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 ようこそ
AIGがお客様に選ばれる理由

AIGにとってマルチナショナル保険プログラムは決して新しいものでは
ありません。AIGは数十年にわたる経験および500名以上からなる
マルチナショナルに特化した専門チームを有しており、マルチナショナルは
AIGのDNAに組み込まれています。AIGは、現在そして将来に渡って、
お客様が事業展開される世界各地でサービスを提供することができます。

AIGはお客様のリスク管理体制の強化を通じて、
企業競争力の向上をサポートします。

世界中の国々と地域で様々なリスクに対応する
商品・サービスを提供します。

世界基準のサービス、ツール、プロセスにより、お客様がリスク、
コーポレートガバナンスおよび契約の確実性にかかる目標を
達成するサポートをします。

そして、最新のテクノロジーを活用することにより、
お客様が将来直面するリスクに対応するサポートをします。

このプレイブックは、AIGが海外進出企業のお客様に対して
どのように価値を提供できるかをご説明します。

マルチナショナル プレイブック



海外進出企業にとって、マルチナショナル保険プログラムは、海外現地
法人の補償内容、事故対応および法規制対応等、多肢にわたる検討が
必要な複雑な分野です。

AIGは、数十年にわたる経験、ノウハウ、リーダーシップを備えた
世界各地のマルチナショナルの専門チームによって、世界基準の
サービスをご提供します。
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AIGのマルチナショナルDNA



AIGのマルチナショナル文化

海外進出企業のお客様に保険をご提供するマルチナショナル
保険プログラムは、AIGの企業文化の中心にあります。 

アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は1919年に上海で
設立され、以来、世界中でネットワークを構築し、それぞれの国や地域で
海外進出企業のお客様のビジネスを守り、サービスを提供してきました。
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AIGのマルチナショナルDNA



現在、AIGは、世界中に500人以上のマルチナショナル専任チームを擁し、
マルチナショナル保険プログラムおよびリスクマネジメントのソリューションを
提供しています。

これらのチームは、AIGの企業向・個人向保険商品およびサービスの
すべてにおいて、世界各地の損害サービス・スタッフ、リスク分析スタッフ、
リスクエンジニアおよびアンダーライターと連携しています。
また、海外拠点の数に関わらず、お客様のリスク、ガバナンス、契約の
確実性を実現し、それぞれのお客様のニーズに合わせ、法規制に準拠した
ソリューションをご提供しています。
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AIGのマルチナショナルDNA
２１世紀におけるマルチナショナル・リーダーシップ



マルチナショナル プレイブック

AIGのマルチナショナルDNA
AIGグローバル・ネットワーク：シームレスな世界基準のサービス 

AIGのグローバル・ネットワークは、200以上の国や地域におよび、
お客様の現地でのニーズにお応えします。

AIGの強固な現地オペレーション、そしてトップクラスの現地保険会社である
ネットワークパートナーとの連携によって、お客様のニーズを満たすために
引き続き新しい市場に参入しています。これにより、海外進出企業のお客様が
成長や買収を通じて新しい領域に拡大するのに合わせて、ご提供するサービス
の範囲を拡大することが可能となります。



マルチナショナル プレイブック

専属のパートナー
管理チーム

人とテクノロジー：ネットワークパートナー・サービスの再定義

テクノロジーを活用した
パフォーマンスの
トラッキング

整合性がとれた、
透明性の高い

グローバルプロセス

パートナーの合理化 ＝ 
戦略的提携　

AIGのマルチナショナルDNA
AIGグローバル・ネットワーク：
ネットワークパートナーシップについて 

一部の国や地域においては、パートナー保険会社が代行して引受やサービスを
行います。お客様のリスクは再保険契約によりAIGに出再され、AIGがこれまで
に投資してきたテクノロジーやスタッフにより、他の国や地域と同様のサービスを
提供します。証券発行のプロセスから契約の確実性、法令遵守、事故対応まで、
すべての分野において共通のプロセスや基準を適用して運用を行っています。



AIGのオペレーションが
小さい国や地域

専門的かつ一貫した
サービスを提供

１社のパートナーと提携
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AIGのマルチナショナルDNA
AIGグローバル・ネットワーク：
ワールドクラスのグローバル・パートナー、Fairfax

