・ このように、我が国においては、過去データの取得可能性や、信頼できるモデルの設定に困難

が伴うと考えられる中、大量解約リスクについては、ストレステスト等各社のリスク管理を通

したモニタリングによって確認する考え方がより適切であると考える。 
質問 125 動的解約の取り扱いは適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、代替の取り扱いを提案

願う。 
意見なし. 
質問 126 「水準およびトレンド要素」と「大量解約要素」の大きい方を採用するというアプローチ

は適切か？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 両コンポーネントの 大値を取る方法自体は適切かもしれない 
・ ただし質問 123、質問 124 の回答より、レベル・コンポーネントのみとすべき 
質問 127 解約・失効リスクについて、地域によって異なるストレスを使用することを支持するため

の証拠はあるか？根拠となる証拠を示し説明されたい。 
□ Yes. 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照してほしい 
質問 128 解約・失効リスクに関する地域ごとの適切なストレスレベルを決定するうえで IAIS が使

用すべき具体的な手法や参照データがあるか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ フィールドテストのフェーズ２＋にて得られるボランティア会社のヒストリカルなデータを参

照してほしい 
質問 129 大量解約リスクに関するストレスは、解約に係る負荷にかかわらず全ての解約可能な契約

に対して適用されるべきか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ 大量解約のような事象においては、契約者が解約価値の正負により判断する可能性は低いとも

想定されることから、解約価値の正負にかかわらず、会社の保有する契約全体を対象とすべき

と考えられる。 
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質問 130 大量解約リスクに関するストレスは、解約に係る負荷が正の契約に対してのみ適用される
べきか？説明されたい。 
□ No. 
・ 理由については質問 129 を参照されたい 
質問 131 解約・失効リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更な
るコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 132 経費リスクに対するストレスレベルは適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、（適切
と思われる）別のストレスレベルを証拠および論拠とともに示されたい。 
意見なし. 
質問 133 経費リスクについて、地域によって異なるストレスを使用することを支持するための証拠
はあるか？根拠となる証拠を示し説明されたい。 
意見なし. 
質問 134 経費リスクに関する地域ごとの適切なストレスレベルを決定するうえで IAIS が使用すべ
き具体的な手法や参照データがあるか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 135 保険会社の経費インフレに関するボラティリティの実績が一般的なインフレに関するも
のと異なるという証拠があるか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 136 IAIS は単位経費と経費インフレ率の相関が 100％であると想定すべきか？説明されたい。
「いいえ」の場合、どのように相関を置くことができるか？ 
□ No. 
・ 100%相関は過度に保守的である。 
・ 例えば、我が国の金融庁が 2014 年に実施したフィールドテストにおいては、無相関を前提と

していた。 
質問 137 単位経費と経費インフレ率の相関の水準調整に使用できるデータソースはあるか？「は
い」の場合、そのソースに関する情報を提供願う。 
意見なし. 
質問 138 IAIS は経費インフレの複利効果を緩和するために上限を設けることを検討すべきか？「は
い」の場合、上限の水準としてはどの程度が妥当か？提案する水準と根拠を示していただきたい。

意見なし. 
質問 139 経費リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ
ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ 事業費のインフレリスク（毎年１％上昇）を見込むのであれば、割引率についても整合的な水

準に調整するべきである。特に、ＵＦＲには中長期的なインフレ要素が織り込まれているため、

少なくともＵＦＲについては水準を変更した上でストレス量を計算すべきである。 
質問 140 IAIG 間の整合性を保つため、損保エクスポージャはリスクの所在地に基づいて報告される
べきである。報告セグメントについて、次のいずれの手法が採られるべきか？ 
 より簡潔に標準化されたセグメント。「はい」の場合、その論拠を説明されたい。 
 管轄区域における既存の報告セグメントに基づく、より詳細なセグメント。「はい」の場合、

どのようにセグメント間で整合性のある取り扱いを確保するのか、説明されたい。 
意見なし. 
質問 141 計画されている正味収入保険料は保険料リスクのエクスポージャベースとして使われる

べきか？「いいえ」の場合、他にどの指標を使うべきか特定し、理由も述べていただきたい。 
意見なし. 
質問 142 保険金支払の正味現在推計は支払備金リスクのエクスポージャベースとして使われるべ

