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ビジネスアングル

企業を取り巻くリスクに対し最適な保険を設計し、顧客の立場で保険契約の媒介を行う
「保険ブローカー」。
日本におけるリーディングカンパニーである共立インシュアランス・ブロー
カーズは今、企業が抱える重要な二つの課題に保険ソリューションでの対応を訴えている。

立インシュアランス・

象とした﹁グローバル保険プロ
グラム﹂でもKIBが圧倒して
いる︒独立行政法人を対象とす
る保険媒介業務では︑共立グル
ープで全体の約５割を占める︒
保険自由化に伴うブローカー
制度の導入では︑外資系ブロー
カーの参入が見込まれたが︑実
質的には日系企業のＫＩＢが市
場拡大をけん引してきた︒

立人︵ブローカー︶制度﹂の導

正＝保険自由化に伴う﹁保険仲

は︑１９９６年の保険業法の改

ハウス代理店を通じて保険を手

主流だが︑日本では企業のイン

を起用して保険手配を行うのが

長は︑﹁欧米では保険ブローカー

長友啓一郎・KIB取締役社

入を機に設立された︒みずほフ
配しているケースが大半︒しか

ブローカーズ︵ＫＩＢ︶

ィナンシャルグループとの親密
し大企業を中心に最近ではわれ

共

な関係を生かし︑企業に対しオ
われのような保険ブローカーを

に努めている﹂と語る︒

て︑さらなる実力と信頼の醸成

スク処理策を提案できる者とし

化や巨大化が進む中︑適切なリ

てきている︒企業リスクの複雑

いカバーを調達する動きが増え

起用して︑最適なコストで幅広

ーダーメードの保険ソリューシ
ョンを提供してきた︒

保険ブローカーとして
企業の多様な
リスクに対応する
現在︑同社は上場企業を中心
に約６００社を顧客とする︒日

業分野に特化した保険設計やク

が活動しているが︑このうち企
力を注いでいるのが︑近年大き

績を持つが︑新たな分野として

コンサルティングでも多くの実

リスクマネジメントに関する

レームサービス︑再保険手配な

なリスクとして顕在化した﹁サ

本では約 社の保険ブローカー

どを通じたリスクマネジメント

を行っているのはKIBを含め

６社だ︒船舶保険で仲立ち業務

保険コンサルティング業務﹂だ︒

をサポートする﹁プロジェクト

と︑再生可能エネルギーの拡大

サービスを提供できるのは︑５︑ イバーリスクに対する保険設計﹂

て２社のみ︒海外事業法人を対

に深く根を張るようになりまし

ネットワークは事業活動の根幹

は５９００万㌦だったが︑信頼

償など﹁公表されている費用﹂

約者名が漏えいしたことへの賠

それらの費用が︑先の調査結

応を統括する部門の設置などだ︒

復旧の優先順位決定︑そして対

ュニケーションプランの策定﹂
︑

員は︑﹁サプライチェーンの緊密

果︑企業の情報ネットワークは

たが︑それだけサイバー攻撃を

の低下に伴う顧客関係の価値の

果のように︑目に見える賠償額

イバー攻撃の手口が高

今︑﹁いつ攻撃されてもおかしく

受けた際の影響度合いが深刻化

喪失や収益の損失など﹁公表さ

公表された情報漏えい事件の発

