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ミリマンは現在、IFRS 第 17 号に係る計算
業務を包括的にサポートするソリューショ

主要機能の概要

ンを開発中です。クライアントの皆様から
ご好評をいただいている MG-ALFA および
Integrate の機能拡張をはじめとした IFRS

めとする MG-ALFA および Integrate により提供される数多く

ミリマンの IFRS 第 17 号対応ソリューションは、下記をはじ
の機能をベースとしています。

第 17 号への対応予定について紹介します。
背景



ネスティド・ストキャスティック・プロジェクション



期間別計算結果データ



詳細な経済シナリオデータ



データの保管およびプロセス管理



包括的なワークフロー管理

IFRS 第 17 号は、国際会計基準審議会（IASB）が新たに定め
た保険契約のための財務報告基準で、2021 年 1 月 1 日から適

IFRS 第 17 号ソリューションの核は、MG-ALFA の計算機能で

用される予定です。保険契約の財務報告に必要な各種計算は、

す。MG-ALFA モデルの計算機能により、ベストエスティメー
ト・キャッシュフローの現在価値 （BENPV）、リスク調整

これまでのものとは大きく異なります。

（RA）、契約上のサービスマージン（CSM）が計算されます。

ソリューションの概要

当該機能は MG-ALFA ライセンスを保有していれば、追加料金

SaaS ソリューションである Integrate によ
り、IFRS 計算に必要な全工程を機械的に
完全自動化し、監査・統制機能、さらに実
質的に無制限かつ安全なリソースの確保も
可能となります。

を支払うことなく使用可能です。
MG-ALFA の IFRS 第 17 号計算機能に加えて、Integrate ソリュ
ーションを導入することで IFRS 第 17 号の全計算工程に包括的
に対応できるようになります。当該ソリューションの導入にあ
たっては追加の料金が発生します。
Integrate の IFRS 第 17 号計算プロセスは、MG-ALFA だけで
なく、その他の数理プロジェクションシステムの計算結果を読

®

この包括的なソリューションのベースとなるのが、MG-ALFA
の IFRS 第 17 号用計算プログラムです。3 種類の測定手法そ

れぞれについて、IFRS バランスシート作成に必要なすべての
要素を計算します。CSM の再測定・リリースや、不利な契
約・収益性のある契約に対する CSM を継続的に管理していく
機能などが含まれます。

み込むことも可能です。
図 2 は、ミリマンの Life Technology Solutions による MGALFA および Integrate の IFRS 第 17 号対応予定をまとめたも
のです。
図 1：INTEGRATE による包括的なソリューション

図 1 は Integrate™による包括的な IFRS 第 17 号ソリューショ
ンを示したものです。
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図 2：MG-ALFA および INTEGRATE の IFRS 第 17 号対応予定
項目

内容

IFRS 第 17 号への活用

完了予定

1

MG-ALFA の期間別計

基準日時点の IFRS 第 17 号評価用キャッシュフローを契約グループごとにまとめるための基盤。

完了

IFRS 第 17 号評価用キャッシュフローは契約グループまたは契約レベル単位でまとめることが可

2016 年

能。

9 月 30 日

算結果をインプットと
して使用
2

MG-ALFA のモデルポ

特段の機能開発は不要。IFRS 第 17 号評価用キャッシュフローは自社の商品特性に応じて各社が定 開発不要

イント毎に IFRS 第 17

義。

号用キャッシュフロー
を詳細計算
3

注：MG-ALFA フォーミュラ・データベースに商品キャッシュフロー・ロジックを実装

詳細な経済シナリオ

IFRS 第 17 号における割引は、スポット・イールドカーブまたはフォワード・イールドカーブに基 2017 年

データ

づくことを想定。本機能により、IFRS 第 17 号で使用する割引率を明示的に MG-ALFA インプット 12 月 31 日
として与えることが可能。

4

MG-ALFA
ネスティド・
ストキャスティック・
プロジェクション・
タイプ

IFRS 第 17 号に基づくバランスシートおよび損益計算書の将来プロジェクション結果を作成する 2017 年
ための基盤。

12 月 31 日

アウターループ・シナリオは、一般的に事業計画シナリオ（ベースケース、楽観、悲観）。
インナーループ・シナリオは、単一の決定論的シナリオ、または市場整合的確率論的シナリオ。
将来の各時点におけるインナーループ・シナリオを与える経済シナリオジェネレータ（ESG）が必
要。当初リリース・バージョンでのインナーループ・シナリオは、米国 AAA のジェネレーターを用
いて内部生成させるか、または外部から読み込む。
将来的には、現在 MG-ALFA UDF にてサポートされているその他の経済シナリオ・ジェネレーター
（ミリマン・リアルワールド・ジェネレーターやミリマン・リスクニュートラル・ジェネレーター
など）をサポートすることを検討中。

5

MG-ALFA の IFRS17
LOB

米国版標準フォーミュラ・データベースに新たに LOB（保険種類）を追加。
本 LOB では、以下をインプットとして IFRS 第 17 号の BENPV、RA、CSM を計算。


過去の評価日における期間別計算結果をインプットとして使用するもので、上記 1 の機能を活
用。



現行の評価日における期間別計算結果をインプットとして使用するもので、上記 1 および 2 の機
能を活用。



現行評価日における契約グループ単位のモデルポイント。MG-ALFA 外部で作成。

2017 年
12 月 31 日

確率論的評価を必要とする契約の BENPV 計算用インプットは、基本的に正味現在価値の平均値で
あること（即ち、割引は本 LOB 以外で実行）を想定。
6

Integrate の IFRS 第

適切なガバナンスおよび統制機能を兼ね備えたクラウドベースの包括的な SaaS ソリューションで 2018 年

17 号ソリューション

あるミリマンの Integrate プラットフォームを IFRS 第 17 号計算に活用するもの。

6 月 30 日

現行評価日における IFRS 第 17 号計算用キャッシュフロー・インプットは汎用的で、各種ソフト
ウェアの計算結果から読み込む。現行および過去の計算結果は、SQL Azure データ・ウェアハウス
に保管。計算結果のレポーティングは、Microsoft Power BI Embedded の機能を用いてインタラク
ティブに詳細分析（ドリルダウン）可能。計算結果を抽出して会計システムに投入する等のダウン
ストリーム処理と接続可能。
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