きか？「いいえ」の場合、他にどの指標を使うべきか特定し、理由も述べていただきたい。 
意見なし. 
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質問 143 ICS 標準手法の目的に照らし、2015 年および 2016 年のフィールドテストで採用された、

保険料リスクと支払備金リスクの分散効果の評価に関するアプローチは適当であるか？ 
「いいえ」の場合、すべての管轄区域にわたり整合性のある方法を適用する必要があること、また

標準手法として実用性・実質性とリスク感応度のバランスを取る必要があることを踏まえつつ、よ

り適切な代替案をその論拠とともに示していただきたい。 
意見なし. 
質問 144 ICS 標準手法として、相関係数は適切か？「いいえ」の場合、証拠を伴う代替案とその論

拠を示されたい。 
意見なし. 
質問 145 ICS 標準手法として、カテゴリー間の 50％の相関係数は適切か？「いいえ」の場合、証拠

を伴う代替案とその論拠を示されたい。 
意見なし. 
質問 146 ICS 標準手法として、地域間の 25％の相関係数は適切か？「いいえ」の場合、証拠を伴う

代替案とその論拠を示されたい。 
意見なし. 
質問 147 保険料リスクと支払備金リスクの係数の較正に使用可能な手法で、2016 年のフィールド

テストで集めた補助データを使い複数の管轄区域の種目に容易に整合性をもって適用できるような

手法はあるか？「はい」の場合、具体的な詳細、技術的な参考資料および論拠を示されたい。ある

手法が特定のセグメントやデータ種類に対してより適切である場合は、それも指摘願いたい。 
意見なし. 
質問 148 適切なデータがない場合、IAIS が各種目に対する保険料リスクおよび支払備金リスクの

係数を決定できるような方法はあるか？「はい」の場合、説明されたい。 
意見なし. 
質問 149 ICS 標準手法の文脈や比較可能なリスク間での比較可能な結果を得るという目的を考慮し

つつ、IAIS が適切な区分数や係数を決定するために使うことができる方法はあるか？説明された

い。 
意見なし. 
質問 150  ICS 標準手法の文脈において（特に影響の重要性と手法の複雑性のトレードオフを考慮

して）これらの調整を決める現実的な方法はあるか？「はい」の場合、詳細を示されたい。必要で

あれば、リスクごと、また報告セグメントごとの違いも示していただきたい。 
意見なし. 
質問 151 保険料リスクおよび支払備金リスクに関し、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が

考慮すべき更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 152 「潜在的賠償責任リスク」の新しい仕様は適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 153 集団不法行為シナリオは ICS における潜在的賠償責任リスクの代表例として使用される

べきか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 154 潜在的賠償責任リスクについて、他のシナリオや改善の必要はあるか？「はい」の場合、

具体的に挙げたうえで論拠を示されたい。 
意見なし. 
質問 155 2016 年のフィールドテストでカバーされているペリル（上記にリストアップ）のほかに、

ICS 標準手法に定義されるべきシナリオにおいて IAIG が大きく晒されうる重要な巨大災害ペリル

はあるか？「はい」の場合、ペリルの定義およびその他具体的な詳細などの補助資料を含めてリス

トを提供願いたい。 
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意見なし. 
質問 156 2015 年および 2016 年のフィールドテストで使用されたシナリオ（上記に列挙）の中で、

重要性その他の理由で、巨大災害リスク要素に含められるべきでないものはあるか？「はい」の場

合、根拠を含めてリストを提供いただきたい。 
□ Yes. 
・ 生命保険会社における大規模なストレス事象は、大規模地震やパンデミック等に限られるのが

実態。それらの事象における被害想定や蓋然性は、あくまで仮定の１つであり、リスク量計測

に含めるには信頼性が低いと考えられることから、リスク量計測からは除外し、ストレステス

ト等に委ねるべき。 
質問 157 ICS バージョン 1.0 において、IAIS は巨大災害モデルの使用を認めるべきか？説明された

い。 
意見なし. 
質問 158 IAIS が ICS バージョン 1.0 において巨大災害モデルの使用を認める場合、モデルの利用が

公正かつ比較可能な自然災害評価に結びつくことを確実にするために、要件が設けられるべきか？

「はい」の場合、含められるべき要件について意見を述べられたい。 
意見なし. 
質問 159 巨大災害モデルおよび IAIG によるその利用に関する情報で、グループワイド監督者に報

