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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再保険の出再者が操作する出再者側コンピュータ及び再保険の受再者が操作する受再者
側コンピュータと所定のネットワークを介して通信可能とされた、プロセスエンジンとデ
ータベースを有するホストサーバにて実行される、前記出再者と前記受再者との間での再
保険事業のプレースの交渉を容易にするための方法であって、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムをコンピュータネットワークを通じて前
記出再者側コンピュータから受け取り、前記再保険プログラムは、特定のフォーマットに
依存する定型データと、決まったフォーマットのない非定型データと、を含むものであり
、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記選択されたプログラムを自動的に前記再保険リニューア
ルパッケージにコンパイルし、
　前記プロセスエンジンが、前記選択されたプログラムを含む前記再保険リニューアルパ
ッケージへの前記受再者側コンピュータを介してのアクセス権を前記受再者に与え、
　前記ホストサーバが、前記再保険リニューアルパッケージについてのクォーテーション
を前記受再者側コンピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記出再者側コンピュータの使用者に前記クォーテーション
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への前記出再者側コンピュータを介してのアクセス権を与えることを含み、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取る場合、
　前記プロセスエンジンが、
　前記出再者から指定された複数の再保険プログラムを前記データベースから参照し、そ
の結果得られた、複数の受再者に対する複数の再保険プログラムがリストアップされたマ
トリクスであって、選択された前記受再者がリストアップされたものを前記出再者側コン
ピュータに表示させる、
　方法。
【請求項２】
　前記再保険リニューアルパッケージが非定型ファイルと定型スプレッドシートとを含む
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受再者に前記再保険リニューアルパッケージへの前記受再者側コンピュータを介し
てのアクセス権を与えることを、
　前記プロセスエンジンが、
　前記再保険リニューアルパッケージを前記データベースに格納し、
　前記受再者に、前記再保険リニューアルパッケージへのリンクが記載された電子通信文
を送信し、
　前記受再者が前記受再者側コンピュータを介して前記再保険リニューアルパッケージを
前記データベースからダウンロードできるようにする、
　ことで行う、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記再保険リニューアルパッケージが、リスクデータを含む非定型ファイルと、前記選
択されたプログラムの契約条件が記載され、クォートを入力させるフィールドを含む定型
スプレッドシートとを含み、
　前記出再者側コンピュータの使用者に前記クォーテーションへの前記出再者側コンピュ
ータを介してのアクセス権を与える場合、
　前記プロセスエンジンが、
　前記受再者によって前記フィールドが完成した状態の、前記ホストサーバにより受信さ
れた前記定型スプレッドシートを前記出再者がアクセス可能な前記データベースに格納す
る、
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記出再者側コンピュータの使用者に前記クォーテーションへの前記出再者側コンピュ
ータを介してのアクセス権を与える前に、前記プロセスエンジンが、前記クォーテーショ
ンについてのもっともらしさのチェックを行うことをさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記プロセスエンジンが、
　複数の再保険プログラムを第１のデータベースに格納し、
　前記再保険リニューアルパッケージをファイアウォールによって前記第１のデータベー
スとは分離された第２のデータベースに格納し、
　前記クォーテーションを前記第１のデータベースに格納することをさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロセスエンジンが、
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　前記受再者に前記第２のデータベースへの前記出再者側コンピュータを介してのアクセ
ス権を与えるとともに、前記第１のデータベースへの前記出再者側コンピュータを介して
のアクセス権を与えないようにする、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムを前記出再者側コンピュータから受け取
る前に、
　前記ホストサーバが、前記出再者側コンピュータからリスクデータを受信し、
　前記プロセスエンジンが、前記リスクデータを前記第１のデータベースに格納すること
をさらに含み、
　複数の再保険プログラムを前記出再者の前記リスクデータに基づいて作成可能とされる