世界のサイバー攻撃について

ない﹂状況にある︒

しています﹂と指摘する︒

の数十倍にも達する︒﹁保険を活

生件数は増加の一途だ︒２０１

スド・セキュリティー社調べ︶
︒

になった︵上図︑リスク・ベー

した︒漏えいした情報数も 年

年に比べると約１・７倍に増加

局から罰金を科せられたりする︒

撤退に追い込まれたり︑規制当

からの信頼を失ったり︑事業の

復旧に手間取ったがために顧客

どの被害企業が発生後の対応や

イバー攻撃による情報漏えいな

部部長は︑﹁情報ネットワークに

している池田主税・企業営業本

である︒

り復旧部分で占められていたの

が﹁目に見えない費用﹂
︑つま

た︒攻撃に伴う費用の ・５％

池田部長によると︑復旧関連

長︶のも必然的な流れだった︒

されるようになった﹂
︵池田部

価値毀損リスク﹂の増大だ︒サ

サイバーセキュリティーに関

デロイトが︑実際にサイバー

は︑予防や防御策と同時に復旧

９年には７０９８件を数え︑

する総合コンサルティングを提

攻撃を受けた金融機関について

の費用は︑﹁サイバー保険のおお
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は約１５１億と 年の２・４倍
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ＫＩＢでサイバー保険を担当

むね四つの補償項目でカバーで

レンジック﹂
︑漏えい情報など

かを特定する﹁デジタル・フォ

れ︑どのような悪事がなされた

有事対応がある︒いかに侵入さ

御とは別に︑攻撃されてからの

サイバー攻撃では︑平時の防

である︒

構外インシデント対応費用補償﹂

﹁ITアウトソーシング先での

ジタル資産復旧費用補償﹂
︑④

害拡大防止費用補償﹂
︑③﹁デ

補償﹂
︑②﹁逸失利益損害・損

ンシデント対応・危機管理費用

きる﹂という︒つまり︑①﹁イ

を世間に公表するための﹁コミ

と強調する︒

不可欠な時代になっています﹂

サイバー攻撃の
最大の費用負担は
復旧段階にある

ンスプラン強化の必要性が理解

供するデロイトトーマツサイバ

計画という複層的な取り組みが

デロイトトーマツサイバー合同会社
サイバー戦略の企画立案から技術的
セキュリティー分析・対策立案、再発
防止まで、サイバーセキュリティーに関
してデロイトトーマツ・グループをあげ
て強力に支援する専門家集団

対応費用を精査したところ︑契

16

それを端的に示すのが﹁企業

れない︑目に見えない費用﹂は

サ

長友 啓一郎
用してのインシデント・レスポ

化やＩｏＴによる製造管理など︑

共立インシュアランス・ブローカーズ
取締役社長

億２０００万㌦と見積もられ

池田 主税

保険仲介業務からリスク保険コンサルまで

度化している︒その結

50

Company

共立インシュアランス・ブローカーズ
ー合同会社の野見山雅史執行役
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容やインシデント・レスポンス