AIGの最大のグローバル・パートナーである提携保険会社は Fairfax Financial 
Holdings（Fairfax）となります。Fairfaxは、AIGのアルゼンチン、チリ、コロンビア、
ウルグアイ、ベネズエラ、トルコにおける事業を承継し、ブルガリア、チェコ共和国、
ハンガリー、ポーランド、ルーマニアおよびスロバキアの事業資産と従業員を
引き継いでいます。 

Fairfaxは、AIGのお客様が期待しているサービスレベルを提供する取り組みに
参画するワールドクラス・パートナーです。
こちらがよく聞かれる質問とそれに対する回答です。



ビデオに関する質問と回答
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AIGのマルチナショナルDNA
AIGグローバル・ネットワーク：
ワールドクラスのグローバル・パートナー、Fairfax



それでは海外進出企業の事故例をご紹介します。>>

世 界 

9,000人

の事故対応スタッフ

北米、ヨーロッパ、
アジアパシフィックにおける
マルチナショナル地域事故
対応部門責任者 
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AIGのマルチナショナルDNA
グローバルな事故対応力

お客様がAIGのマルチナショナル保険プログラムの価値を実感していただける
のは事故が起きた時です。世界中で9,000人の事故対応スタッフとネットワーク
パートナー網により、あらゆる地域でサービスを提供します。専門事故対応
スタッフがお客様の海外拠点の近くにいるため、事故の連絡をいただいてから
すぐに対応することができます。

また、北米、ヨーロッパ、アジアパシフィックの各地域損害サービス部門責任者
の管轄の下、AIGのグローバル損害サービス・ネットワークでは、世界の事故
対応のベストプラクティスを共有しており、より良い、一貫した顧客体験を
ご提供することを目指しています。
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リスクマネジメント ～お客様の信頼できるパートナーとして～

AIGは、その幅広い商品ラインナップ、リスク対応力およびキャパシティを有し、
新しい形のソリューションを提供することができます。

これにより、様々なサイズ、業種、そして国々に渡るリスク戦略を持つ海外進出
企業へ対応していくことができます。



お客様を取り巻く環境は日々変化をしています。お客様が新たな投資や事業の
買収を行う場合、財物保険や賠償責任保険において、大きな限度額をもって
対応することができます。AIGの継続的な技術革新は、グローバル・サイバーリスク、
取引信用リスク、役員賠償責任リスクを補償する保険に強みを発揮しています。
AIGのグローバルな傷害リスクやトラベル・リスクへの対応力は、従業員の地域を
越えた移動が増えたことにより高まりつつあるリスクへの対処を可能とします。

これらすべては、AIGのグローバル・ネットワークを通じて、現地で認可を受けた
競争力のある補償を提供する保険証券によって裏打ちされています。

財物保険 役員賠償責任保険 クライムマネジメント
保険

環境保険

取引信用保険 サイバー リスク
保険

傷害保険、旅行保険 海上保険 航空保険

賠償責任保険

マルチナショナル プレイブック

リスクマネジメント ～お客様の信頼できるパートナーとして～
従来型リスクと新しいリスクに対するソリューション



キャプティブ・フロンティング・ 
プログラム

レンタキャプティブ セルキャプティブ
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リスクマネジメント ～お客様の信頼できるパートナーとして～
代替リスクソリューション

従来型の保険だけではお客様が直面するすべてのリスクに対応する
ことはできません。

お客様が自社でリスクを保有するキャプティブを使ったリスクマネジメント
手法等、お客様のニーズに合わせた革新的ソリューションを提供すること
ができます。
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ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～

従来型の保険を超えて、世界中のリスクを軽減する先進的な
リスクマネジメントサービスを提供します。

一部の例をご紹介します：

＊ 日本ではご提供できないサービス、ご提供にあたって実費をご負担いただく
    サービスがあります。ご希望にあたっては別途弊社までお問い合わせください。



最先端の技術力

マルチナショナル プレイブック

ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～
ロスコントロール・エンジニアリング

AIGでは、全世界の700を超えるリスク・エンジニアとコンサルタントが
お客様と密接に連携することにより、事業がさらされているリスクを削減し、
世界中でお客様の事業継続の維持をサポートしています。

お客様の事業に関わるリスク、事故対応策、潜在的な影響度を評価し、
また最先端の技術的知見を備えた専門家が、世界各地の業務に対し、
損害防止プログラムを作成します。



洪水から台風、豪雨、地震まで
カバーするモデリングシステム
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ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～
災害モデリング