、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記プロセスエンジンが、
　前記ホストサーバが前記出再者側コンピュータから受付けた前記再保険リニューアルパ
ッケージ、前記ホストサーバが前記受再者側コンピュータから受付けた前記クォーテーシ
ョン、前記ホストサーバが前記出再者側コンピュータ及び前記受再者側コンピュータから
受付けた前記出再者および前記受再者による注釈を文書化したもの、を自動的にアーカイ
ブ化することにより監査証跡を作成し、
　その監査証跡を前記データベースに記録し、
　前記監査証跡を前記出再者の前記出再者側コンピュータを介して表示することをさらに
含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記出再者に、前記出再者側コンピュータに表示された受再者に対するプログラムの指
定を前記マトリクス上で行わせる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記出再者に前記クォーテーションへの前記出再者側コンピュータを介してのアクセス
権を与えることを、
　前記プロセスエンジンが、
　前記出再者が前記出再者側コンピュータを介してアクセス可能なインタフェースに前記
クォーテーションを自動的にアップロードするか、又は前記出再者が前記出再者側コンピ
ュータを介してアクセス可能なインタフェースを介してクォーテーションの手入力内容を
受け取ること、により行う、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ホストサーバが、前記出再者側コンピュータから、前記選択されたプログラムにつ
いての最終価格と最終構造とを受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記選択されたプログラムの前記最終価格と最終構造とを含
む最終的な再保険リニューアルパッケージへの前記受再者側コンピュータを介してのアク
セス権を前記受再者に与え、
　前記ホストサーバが、前記選択されたプログラムについての引受希望シェアのプロポー
ザルを前記受再者側コンピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記受再者の前記引受希望シェアのプロポーザルへの前記出
再者側コンピュータを介してのアクセス権を前記出再者に与えることをさらに含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホストサーバが、前記選択されたプログラムに対する前記受再者の最終シェアを前
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記出再者側コンピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記受再者に前記最終シェアへの前記出再者側コンピュータ
を介してのアクセス権を与えることをさらに含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　出再者と受再者との間での再保険事業のプレースの交渉を容易にするためのシステムで
あって、
　（ａ）コンピュータネットワークを介して出再者側コンピュータと通信し、
　非定型ファイルと定型データとを含む複数の再保険プログラムを前記出再者側コンピュ
ータから受信し、
　再保険パッケージに含まれる選択されたプログラムの指定内容を前記出再者側コンピュ
ータから受け取るとともに、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニ
ューアルパッケージに含まれるものとしてどれを選択するかという内容を前記出再者側コ
ンピュータから受け取る場合に前記出再者から指定された複数の受再者と複数の再保険プ
ログラムとを前記データベースから参照し、その結果得られた、複数の受再者に対する複
数の再保険プログラムがリストアップされたマトリクスであって、選択された前記受再者
がリストアップされたものを前記出再者側コンピュータに表示させ、
　前記選択されたプログラムを自動的にコンパイルして前記再保険パッケージを形成でき
るように構成されたホストサーバと、
　（ｂ）前記ホストサーバと通信できる状態にあり、
　受再者側コンピュータとコンピュータネットワークを介して通信し、
　前記再保険パッケージを前記ホストサーバから受信し、
　前記再保険パッケージを前記受再者側コンピュータに送信できるように構成されたファ
イル転送サーバと、
　を備えるシステム。
【請求項１５】
　前記ホストサーバがさらに、完成したクォーテーションスプレッドシートを前記出再者
側コンピュータから受信し、前記クォーテーションスプレッドシートを前記再保険パッケ
ージに関連付けるように構成されている、
　請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ホストサーバがさらに、
　前記受再者側コンピュータから前記出再者側コンピュータが受信した電子通信文に含ま
れていた前記完成したクォーテーションスプレッドシートをアップロードすること、又は
前記完成したクォーテーションスプレッドシートの手入力を受け取ること、のうちの一方
によって、前記完成したクォーテーションスプレッドシートを受信できるように構成され
ている、