告されるべきものはあるか？「はい」の場合、具体例を挙げていただきたい。 
意見なし. 
質問 160 巨大災害モデルおよび IAIG によるその利用に関する追加的な条件や制約で、ICS バージ

ョン 1.0 の一部となるべきものはあるか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 161 IAIG が ICS の仕様書に定められた要件を満たすことができなかった場合、その脆弱性を

正すためにグループ監督者が採るべき措置はあるか？「はい」の場合、提案する措置の詳細と根拠

を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 162 人為的大災害シナリオ（2016 年技術的仕様書に定義されている）は ICS 標準手法として

適切か？「いいえ」の場合、シナリオを修正するための具体的な提案を資料や証拠とともに示され

たい。 
□ No. 
・ 質問 156 に対する意見に同じ 
質問 163 再保険の回収に関する偶発的信用リスクの計算についてのアプローチは、ICS バージョン

1.0 の目的に照らして適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、ICS 標準手法としてより適切な代

替的アプローチの詳細をお示し願いたい。 
意見なし. 
質問 164 巨大災害リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なる

コメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ 過去データの取得可能性や、信頼できるモデルの設定に困難が伴うと考えられる中、生命保険

のカタストロフィー・リスクについては、ストレステスト等各社のリスク管理を通した監督モ

ニタリングによって確認する考え方がより適切であると考える。 
質問 165 先進国におけるマイナスおよび低金利環境下においても、また過去そうであったように基

準イールド・カーブがすべての年限でより高いという環境下においても、いずれでも機能するよう

なストレス下のイールド・カーブを較正する方法はあるか？「はい」の場合、詳細を述べられたい。

□ Yes. 
・ ストレスイールドカーブにおいて、マイナス金利の下限については意識されるべきであろう。
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マイナス金利がある閾値を超えた場合、経済合理性の観点から、現金による保有を選択される

可能性がある。 
質問166 6年の過去のデータを使って金利リスクのストレスを水準調整するという IAISのアプロー

チは適切か？「いいえ」の場合、期間 1 年の 99.5％VaR を目標水準とした金利リスクストレスを水

準調整するための適切なデータ期間について意見を述べられたい。より短い期間が好ましいと考え

る場合は、市場環境の変化にどのように対応するのかや、ICS 金利リスクストレスを再度水準調整

する頻度についても述べていただきたい。 
意見なし. 
質問 167 ICS は、イールドカーブの変化の主要なもの（上下移動）のみを評価すべきか、あるいは

捻じれ（フラット化またはスティープ化）もリスク評価に含められるべきか？具体的には、以下の

いずれが使われるべきか？貴方の回答を説明されたい。 
 上下移動のみ 
 上下移動およびフラット化 
 上下移動およびスティープ化 
 上下移動、フラット化、スティープ化 
□上下移動のみ 
・ 多くの生命保険会社の金利リスク構造は、パラレルシフト以外の影響反映が必要なほど複雑な

ものではないと考えられるため、標準モデルの検討においては、パラレルシフトの反映で十分

であると考える。 
質問 168 IAIS が使用する分散考慮後の金利リスクの決定方法は適切か？「いいえ」の場合、代替手

法を提示願う。 
意見なし. 
質問 169 IAIS は金利リスクについて、通貨間の分散効果を認識すべきか？説明のうえ、どのように

それを実施するのか詳細をお示しいただきたい。 
意見なし. 
質問 170 GAAP＋における金利リスクの測定方法に関する 2 つの選択肢（１または２）のうち、ど

ちらがより良いか？説明されたい。いずれも不適当と考えられる場合は、代替手法または現在の方

法に関する改善策を提案願いたい。 
意見なし. 
質問 171 方法２は負債を支える資産は満期保有を意図されているとの前提に立っており、結果的に

これらの資産は再投資リスクのみに晒された形になっている。IAIS はこれらの資産を特定するため

の基準の開発を検討すべきか？「はい」の場合、そのような判定基準についての提案をいただき、

説明されたい。 
意見なし. 
(1) あるいは、方法 2 で、これらの資産のうち一部は実は満期保有ではない可能性があるという事実

を斟酌すべきか？「はい」の場合、どのようにそれを実施するのか示し、説明されたい。 
意見なし. 
質問 172 金利リスクに関し、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメン

トがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ 長期フォワードレートにはショックを与えない等の更なるボラティリティ抑制策の検討が必要

である。 
質問 173 株式のセグメンテーションに関する 4 区分アプローチは適切か？「いいえ」の場合、代替

案とその根拠を示していただきたい。 
□ No. 
・ インフラ投資やヘッジファンドなど伝統的な債券や株式と異なるリスク特性や分散効果を持つ
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投資商品について、独自のセグメントを設け、リスク特性や分散効果を適切に反映していただ

きたい。 
質問 174 株式ボラティリティストレスは ICS 標準手法に含められるべきか？説明されたい。 
□ No. 
・ 契約に重要なオプション性があるのであれば、ボラティリティは考慮されるべきだが、オプシ

ョン性が重要で無ければ不要と考えられる。 
・ 複雑性が顕著に増加し、ＩＴツールの導入が必要となり、計算所要時間が顕著に増加する。 
質問 175 2016 年のフィールドテストにおける株式ボラティリティストレスの設計は適切か？「いい

え」の場合、論拠や証拠とともに具体的な提案を示されたい。 
意見なし. 
質問 176 乗算方式のアプローチは ICS 標準手法に適しているか？説明されたい。「いいえ」の場合、

代替アプローチ（例えばボラティリティストレスの付加）を開発するうえで鍵となる設計やデータ

に関する考慮事項をわかりやすく示してほしい。 
意見なし. 
質問 177 長期株式投資の取り扱いは適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、どのように取り扱

うべきか、また長期株式投資を定義するためにどのような判定基準を使用すべきか？主要な設計の

ポイントをわかりやすく示し、証拠（データも含む）を提示してほしい。 
□ No. 
・ 長期投資を促進し、金融システムの安定化を促す観点からも、長期投資資産のリスク軽減措置

を検討すべきである。 
・ 先行する欧州ソルベンシーⅡが採択する Duration-based approach に相当する措置を、ICS に

おいても検討してはどうか。この場合、団体年金区分のみならず、長期の負債 DUR に対応す

る形で株式を長期保有している区分について措置するべきである。ちなみに我が国においては、

団体年金区分のみならず、個人保険区分においても、長期の負債 DUR に対応する形で株式を

長期保有している。我が国の生損保セクターにおける株式の平均保有年数は約 16 年である。 
・ 同様に、欧州ソルベンシーⅡが採択するインフラ投資へのリスク軽減措置についても、ICS に

おいて検討してはどうか。 
質問 178 株式リスクチャージを決めるために相関マトリックスを適用することを支持する証拠は

あるか？「はい」の場合、提案された相関を裏付ける証拠を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 179 株式リスクチャージはプロシクリカルな行動を減らすためにカウンターシクリカルな措

置を含めるべきか？説明されたい。「はい」の場合、そのような措置はどのように設計され較正さ

れるべきか？関連する主要なデータ考慮事項をわかりやすく示されたい。 
□ Yes. 
・ 欧州ソルベンシーⅡにおける symmetric Adjustment と同様の、景気低下局面における急激な

リスクオフの回避に資するような、株価低下時に株式リスクを圧縮する措置を導入すべき。 
質問 180 ICS における現行アプローチは経路依存的な評価を伴う商品に対して適切か？説明された

い。 
意見なし. 
質問 181 ICS はこれらの種類の契約に関する重要なリスクをすべて捕捉しているか？説明された

い。 
意見なし. 
質問 182 経路依存的な株式リスクおよび金利リスクを捕捉する代替的アプローチはあるか？説明

されたい。 
意見なし. 
質問 183 株式リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ
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ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ インフラ投資やヘッジファンドなど伝統的な債券や株式と異なるリスク特性や分散効果を持つ