世界的なエンジニアリングと分析機能を利用いただくことにより、
世界中の大規模自然災害の被害を特定し管理することができます。
 
洪水から暴風雨、風、地震のリスクまで業界をリードするモデリングシステム、
200人以上のモデリング専門スタッフ、その他多くの大規模自然災害分野の
理学修士および博士レベルの専門スタッフが、大規模自然災害に潜在的に
さらされているお客様のリスクの全体像を評価します。



多くの講座は英語以外でも利用でき、
すべてPCやモバイルデバイスからアクセスできます。
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ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～
リスクツール・アドバンテージ

ヨーロッパや北米ではリスクツール・アドバンテージと呼ばれるツールを展開して
います。お客様の従業員を教育し、理解度を測り、職場や路上での事故の可能性を 
低減することを目的とした従業員の健康と安全に関する100を超えるビデオ講座 
となります。 多くの講座は英語以外でも利用でき、すべてPCやモバイルデバイス
からアクセスできます。どの従業員がどの講座を合格したかを記録する統合型の
情報管理システムが含まれています。



トレーニング・ライブラリーには
様々なトレーニングコンテンツを用意しています。

マルチナショナル プレイブック

ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～
製造物責任（PL）サービス

製品を設計、製造、販売する企業（修理や設置、テストを含む）のお客様に
対しては、AIGの製造物責任（PL）サービスが提供できます。

トレーニング・ライブラリーは、製品の安全性、表示や規格・基準への適合などの
プログラムを用意し、その他製品デザインリスク評価ツールなどのダウンロード可能な
ツールを揃えています。管理ツールで、従業員のトレーニング記録やリスク管理活動
の履歴などを把握できます。



ハッカーフォーラムにおける
ダークネット・マイニング
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ロスコントロール ～リスクの改善による損害の軽減～
サイバー・ロスコントロール

AIGは、海外進出企業のお客様にサイバー事故防止サービスを提供しています。

一例として、お客様のネットワークをチェックするIBM 社の脆弱性スキャニング、 
既知の悪意あるIPアドレスからの攻撃を通さない遮断技術サービスがあります。
K2 Intelligence社によるダークネット・マイニングと言われる分析技術などの
サービスも割安で提供され、お客様は自社の事業に関するダークウェブ上での
噂等の状況を把握できます。
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世界基準に基づくサービス

マルチナショナル保険プログラムの導入方法の再構築を行うことは、
お客様の契約と事故対応の確実性のニーズを満たす上で必要不可欠です。 
AIGのネットワークの専門性と経験は、幅広いツールやプロセスの中に
活かされ、お客様に契約や事故対応の確実性を提供し、マルチナショナル
保険プログラムと事故対応についてリアルタイムで可視化します。
これはAIGの重要なマーケットとグローバル・リスクトレンドの分析、
およびお客様のマルチナショナル保険プログラムへの理解に基づき、
お客様がマルチナショナル保険による補償を最適化するサポートとなります。



補償

保険プログラム更改時の
前広なコミュニケーション

損害サービス

保険料

保険証券

取り扱い

保険料の国別配分

付保証明

サービス要件

保険料税

保険料請求

タイミング
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世界基準に基づくサービス
タイムリーな証券発行および契約の確実性

タイムリーな保険証券の発行および契約の確実性は非常に重要ですが、事前の
積極的なアプローチなしに達成するのは困難です。 AIGのエンド・ツー・エンド
プロセスはその両方を目指します。 

AIGでは保険始期日の前に十分余裕をもって、懸念事項の特定、サービスの
要件（補償開始前の保険料の払い込み方法、マネーロンダリング防止、保険代理店・
仲立人/お客様による保険契約書面への承認を含む）についてお客様と対話しながら
調整していきます。この AIGのプロセスにより、関係者の役割と責任がしっかりと
理解され、円滑なプログラムの導入を可能にします。



直感的な
ダッシュボード 

保険証券単位 

国単位
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世界基準に基づくサービス
myAIGクライアントポータル

myAIGクライアントポータルは、海外進出企業のお客様のマルチナショナル保険
プログラムの状況を閲覧することができます。直感的に使用できるダッシュボードに
より、補償内容の概要、保険証券発行や保険料支払状況を把握することができ、
国や証券単位の情報も確認できます。お客様ポータルサイトは、保険約款、保険料
請求書、その他カスタムの法規制等に関するレポートへのアクセスも可能です。