　請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記完成したクォーテーションスプレッドシートがクォーテーションを含むものとされ
ており、
　前記ホストサーバがさらに、前記クォーテーションを他の受再者からの前記再保険パッ
ケージ用の他のクォーテーションと一緒に、前記出再者側コンピュータに表示できるよう
に構成されている、
　請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ホストサーバがさらに、前記出再者側コンピュータからリスクデータおよびプログ
ラム情報を受信することができるとともに、前記リスクデータおよびプログラム情報への
前記受再者側コンピュータによるアクセスを防止できるように構成されている、
　請求項１４に記載のシステム。
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【請求項１９】
　再保険の出再者が操作する出再者側コンピュータ及び再保険の受再者が操作する受再者
側コンピュータと所定のネットワークを介して通信可能とされた、プロセスエンジンとデ
ータベースを有するホストサーバにて実行される、前記出再者と前記受再者との間での再
保険事業のプレースの交渉を容易にするための方法であって、
　前記ホストサーバが、複数の受再者用の再保険リニューアルパッケージに含まれる非定
型ファイルと定型データとを出再者側コンピュータから受け取り、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、クォートの入力先になるフィールドと一緒に前記定型データ
の入ったクォーテーションスプレッドシートを各々が含む前記再保険リニューアルパッケ
ージを、前記非定型ファイルおよび前記定型データから、前記データベースを参照して自
動的に作成し、
　前記プロセスエンジンが、複数の受再者のうちの各受再者に自分の再保険リニューアル
パッケージに対する前記受再者側コンピュータを介してのアクセス権を与え、
　前記ホストサーバが、前記クォートを含む完成したクォーテーションスプレッドシート
を複数の受再者側コンピュータから受信し、
　前記プロセスエンジンが、前記出再者に前記クォートへの前記出再者側コンピュータを
介してのアクセス権を与える、
　ことを含み、更に、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取る場合、
　前記プロセスエンジンが、
　前記出再者から指定された複数の再保険プログラムを前記データベースから参照し、そ
の結果得られた、複数の受再者に対する複数の再保険プログラムがリストアップされたマ
トリクスであって、選択された前記受再者がリストアップされたものを前記出再者側コン
ピュータに表示させる、方法。
【請求項２０】
　前記出再者に前記クォートへの前記出再者側コンピュータを介してのアクセス権を与え
た場合に、前記プロセスエンジンが、複数の受再者の前記クォートを比較できるよう前記
出再者側コンピュータに複数の受再者の前記クォートを同時に表示する、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　複数の受再者のうちの各受再者に自分の再保険リニューアルパッケージへの前記受再者
側コンピュータを介してのアクセス権を与えた場合、
　前記プロセスエンジンが、
　特定の再保険リニューアルパッケージを特定の受再者ごとに前記データベースに格納し
、
　前記特定の再保険リニューアルパッケージへのリンクが記載された電子通信文を前記特
定の受再者の前記受再者側コンピュータに送信し、
　前記特定の受再者が、前記リンクを用いて、前記特定の再保険リニューアルパッケージ
をダウンロードできるようにすることを含む、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記非定型ファイルが前記再保険リニューアルパッケージ内のプログラムに関する文書
を含む、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
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　再保険の出再者が操作する出再者側コンピュータ及び再保険の受再者が操作する受再者
側コンピュータと所定のネットワークを介して通信可能とされた、プロセスエンジンとデ
ータベースを有するホストサーバにて実行される、再保険事業のプレースの交渉を容易に
するための方法であって、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムを前記出再者側コンピュータから受け取
り、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記選択されたプログラムを自動的に前記再保険リニューア
ルパッケージにコンパイルし、
　前記ホストサーバが、再保険リニューアルパッケージ内の再保険プログラムのポートフ
ォリオを複数の受再者の前記受再者側コンピュータ宛に送信することで出状し、
　前記ホストサーバが、複数の受再者側コンピュータからクォーテーションを受け取り、
　前記プロセスエンジンが、前記受け取ったクォーテーションから前記データベースを参
照して、前記再保険プログラム各々についての価格のベンチマーキングのために前記クォ
ーテーションの比較内容を、前記出再者側コンピュータに表示し、
