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フェーズⅠ データ収集 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

データ収集 

 実施内容 • IAISは基準に合致した、もしくは IAISや監督当局がシステミックリスクの分
析目的のために必要と考える保険会社からデータを収集します。 

• IAIS はフェーズⅡ・Ⅲにより適したデータを収集するため、年次もしくは必要
に応じてデータ要求のインストラクション及びテンプレートを見直します。これら
は 4月上旬に IAISから監督当局を通じ、データ収集の対象となる保険会
社に配布されます。 

 

保険会社選定基準 • 総資産が 600 億米ドル以上かつ、母国外からの保険料収入割合が 5%
以上 

• 総資産が 2000億米ドル以上かつ母国外からの保険料収入がある場合 

 

 
フェーズⅡ-A 品質管理及びスコアリング 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

品質管理及びスコアリング 

 データ評価・検証 
（品質管理） 

• データ収集の対象となる保険会社は、毎年 5月中旬までに監督当局にデー
タの提出を行います。その後監督当局はそれらデータの正確性・妥当性評価
を行います。 

• IAIS は、6 月中旬までにそれらデータの網羅性・正確性検証を行います。そ
の際、必要に応じて IAISは監督当局と連携します。 

 

定量的評価 
（スコアリング） 

• その後 IAISは、17 の指標に対してスコアリングを実施します。 

• スコアリングは、それぞれの指標に対してウェイトや、該当する場合には絶対参
照値を掛け合わせたものを合計して算出します。 

• このフェーズⅡにおける定量的評価は、G-SIIs 候補を特定するための最初
の定量的な観点での順位付けです。 

• 2013 年メソドロジー
では 20 の指標でした
が17の指標に変更さ
れています。 

 指標及びウェイト 
    

カテゴリー サブカテゴリー 指標 ウェイト 
規模 総資産 2.5% 

総収入 2.5% 
グローバルな事業 母国外の収入 2.5% 

事業を行う国数 2.5% 
相互関連性 カウンターパー

ティーエクスポー
ジャー 

他の金融機関への貸出、
他の金融機関への発行
証券の保有 

6.7% 

他の金融機関からの借
入、債券発行 

6.7% 

再保険 6.7%* 
デリバティブ 6.7% 

• カテゴリーにおいて、以
前は相互関連性・
NTNI となっていたも
のが、相互関連性・
資産流動性に変更と
なり、構成している指
標が変更されていま
す。 

• 再保険・金融保証・
デ リ バ テ ィ ブ 取 引
（CDS もしくは同様
のデリバティブのプロテ
クションの売り）には
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マクロエコノミクスエ
クスポージャー 

デリバティブ取引（CDS
もしくは同様のデリバティブ
のプロテクションの売り） 

7.5%* 

金融保証 7.5%* 
変額保険商品の最低保
証 

7.5% 

資産流動性 保険契約以外の負債と
非保険収入 

7.5% 

短期資金調達 7.5% 
レベル 3資産 6.7% 
ターンオーバー 6.7% 
負債流動性 7.5% 

代替性 特定保険種目の保険料 5% 
*絶対参照値が用いられている指標 

絶対参照値が用いら
れるようになりました。 

 
フェーズⅡ-B 定量的基準の決定 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

定量的基準の決定 

 定量的基準とグルー
プ分け 

• フェーズⅡ-A の後 IAIS は、定量的基準を設定し、対象となる保険会社
を２つのグループに分けます。 
Group1：スコアリングの結果、定量的基準よりも高い保険会社。これら
の保険会社は、フェーズⅢで更に分析がなされます。 
Group2：スコアリングの結果、定量的基準よりも低い保険会社。これら
の保険会社は IAIS や監督当局に個別に指定される場合を除き、フェー
ズⅢで更なる分析がなされることはありません。 

• Group1 及び Group2 のうち IAIS や監督当局に個別に指定された保
険会社が G-SIIs候補となります。 

• 2013年メソドロジー
では IAIS の
Insurance and 
Financial Stability
レポートにおける評価
手法で追加候補を選
定することとされていま
した。 