個別の国における保険プログラムの進捗について、自動メールをセットすることも
できます。 

http://www.aig.com/business/insurance/aig-multinational-insurance


保険種類別

国別複数の項目による
レポート作成 

事故発生日別

マルチナショナル プレイブック

世界基準に基づくサービス
マルチナショナル・損害分析

IntelliRiskツール（インテリ・リスク）は、お客様のマルチナショナル保険プログラムに
おける事故情報へのアクセスを可能とし、事故の発生状況のモニタリングや、
保険種類別、国別、事故発生日別など様々な切り口によるレポート作成を行うことが
できます。レポートは、お客様の業務組織や部門に応じて設定することもでき、
例えば、損害の種類、支払保険金・未払保険金別などの分析を行うことができ、
エクセルファイルの作成も可能です。



ナレッジセンター

簡単にアクセスできる
オンラインフォーマット
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世界基準に基づくサービス
マルチナショナル・ナレッジセンター

マルチナショナルのナレッジセンターは、グローバルなリスクのトレンド、
法規制、税制改正、政治的リスク、事故トレンドなどに関するAIGの専門家の
記事をアクセスの簡単なオンラインで提供します。また、AIGはIHS Markit®と
パートナーシップを結び、注目が集まっている国や地域に関するタイムリーな
予測やリスクのプロファイルを提供しています。

http://www.aig.com/knowledge-and-insights/
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段階的なガイド

ウェブベース レポート作成
約10分

マルチナショナル プレイブック

世界基準に基づくサービス
マルチナショナル保険プログラム・デザインツール

AIGのマルチナショナル保険プログラム・デザインツールは、現地証券の必要性
を分析する双方向のウェブベース・システムです。必要情報を入力することで、
225以上の国や地域における法規制、税制、商慣行、補償や事故処理上の
必要性などのキーとなる項目に基づき評価を行います。

約10分ほどで簡易評価レポートが作成され、お客様のリスク、ニーズおよび
方向性に応じた国別のガイダンスを提供します。

https://www.aig.co.jp/sonpo/business/global/program/support


国・地域分析 法規制情報 現地証券発行ステーク
ホルダーの活動 金融・財務情報 事故報告

プログラム
構成 税制 財務

バランス
マイルストン・
タイムライン 商品情報 サービスレベル（SLA）

モニタリング

MN Xpress MN Xplore MN Xchange

ナレッジの蓄積 ネットワークパートナー管理プログラム管理
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世界基準に基づくサービス
AIG社内ナレッジ・ツール

様々な知識や情報を集約した社内ツールにより、世界各地でリスクを抱えるお客様に
必要な情報等を提供できます。表彰受賞歴のあるMN Xpress（マルチナショナル・
エクスプレス）は、お客様の保険プログラムのプロセスを標準化・自動化することで、
AIGのエンド・ツー・エンドプロセスを実現します。MN Xplore（マルチナショナル・
エクスプロア）は、AIGの法規制、財務、税制および商品に関する情報のハブとなる
強力なツールです。また、MN Xchange（マルチナショナル・エクスチェンジ）により、
AIGのネットワークパートナーを通じた現地証券の発行、事故報告およびサービス
基準の標準化を図っています。  
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未来に向けたイノベーション

マルチナショナル保険プログラムは長期的なパートナーシップに基づくもの
であり、リスクマネジャーや保険担当者は、様々な変化が発生する中で
ビジネスが直面するリスクも変化していることを認識しています。

AIGでは、研究開発分野への投資を行い、革新的なテクノロジーを
探求する方針を掲げることで、お客様の未来により良い準備を行う
サポートを行っていきます。ここにいくつか例示します。



詳細なデータ分析

マルチナショナル プレイブック

数量化可能なデータ分析、テキストマイニング、ヒートマッピング等を含む
最先端のデータ分析技術を活用し、AIGはお客様の事故情報から一定の
傾向やパターンを特定し、AIGが保有する同業種の膨大な事故データとの
比較等を始めています。

これにより、従来では特定できなかった、個々のお客様の事故が発生しやすい
要因を特定し、同業種でのベンチマーキングを行うことにより、
お客様の事故を防止するサポートを行うことが可能となります。