　前記プロセスエンジンが、最終価格と最終構造とを含む最終的な再保険プログラムを構
築し、
　前記ホストサーバが、最終的な再保険プログラムを含む最終的な再保険リニューアルパ
ッケージを、引受希望シェアのリクエストと一緒に、受再者のうちから選択した複数の選
択受再者の前記受再者側コンピュータ宛に送信することで選択受再者に出状し、
　前記ホストサーバが、引受希望シェアのプロポーザルを複数の選択受再者側コンピュー
タから受け取ることにより、
　前記出再者が、複数の選択受再者ごとに最終的な再保険プログラム各々についての最終
シェアを確立できるようにし、
　前記ホストサーバが、複数の再保険プログラムの中から前記受再者用の再保険リニュー
アルパッケージにどの再保険プログラムが含まれるかを示す選択内容を前記出再者側コン
ピュータから受け取る場合、
　前記プロセスエンジンが、
　前記出再者から指定された複数の再保険プログラムを前記データベースから参照し、そ
の結果得られた、複数の受再者に対する複数の再保険プログラムがリストアップされたマ
トリクスであって、選択された前記受再者がリストアップされたものを前記出再者側コン
ピュータに表示させる、方法。
【請求項２４】
　前記ホストサーバが、前記最終的な再保険プログラムを含む前記最終的な再保険リニュ
ーアルパッケージを、前記最終シェアと一緒に複数の選択受再者の前記受再者側コンピュ
ータ宛に送信することで選択受再者に出状することをさらに含む、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　出再者が、複数の選択受再者各々から前記最終シェアの調印を受け取ることをさらに含
む、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記再保険リニューアルパッケージが、非定型ファイルと、クォートの入力先となるデ
ータフィールドを有するクォーテーションスプレッドシートとを含むものとされており、
　前記ホストサーバが、
　前記再保険リニューアルパッケージを複数の選択受再者の前記受再者側コンピュータ宛
に送信することで選択受再者に出状することを、非定型ファイルとクォーテーションスプ
レッドシートとを複数の受再者のうちの各受再者にダウンロードさせることにより行い、
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　前記クォーテーションを前記受再者側コンピュータから受け取ることを、複数の受再者
の各受再者側コンピュータからクォートが入力された状態の前記クォーテーションスプレ
ッドシートを受信することにより行う、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記最終的な再保険リニューアルパッケージが、最終契約条件、前記最終的な再保険プ
ログラム各々の最終価格、前記最終的な再保険プログラム各々の引受希望シェアの入力先
となるデータフィールドが記載されたスプレッドシートを含むものとされており、
　前記ホストサーバが、
　前記最終的な再保険リニューアルパッケージを複数の選択受再者の前記受再者側コンピ
ュータ宛に送信することで選択受再者に出状することを、前記スプレッドシートを複数の
選択受再者のうちの各受再者にダウンロードさせることで行い、
　前記引受希望シェアを前記受再者側コンピュータから受け取ることを、複数の選択受再
者のうちの各受再者からの前記引受希望シェアが入力された状態の前記スプレッドシート
を受信することにより行う、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記最終的な再保険リニューアルパッケージが、各再保険プログラムについて最終契約
条件、前記最終価格、前記最終シェアの記載されたスプレッドシートを含むものとされて
おり、
　前記ホストサーバが、
　前記最終的な再保険リニューアルパッケージを複数の選択受再者の前記受再者側コンピ
ュータ宛に送信することで選択受再者に出状することを、前記スプレッドシートを複数の
選択受再者のうちの各受再者にダウンロードさせることにより行う、
　請求項２４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の表示】
【０００１】
　本件出願は２００１年１０月１２日にファイルされた米国仮特許出願第６０／３２８，
４４１号の利益を主張するものであり、その内容全体を本願明細書に援用する。
【０００２】
　本件特許文書の開示内容の一部には著作権保護の対象となる資料を含む。本件特許書類
または特許開示内容は特許商標局の特許ファイルあるいはレコードに出てくるものである
ため、著作権者としてはこれを他人がファクシミリで複製することには何ら異存がないが
、それ以外は理由の如何を問わず一切の著作権を留保する。
背景
【技術分野】
【０００３】
　本発明は、広義には保険産業および再保険産業に関し、特に再保険の作成とプレースと
を管理するためのシステムおよび方法に関する。本発明は、単体での使用あるいは受再者
側からのツールとの併用が可能な、元受保険者（出再者）向けの再保険作成・プレースツ
ールを提供するものである。
【背景技術】
【０００４】
　再保険とは保険会社のリスクに対する保険である。具体的に言うと、元受保険者が自ら
の引き受けた危険事情またはリスクの一部を被保険者に代わって保険契約または法規定に
よって受再者となる他の保険者に移転するのが再保険である。この場合、受再者と被保険