 

定量的基準の決定 • フェーズⅡにおいて IAIS は以下に示すような統計的・分析的アプローチと
合致する形で定量的基準を設けます。 
- スコアの有意な差異の評価 
- クラスター分析 
- セクター間分析 
- トレンド比較 

• フェーズⅡにおけるスコアリング及び順位付けの結果のみを取って G-SIIs
を特定するわけではなく、2016 年メソドロジーにおける 5 つのフェーズを経
て IAISは FSB に G-SII リストとして提案します。 

• 透明性の観点から、
フェーズⅢに進まない
Group2の保険会社
は、希望する場合は
監督当局を通じて、
フェーズⅡの結果の
フィードバックを得るこ
とができます。 
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フェーズⅢ 検出 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

検出 

 概要 • フェーズⅢ~Ⅴにおいて、IAIS は追加情報を考慮し、更なる分析を実施
します。フェーズⅢでは IAIS の分析結果や追加情報でフェーズⅡのデータ
に誤りがあった場合のみ、フェーズⅡのスコアリング結果を修正します。 

• 保険業界における構造・活動・商品・エクスポージャーや国際的活動の違
い、及び様々な地域の保険会社から報告されるデータの質の違いを評価
します。 

• フェーズⅢでは、IAIS や監督当局はフェーズⅡの指標で捉え切れなかった
様々な量的・質的データの分析を行います。そのため、IAIS は保険会社
に対して追加の情報提供依頼を行う可能性があります。 

• IAIS は、フェーズⅡの指標をより正確な各保険会社に係るシステミックリス
クを表す指標とするため、更なる改善を予定しています。例えば 2017 年
よりフェーズⅢのデータを評価し、フェーズⅡの指標としての組み込みを検討
する予定です。 

• IAIS は、フェーズⅢにおいて 2016 年メソドロジーのフェーズⅣの対象とな
る G-SIIs 候補リストを作成します。ある保険会社の破綻が重大なシステ
ミックリスクを引き起こさないと考えられる場合には、当該保険会社は対象
から除かれます。 

•グループ間コミットメン
ト 、 大 口 エ ク ス ポ ー
ジャー、ヘッジ・複製を
除くデリバティブ取引は
フェーズⅡの定量的評
価からフェーズⅢの定性
的評価での考慮事項
に変更されました。 

フェーズⅢにおける 
追加分析 

• 各保険会社のビジネスモデルの特性を考慮するため、フェーズⅢではフェー
ズⅡの指標も考慮しながら、以下に示す追加の情報や分析を行います。 
- フェーズⅡの指標を構成するデータの更なる理解 
- フェーズⅠで集めたデータやフェーズⅡの指標には表れない、グローバル
での金融安定に関連する事柄や状況 
- 非保険活動に関連するリスク等の理解 
- 保険会社の無秩序な活動の結果、グローバル金融システムや経済活
動に影響を及ぼしかねないファクターの特定 
- 保険会社のビジネスモデルの特徴、及び保険グループ内の事業間の相
互関連性を評価するためのグループの財務的・非財務的活動の構造や
割合 
- 絶対参照値が用いられているフェーズⅡ指標の増減 
- 主要な保険会社や再保険会社が内包する巨大災害に対するエクス
ポージャーの評価 

• フェーズⅢは、以下の分析を含むセクター間の評価を行います。 
- 保険セクターにおける CDS エクスポージャーの状況 
- 相対的なランキングに基づく統合的指標と広範な金融システムとの比較 
- 保険セクターに関連する他の金融セクターにおける金融安定化で特定
されたリスク 
- その他 IAIS がグローバルにシステム上重要と認める指標 

• 2016 年メソドロジーで
明確化されました。 
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 フェーズⅢにおける検
討情報 