際に期待する専門サービスの内

分析します︒その上で︑有事の

クと事業が抱えているリスクを

保険設計ではまず︑ネットワー

ったことに気がつくケースが少

カバーできていないリスクがあ

識が強く︑攻撃を受けて初めて

﹃パッケージで十分﹄という意

ほとんど︒一方︑日本企業では︑

即したテーラーメードのものが

﹁KIBは数々の経験に基づき︑ 入し︑保険内容は個々の事情に

プランを詰め︑保険の補償・付
保険を活用したサイバーリス

なくありません﹂と指摘する︒

せます︒また︑緊急対応を速や
クマネジメントの強化は︑消極

帯サービス内容や運営に反映さ
かに立ち上げられるように︑専

でも圧倒的な実績を誇っている︒ 善管注意義務を果たす上で必要
不可欠なものです︒十分なリス

再生可能エネルギーの発電案件︑ とした最適なリスク対応策の構

コンサルティング業務として︑
築・検証が力量を問われるとこ

２０００年以降 年にわたり

ー攻撃は事業継続に直結するも
PPP／PFI案件それぞれ２
ろであり︑多くの金融機関や事

的に捉えられがちだが︑サイバ

結をお勧めしています﹂
︵池田
のであるからこそ︑企業のオペ
００件余り︵合計４００件余り︶
業者の皆さまから弊社がご信頼

ク分析と保険プログラムを中心

部長︶
レーションをサポートする投資
の実績を積み重ねるとともに︑
いただいているところだと考え

９割の企業がサイバー保険に加

野見山執行役員は︑﹁欧米では
と考えるべきなのである︒
保険ブローカーとして保険仲介

険プログラムを中心としたリス

性などを審査する︒そこでは保

は事業内容やリスク対応の妥当

れば︑融資する側︵銀行など︶

ェクト・ファイナンスを例に取

再生可能エネルギーのプロジ

らのリスクについて保険を中心

かを確認する︒その上で︑それ

クを負担することになっている

査して事業者がどのようなリス

ロジェクト関連契約の内容を精

リスクを検討するとともに︑プ

を含めた保険対応が考えられる

具体的には︑自然災害リスク

ク対応の適切性の確認が常に求
としたリスク対応策︵いわゆる

トも多数にのぼる︒

ています﹂と説明する︒

プロジェクトコンサルタント

再生可能エネルギーから
PPP／PFIまで
幅広いコンサルサービスを提供
められ︑多くのプロジェクトで

各プロジェクトにおける保険コ

ービスの提供スキーム︶などの

PFI︵官民連携による公共サ

ルギー案件やPPP／

認は︑︵融資を決断するための︶

としたリスク対応の適切さの確

おいて︑保険プログラムを中心

れば︑デューディリジェンスに

部長は︑﹁融資する金融機関にす

ではなくサイトの状況の認識や

では︑プロジェクトの内容だけ

コンサルティングの一連の作業

クト営業本部長は︑﹁リスク保険

丹野泰・専務取締役プロジェ

を構築︑検証する︒

ンサルティングや保険仲介業務

に提案する事業者のためのコン

浅井秀樹・執行役員営業第三

︶
KIBがその役割を担っている︒ 〝セキュリティーパッケージ〟

発電設備の仕組みなどの理解も

サルティングサービスを提供し

IBは︑再生可能エネ

不可欠︒われわれはあくまでも

てきており︑また当該案件の保

Ｋ

保険のプロの立場でデューディ

リジェンスを行いますが︑技術︑ 険取扱いブローカーとしても機

向けた黒子の役割も必要です︒

してスムーズな融資契約締結に

との間でリスク保険項目を整理

アレンジャー銀行とスポンサー

も必要となってきます︒また︑

体 と な っ て 取 り 組 み ま す︒

どであり︑提案者グループと一

ク保険関連の提案書作成支援な

な保険プログラムの設計︑リス

スは︑事業のリスク分析︑適切

丹野専務は︑﹁提供するサービ

PPP／PFIの新たなインフ

などのさまざまな分野のPFI

館︑下水処理場︑刑務所︑庁舎

れまで音楽ホール︑病院︑図書

確かな実りを得るための第一歩

じて提案する︒それは企業が︑

極め︑最適な手当てを保険を通

ている︒KIBは︑リスクを見
共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社

能を果たしている︒

今後はこれまでの実績と知見を

PFI法施行以来 年を経過し︑

る洋上風力分野にも積極的に取

ラへの展開がある中で︑その事

案件や︑道路・空港・水力発電

となるものだ︒

問い合わせ先

会計︑法務などの基礎的な知見

生かして︑これから本格的にな
り組んでいきたい﹂と説明する︒

業についての理解を深め︑お客
さまがより良い提案ができるよ
う︑ベストなサービスを提供す
大きなビジネスチャンスは同

ることを目指したい﹂と語る︒
PPP／PFIについては︑

時にさまざまなリスクを内包し

PPP／PFIの
新たな展開にも
積極的に対応
年の病院PFIを皮切りにこ

所などのPPP案件につき︑主

浅井 秀樹

プロジェクト営業本部の皆さん

門サービス会社との基本契約締

丹野 泰

業務を任されているプロジェク
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共立インシュアランス・ブローカーズ
執行役員 プロジェクト営業本部
営業第三部長

※PPP=Public Private Partnership
PFI=Private Finance Initiative

共立インシュアランス・ブローカーズ
専務取締役 プロジェクト営業本部長
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