投資商品について、独自のセグメントを設け、リスク特性や分散効果を適切に反映していただ

きたい。 
質問 184  2016 年のフィールドテストで不動産リスクに適用されたアプローチは MAV の ICS 標準

手法として適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、裏付けとなる論拠および証拠とともに具体

的な修正提案を示されたい。 
意見なし. 
質問 185  2016 年のフィールドテストで不動産リスクに適用されたアプローチは GAAP＋の ICS
標準手法として適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、裏付けとなる論拠および証拠とともに

具体的な修正提案を示されたい。 
意見なし. 
質問 186 不動産リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコ

メントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 187 為替リスクのストレスレベルの決定に使用される方法は適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 188 ストレス時において、すべての通貨について 50％という単一の相関係数を想定することは

適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、為替リスクに関する相関マトリクスを決めるうえで IAIS
が使用できる方法は何か？ 
意見なし. 
質問 189 通貨ペッグの取り扱いは適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 190 IAIS は海外子会社における投資について、部分的適用除外を認めるべきか？説明された

い。 
意見なし. 
質問 191 海外子会社における投資に関する適用除外は適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 192 ICS への子会社寄与分のより良い代用値はあるか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 193 2016 年のフィールドテストで示されたアプローチについて、更なるコメントはあるか？説

明されたい。 
意見なし. 
質問 194 満期まで 1 年未満の為替エクスポージャの取り扱いは適切か？説明されたい。 
□ No. 
・ 質問 93 に対する意見に同じ 
質問 195 為替リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ

ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 196 2016 年のフィールドテストで資産集中リスクに適用されたアプローチは ICS 標準手法と

して適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、裏付けとなる論拠および証拠とともに具体的な修

正提案を示されたい。 
□ No. 
・ パラ 544 で言及されているように、バーゼル規制と同様に、ICS の所要資本算定の基礎とする
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のではなく、追加的な分析において考慮するアプローチを引き続き推奨する。 
・ 政府／関連機関の保証付資産に限度額を設けないことに賛同する。特に、自法域の発行する自

国通貨建て国債についてはリスクの対象外とされていることに賛同する。 
・ 再保険取引・デリバティブ取引等のカウンターバーティ集中に対する過度なリスクチャージが、

グループ内でのリスク配分 適化を目的とした取引まで阻害する等の意図せぬ結果をもたらす

可能性を懸念している。 
質問 197 資産集中リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なる

コメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 198  ICS 信用リスクの目的のために外部信用格付の使用を認めるという、2016 年のフィール

ドテストで用いられたアプローチを支持するか？なぜ支持するのか？またはなぜ支持しないのか？

□ No. 
・ 外部機関による格付が困難な資産についても、保険会社が独自の信頼性が高いデータを元に内

部格付を保有し適切に信用リスクを管理している場合がある。内部格付の導入が今後検討され

るべきである。内部格付の使用が認められない場合、ＩＡＩＧの運用の選択肢が狭められ、収

益性の低下に繋がることを強く懸念する。 
・ ＩＡＩＳは、過去の金融危機において、外部格付に依存したリスク管理が必ずしも機能しなか

った事実を重く受け止めるべきである。 
質問 199 貴社の管轄区域における規制の枠組みの中で、信用格付会社による格付を使用する以外の

選択肢（たとえば監督者によるプロセスなど）はあるか？詳細を説明されたい。 
□ Yes. 
・ 質問 198 に対する意見に同じ 
質問 200 IAIS は信用格付会社によって発行されたものではない格付や資格の使用を認めるべき

か？例えば、監督者によるプロセスで付与された格付や資格（例：NAIC（全米保険監督官協会）の

証券評価局によるもの）など。 
□ Yes. 
・ 質問 198 に対する意見を参照されたい。 
・ さらに、NAIC 証券評価局による格付等、監督者によるプロセスで付与された格付や資格につ

いては、当該監督者が監督する管轄地域以外においても使用する事を可能とすべきである。 
(1) 質問 200 に対する回答が「はい」の場合、IAIS は監督者によるプロセスの具体的特徴を考慮し

て、格付提供者の認定基準を修正すべきか？説明されたい。 
意見なし. 
(2) 質問 200 に対する回答が「はい」の場合、信用格付会社の基準は他の格付主体についても適切

か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 201 信用格付会社以外による信用力評価（信用格付、資格）を ICS において使用することを認