未来に向けたイノベーション
顧客中心のデータ分析



モノのインターネット（IoT）

マルチナショナル プレイブック

モノのインターネット（ IoT）は機械とデバイスを繋ぎ、手作業を効果的に削減します。
今日、スマートフォンで遠隔コントロールできる炊飯器から自動運転車まで、
すべての形やサイズの物体が対象となっています。 今後、センサーの値段の低下により
IoTデバイスは増加し、ビジネスにおいて新しいタイプのリスクが生まれてきます。 

AIGは、シェアリング・エコノミーやIoTに関連するリスクを深く理解するために、
お客様や研究者との研究やパートナーシップに積極的に投資しています。

未来に向けたイノベーション
モノのインターネット（IoT）
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AIGは有名な研究およびエンジニアリング機関であるクレムゾン大学と
パートナーシップ協定を結び、新しいリスクエンジニアリングと分析センター
を設立しています。 

本センターの目的はバーチャルリアリティを使用して、損害防止トレーニングを
強化することです。リスクをバーチャルに体験する新しい方法で、お客様の
特定のリスクを高解像度で詳しく予測し、新しくより効果的な損害防止と
リスク管理戦略の扉を開きます。

未来に向けたイノベーション
バーチャルリアリティ

バーチャルリアリティ



ウェアラブル・
テクノロジー

マルチナショナル プレイブック

安全な従業員の活動と作業環境は、お客様が従業員の怪我や稼働停止を減らし、
事業の継続性を確保することにつながります。

AIGは、ヒューマン・コンディション・セイフティ社というベンチャー企業に投資しま
した。人感センサー、人工知能とクラウドコンピューティングを組み合わせることに
よってウェアラブル・テクノロジーに特化した初期段階の企業です。ウェアラブル・
テクノロジーは、従業員が不適切な体勢で屈んだり、ものを持ち上げているかを
検出することができます。そして、誰かがバランスを失った、つまずいた、転倒した、
重い物を運んでいることも検出し、物理的に従業員と場所を特定することができます。

未来に向けたイノベーション
ウェアラブル・テクノロジー



AIGのマルチナショナル・ソリューションについて
お知りなりたい場合は： 

Americas: Dan.Reilly@aig.com 

Asia Pacific: Tony.McHarg@aig.com 

Europe, Middle East and Africa: Nuno.Antunes@aig.com  

AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、80 以上の国や地域で顧客にサービスを提供しています。1919年に創業し、現在では、損害保険、生命保険、退職給付およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・サ
ービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客様の資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュリティをお届けします。AIGグループにおける主要事業は、コマーシャル・インシュアランスおよびコンシューマー・
インシュアランス、ならびにその他の事業で構成されます。コマーシャル・インシュアランスは、企業賠償・経営保険、企業財物・スペシャリティ保険の2事業部門、コンシューマー・インシュアランスは、個人向け退職給付、団体向け退職給付、生命保険、個人
向け損害保険の4事業部門により構成されています。持株会社 AIG, Inc.は ニューヨークおよび東京の各証券取引所に上場しています。
AIGの追加情報についてはwww.aig.com |　You Tube : www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/aig |を参照ください。AIGに関する追加情報を記載
しているこれら参照先は便宜上提供されており、かかるウェブサイトに記載されている情報は、参照することにより本プレスリリースに組み込まれていません。
AIGとは、AIG, Inc.傘下の全世界の損害保険、生命保険、リタイヤメント・サービス事業ならびに一般的な保険事業のマーケティング名です。より詳細な情報については当社のホームページ（ www.aig.com ）を参照ください。全ての商品およびサービス
はAIG, Inc.傘下の子会社または関連会社により引き受けまたは提供されています。これらの商品およびサービスは一部の国では利用できない可能性があり、実際の契約に準拠します。保険以外の商品・サービスは、独立した第三者によって提供される
ことがあります。一部の損害保険の補償については、サープラス・ラインの保険会社によって提供される可能性があります。サープラス・ラインの保険会社は、一般的に米国州政府保証基金に加入しないため、当該基金による保証は行われません。

マルチナショナル プレイブック

 〒105-8602 東京都港区虎ノ門 4-3-20
03-6848-8500
午前 9 時〜午後 5 時（土・日・祝日・年末年始を除く）
https://www.aig.co.jp/sonpo

（B-150900 2020-10）

mailto:Asia Pacific: Tony.McHarg@aig.com
mailto:Europe, Middle East and Africa: Nuno.Antunes@aig.com 
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