• 保険会社と他の金融機関の相互関連性に関するデータ 

• 売買目的有価証券に関するデータ 

• 期限の利益喪失条項のある借入金・借入金に類似の負債に関するデー
タ 

• デリバティブに関するデータ（正味公正価値、内在する将来エクスポー
ジャー） 

• 保険会社全体の資産・負債ポートフォリオ 

• 変額保険商品の最低保証に関する指標 
- 保険負債に対するキャッシュフローマッチングの割合 
- 変額保険商品の保証部分に係るデリバティブによるヘッジ 

• 負債流動性に関する指標 
- 負債流動性方針の目的 
- 原資産の市場価格と比較した解約返戻金 
- 監督官庁の干渉 
- 最大契約保有期間 
- 補償の代替 
- 税金によるペナルティ 
- 契約者保護スキーム・契約者保護機構の存在 
- 資産の流動性 
- デリバティブの担保 

• 2016 年メソドロジーで
明確化されました。 

 再保険の補足的評価 • 再保険の補足的評価は、他の 2016 年メソドロジーの要素を補完し、第
三者への再保険に係るリスクを評価します。 

• この評価は、フェーズⅡにおける再保険指標とは重複することのない別個
評価であり、IAIS が再保険活動に対するより深度のある分析を行うことを
主眼に置いています。 

• フェーズⅢにおいて、保険会社の再保険活動が保険料収入で 100 億
ユーロ以上である場合、IAIS が保険会社の再保険活動を評価します。 

• この評価は、再保険会社の市場・地域・組織の集中リスクを評価します。 

• 2016 年メソドロジーで
追加されました。 
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フェーズⅣ G-SIIs候補との情報交換 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

G-SIIs候補との情報交換 

 実施内容 • IAIS 及び監督当局は、全ての G-SII 候補の保険会社に IAIS との情
報交換の機会を提供します。これに先立って IAIS はフェーズⅠ~Ⅲの状
況を G-SIIs候補とシェアします。 

• IAIS との情報交換の前に、IAIS は、以下の情報を G-SIIs 候補とその
監督当局に提供します。 
- フェーズⅡにおける保険会社のスコアリング結果 
- 各フェーズⅡ指標に対する記述的な統計資料 
- 保険会社の全体的なスコアリング結果及びフェーズⅡで IAIS が設定し
た定量的基準 
- IAIS によるフェーズⅢの分析データと結果 

• 監督当局は、この情報交換に参加します。 

• なお、どのような状況下においても IAIS は守秘義務の観点から、他の G-
SIIs候補の情報を共有しません。 

• 左記のプロセスは2013
年メソドロジーでは公表
されていませんでした
が、透明性確保のため
に公表されました。 

 
フェーズⅤ FSB への提案 

項目 要旨 2013年メソドロジー 
からの主な変更点 

FSB への提案 

 実施内容 • 2016 年メソドロジーによるフェーズⅠ~Ⅳの結果、IAIS は FSB に対して
G-SIIs 候補リストとともに HLA の適用水準を提案します。また、フェーズ
Ⅱ～Ⅳの分析結果も提供されます。FSBは IAIS の提案を検討します。 

• 2016 年メソドロジーにより G-SIIs に選定された保険会社は、たとえスコ
アリングが定量的基準を下回っても、最低 2 年間は G-SIIs のステータス
を維持すべきとされています。しかし、当該保険会社はフェーズⅠ~Ⅴの評
価プロセスを毎年受けることになります。 

• 2016年メソドロジーは、G-SIIsへのHLAの適用水準を決定をする際に
も使われる可能性があります。IAISはフェーズⅡのスコアリングとHLAの適
用水準との関連性について検討するものの、もはや直接的な関係性はあ
りません。フェーズⅢ及びⅣの修正が、HLA の適用水準に付随的な影響
を持つことになるでしょう。また、2016 年メソドロジーと NTNI のコンサル
テーションにおける変更は、HLA の設計及びカリブレーション（較正）にも
影響を与えるでしょう。 

• 2016 年メソドロジー
より HLA の適用水準
についても提案される
ことになりました。 

 
 



 

有限責任 あずさ監査法人 

ファイナンシャルサービス本部 
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