めるかどうかを決定する際に、IAIS が考慮すべき要素が他にあるか？「はい」の場合、説明し詳細

を示していただきたい。 
□ Yes. 
・ 質問 198 に対する意見に同じ 
質問 202  2016年のフィールドテストで企業および個人の不動産ローンの信用リスクチャージに適

用されたアプローチは ICS 標準手法として適切か？説明されたい。「いいえ」の場合、どう修正す

ればよいか、裏付けとなる論拠および証拠とともに具体的な提案を示されたい。 
意見なし. 
質問 203 IAIS は、再保険エクスポージャ、特に担保設定された再保険から生じる信用リスクについ

て異なるアプローチを模索しつづけるべきか？「はい」の場合、具体的な提案と、その提案を裏付
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ける論拠および証拠を提示願いたい。 
意見なし. 
質問 204 信用リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮すべき更なるコメ

ントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ 欧州ソルベンシーⅡで導入が決定された、インフラ投資に係る信用リスクの軽減策については、

ＩＣＳにおいても導入されるべきであり、検討いただきたい。 
質問 205 IAIS はオペレーショナル・リスクチャージの決定に際し、報告された出再前のエクスポー

ジャを使用すべきか？説明されたい。 
□ Yes. 
・ オペレーショナルリスク自体の重要性が低いと考えられるため簡便な方法での測定が望まれる

質問 206 提案されたオペレーショナル・リスク・エクスポージャーは ICS 標準手法に適切か？説明

されたい。 
□ Yes. 
・ オペレーショナルリスクの測定に関しては、先行する銀行規制の議論においても継続検討課題

であり、現時点において正解は無いものと考えられる中、当面はフィージビリティの観点から

簡便な方法での測定が望まれる。 
質問 207 提案されたオペレーショナル・リスク係数は大きさおよび相対性の双方の観点から、ICS
標準手法に適切か？説明されたい。 
意見なし. 
質問 208 オペレーショナル・リスクに関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮す

べき更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
□ Yes. 
・ 本来的には、リスク量はＩＡＩＧの内部管理の実態を反映しているべきと考えられるが、その

ような指標開発の困難性も理解している。外形的な要件で判断するのであれば、リスク量を過

度なものとすべきではなく、ＩＡＩＧの健全性への影響を軽微なものに留めるべきであろう。

質問 209  2016 年のフィールドテストで用いられた相関マトリクスの構造は適切か？「いいえ」の

場合、具体的な代替案と、そのアプローチがなぜより適切なのかについての証拠を提示願いたい。

意見なし. 
質問 210 ICS 標準手法の相関パラメータの較正は、入手可能な関連データが限られているため、相

当程度の判断を含めるべきか？「いいえ」の場合、その論拠と具体的提案および代替アプローチを

裏付ける証拠や参考資料を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 211 統合や分散効果の反映のための相関パラメータの較正において、IAIS はどのようにデー

タと判断を併用できるか？ 
意見なし. 
質問 212 ICS 標準手法の相関パラメータの較正に関連する入手可能なデータはあるか？説明された

い。 
意見なし. 
質問 213 ICS のリスク間で使用される相関係数は、ICS 標準手法に適切か？説明されたい。「いい

え」の場合、論拠および証拠で裏付けされた代替案を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 214 生保リスクに使用される相関係数は、ICS 標準手法に適切か？「いいえ」の場合、論拠お

よび証拠で裏付けされた代替案を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 215 市場リスクに使用される相関係数は、ICS 標準手法に適切か？「いいえ」の場合、論拠お
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よび証拠で裏付けされた代替案を示していただきたい。 
意見なし. 
質問 216 統合および分散効果の反映に関して、ICS バージョン 1.0 の開発に向けて IAIS が考慮す

べき更なるコメントがあるか？もしあれば十分な詳細およびその根拠を述べられたい。 
意見なし. 
質問 217. 正確性と実務上の実現可能性／複雑性の間のバランスを取るための適切な精度レベルは

何か。 
意見なし. 
質問 218. 国レベルの実効税率を用いるアプローチは適切となるか？説明していただきたい。 
□ Yes. 
・ 強いて言えば Yes。 
・ 税率が高い国は、内部留保が積みあがり難い反面、税効果がリスクバッファーとして機能する。

このため、法域間の税負担の多寡は公平に反映されるのが原則であろう。ただし、各法域での

法令及び実務を踏まえ、実務上の簡便法が検討される余地がある。 
質問 219. 国際的な実効税率を導きだすための適切な方法として何が考えられるかについてコメン

トいただきたい。提案した方法については、利点と問題点の短いリストと共に裏付けしていただき

たい。 
・ 税負担が各法域で発生する以上、実効税率も法域単位で認識したものをボトムアップで計算す

るのが原則であろう。ただし、各法域での法令及び実務を踏まえ、実務上の簡便法が検討され

る余地がある。再保険の活用等により、税負担が低い国にリスクと収益を集約しているケース

も想定される。 
質問 220. 評価後調整 DTA が資本の構成要素として含まれる場合、実現可能性を判断する方法また

は一部の控除もおそらく計算の要素なる。トップダウンアプローチを前提とした場合、DTAs の実

現可能性を判断するための適切な方法について何か提言はあるか？一部控除の方法が望ましいか？

回答についての根拠を提供いただきたい。 
・ 繰延税金資産の適格性については各国の税制との関係が深いため、一律な控除率等を設けるこ

とは適切ではない。例えば、日本では繰延税金資産の計上要件が厳格であるため資本リソース

からの控除は不要であると考える。 
質問 221. IAIS は繰延税金の評価後調整を判断するためのより一層のボトムアップ・アプローチを

追求すべきか？もしそうであれば、その見解を裏付けするコメントを提供いただきたい。 
□ Yes. 
・ 強いて言えば Yes。 
・ 税に関しては税負担が各法域で発生する以上、実効税率も法域単位で認識したものをボトムア

ップで計算することが原則であろう。ただし、各法域での法令及び実務を踏まえ、実務上の簡

便法が検討される余地がある。 
質問 222. 繰延税金に対する GAAP＋および MAV に基づく再評価の影響を反映することに関して、

IAIS によって検討されるべき他のオプションを提供いただきたい。 
意見なし. 
質問 223. DTAs および DTLs は、他の重要なバランスシートの項目と整合的に評価されるよう確

保するため、割引の影響につき考慮するよう、MAV および GAAP＋アプローチ双方において、調整

を行うべきか？説明していただきたい。 
□ No. 
・ 強いて言えば No。 
・ 割引の効果を考慮することにより整合性は確保できるかも知れないが、キャッシュフロー等の

把握が実務上困難な場合がある。 
質問 224. 上記の質問に対する回答が肯定の場合、DTA または DTL の一つのタイプ（例えば長期の
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項目）のみの割引に対して、制限を適用すべきか。説明していただきたい。 
意見なし. 
質問 225. ストレス後の DTA に対する割引効果の概算において、ICS 資本要件へのいかなる税の調

整を考慮すべきか？説明されたい。 
意見なし. 
質問 226.  MOCE に税の効果はあるべきか？もしそうであれば、どの実効税率が適用されるべき

か、またその理由は？健全性および資本 MOCE コスト双方に対して回答いただきたい。 
□ Yes. 
・ 資本リソースの算定とリスク量の測定において、課税効果の取り扱いは整合しているべきであ

ると考える。また、ＭＯＣＥが保険負債の一部として資本から控除されるのであれば、税務会

計上の保険負債との調整額が生じる法域においては、当然にして税効果が認識されるべきであ

る。ＢＥＬ測定の際に税効果を認識することとも整合しなければならない。 
・ 欧州ソルベンシーⅡのように保険契約の移転を前提とする場合、移転先企業への DTA 引き継ぎ

が不可能なケースも考えられる。一方、自社による履行を前提とする場合、将来の回収可能性

が見込まれるのであれば、税効果を反映することが自然である。 
・ なお、税法上の保険負債と ICS 保険負債（current estimate + MOCE）との差異は、保険負債

を 後まで履行した状況ではどちらも 0 となり一致する。つまり履行を前提とする場合、差異

はすべて一時差異であり、パラ 605 にある永久差異という推定は見直されるべきである。 
質問 227.  資本 MOCE 計算のコストに、繰延税金の想定を組み込むべきか？もしそうであれば、

明確に述べていただきたい。 
□ Yes. 
・ 質問 226 を参照されたい 
質問 228.  適切な実現可能性の方法につき、具体的な提言をいただきたい。 
・ 繰延税金資産の実現可能性については各国の税制との関係が深いため、そのような関係性を考

慮する必要がある。 
質問 229. 部分控除および／または全体的な制限のどちらかを通じた資本リソースにおける DTA
の制限に関する検討につき、インプットもしくはフィードバックをいただきたい。 
・ 繰延税金資産の適格性については各国の税制との関係が深いため、一律な控除率や算入制限等

を設けることは適切ではない。例えば、日本では繰延税金資産の計上要件が厳格であるため資

本リソースからの控除や算入制限等は不要であると考える。 
質問 230. ストレス下での DTAs の実現可能性を評価するため、ICS の資本要件における適切な繰

延税金の取り扱いにつながる適切な方法はあるか？もしあれば、説明していただきたい。 
□ Yes. 
・ 各法域において、経済価値ベースの資本充足率の低下が、必ずしも税務上の課税所得の低下に

繋がるわけではないため、ストレス下においてもＤＴＡの控除に関しては慎重であるべき。 
質問 231. ICS 資本要件の計算における税の影響を含めるため、IAIS が検討すべきアプローチは次

のうちどれか？利点と問題点のリストを含め説明されたい。 
 分散前の個別の ICS リスクチャージ計算において、税の影響を含めるべきか？ 
 IAIS は、ICS 資本要件に関する税の影響を無視して、代わりに分散前の個別の ICS リスクチ

ャージ計算を通じた ICS 資本要件の較正にその影響を反映すべきか？（個別の ICS リスクチャ

ージがそれを反映するため、どのように再較正されるべきかにつき提案を提供いただきたい。）

 ICS 資本要件は、現在のフィールドテスト・アプローチと同様の形式、つまり、それぞれの ICS
リスクチャージが課税前ベースで計算され、税の影響が国際的な実効税率を用いて連結分散後

ベースで算出されるべきか？ 
 他のアプローチは活用されるべきか？（詳細を提供いただきたい） 
□他のアプローチを使用すべき 
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・ 税に関しては各法域の税務と整合した取扱いが原則となろう。ただし、各法域での法令及び実

務を踏まえ、実務上の簡便法が検討される余地がある。フィールドテストの結果を検証した上

で判断すべき。 
質問 232. 繰延税金の影響がボトムアップ・アプローチを用いて計算された場合、税の管轄地域に

税戦略／マネジメント・アクションおよび分散の影響は反映／割り当てられるべきか？もしそうで

あれば、どのように反映／割り当てられるべきか？ 
□ No. 
質問 233. IAIS は DTAs の実現可能性の具体化に取り組むべきか？もしそうであれば、DTA のス

トレスに関連する課題（将来の税利益の定義、将来利益に対するショックの反映および二重計上の

回避を含む）を考慮して、説明されたい。 
□ No. 
質問 234. 課税可能な利益を有する規制されていないグループ会社に対して税損失を売却すること

によりストレス損失の税効果に対する価値を得ることができることを、グループは想定すべきか？

もしそうであれば、これらのグループは、ストレス下においても依然として収益性があるのか否か

をどのように評価するか？ 
□ No. 
質問 235. ICS バージョン１．０の開発において IAIS が検討すべき ICS における税に対するアプ

ローチについて、更なるコメントはあるか？もしあれば、充分な詳細および論理的根拠を挙げて説

明されたい。 
・ 税戦略/経営行動および分散は、実現可能性が極めて高い場合を除いて反映/配分すべきではな

い。 
・ 繰延税金資産の実現可能性については各国の税制との関係が深いため、一律なルールの設定に

はなじまないと考える。経済価値ベースのストレスが、必ずしも税務上の課税所得のベースと

なる収益の低下に繋がるわけではないことには留意が必要である。ボランティア参加社の過去

の金融危機時の税納付の状況を確認することは有用かもしれない。 
質問 236. ICS バージョン１．０の開発において IAIS が検討すべき点で、これまでのどの質問に

おいても扱われていない点について、追加的なコメントはあるか？もしあれば、充分な詳細および

論理的根拠を挙げて説明されたい。 
（質問 236 への回答は、冒頭に記載しております。） 

 