者との間に直接的な契約関係はない。
【０００５】
　保険料率を定めるにあたり、保険業者らには将来の損害を予測できることが要求される
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。しかしながら、一個人が末路を迎えるまさにその瞬間あるいはこの突然の出来事が原因
で生じる損害の度合いを予測するのは不可能である。このため保険業者らは、自分たちの
抱える大きな顧客集団に対して、各人が同質のリスクにさらされ、かつ損害はそれぞれ別
の事故であるとみなしている。このような場合、集団が大きくなればなるほど平均的な損
害が一定の値に近付くことになる。これは１７００年頃にヤコブ・ベルヌーイ（Ｊａｋｏ
ｂ　Ｂｅｒｎｏｕｌｌｉ）が発見した大数の法則に基づくものである。この法則のおかげ
で保険業者は、特定の集団に起こると思われる年間の総損害額を、どの個人について見た
場合よりもずっと正確に予測することができる。こうして求められた損害を被保険者間に
分散することで、保険料が定められるのである。
【０００６】
　昨今、保険業者らは統計値を広く活用して予定損害額を算出し、これを個々の保険料に
振り分けている。統計値は常に過去を踏まえたものであるが、確率の法則を用いることで
これらのデータを現在に当てはめたり、将来の動向を予測したりすることも可能になる。
ただ、確率論は非常に高度なものであるとはいえ、予測内容と現実とのあいだに乖離が生
じる可能性はある。これは保険引受（または保険数理）リスクと呼ばれるもので、再保険
が必要とされる大きな理由のひとつにあげられている。
【０００７】
　再保険を行うことによって、元受保険者は自己の勘定で負担しなければならない損害額
の年変動を（極力）抑え、万が一巨大損害が発生した場合に保護を受けることができる。
要するに、再保険は元受保険者の抱えるリスクのうち彼らの引受能力を超える部分や、何
らかの理由で元受保険者が単独では負担したがらないリスクの責任を転嫁できるようにす
るものである。
【０００８】
　このように、保険会社や他の危険負担機関に保険を付けるのが再保険会社の役割である
。保険会社（「出再会社」または出再者と呼ばれる）は再保険会社（「受再会社」または
受再者と呼ばれる）から保険を購入してそのリスクの一部を移転する。このリスクの移転
を行うことで、一定期間内に異常に多くの保険金支払請求がなされたり特に巨額の保険金
支払請求がなされたとしても、保険会社の業績変動は低減される。
【０００９】
　場合によっては、受再者も自己のリスクを分散させなければならない。保険業者が出再
を希望しているリスク全体を受再者側では引き受けられない、あるいは引き受けたくない
ときは、受再者はそのリスクの一部を再々保険者と呼ばれる他の受再者に移すことができ
る。こうして保険リスクを受再者から他の受再者に出再する過程は再々保険と呼ばれる。
【００１０】
　再保険の対象には多種多様なリスクがある。地震やハリケーンなどの大規模で複雑な財
物リスクおよび災害リスクと並んで、受再者に起こる最も一般的なタイプのリスクに死亡
（生命）と疾病（健康）がある。
【００１１】
　元受保険者らは個々の特に大きなリスクを任意再保険向けの形態で個別に出再すること
で、こうしたリスクに対する救済を得る。任意再保険では、元受保険者（出再会社）は具
体的にどのリスクの再保険を申込むかを自らの判断で任意に選択でき、受再者側は申込み
を受けたリスクを自らの任意の判断で受入または拒絶することができる。任意という表現
が用いられるのは、関連する特定リスクの出再や引受の可否を判断する力あるいは（裁量
）を保険業者と受再者の両方が持つためである。リスクを任意の再保険に付そうとする元
受保険者は、該当するリスクについての一切の関連情報を含む、正確に記載した申込書を
受再者に提示しなければならない。受再者は、詳細な検討後、この申込みを受け入れるか
否かを判断する。任意協定に従って出再されるリスクは一般に、保険引受特性の珍しい標
準リスクであるか、準標準リスクである。
【００１２】
　元受保険者の火災保険契約、自動車保険契約または海上保険契約をすべて含むポートフ
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ォリオ全体なども再保険の目的になる。これらの保険ポートフォリオは、いわゆる義務再
保険特約と呼ばれる包括的な合意条項によって担保される。
【００１３】
　任意再保険プレースのプロセスは体系的であり、定型書類を用いて処理できるものであ
るため、容易に自動化される。これまでにも主に定型書類を用いて任意再保険を自動化し
ようとする多くの試みがなされてきた。
【００１４】
　義務（特約）再保険の場合はこれとは異なる。特約再保険をプレースするための体系的
な手法はない。また、定型の書式や文書を使用できる任意再保険のプレースのプロセスと
は対照的に、義務再保険をプレースするプロセスでは非定型文書を広く活用している。よ
って、義務再保険のプレースのプロセスを完全に自動化するのは難しい。それにもかかわ
らず、義務再保険をプレースするプロセスを簡単にし、ベンチマーキングを可能にするツ
ールに需要がある。義務再保険をプレースするプロセスでの有用性を最も高くするには、
再保険全般ではなく具体的に義務再保険のプレースのプロセスに合わせて再保険のプレー
ス・作成ツールを設計しなければならない。このため、義務再保険プレースのプロセスに
固有の特徴を知ることが本発明の重要な点のひとつにある。
【００１５】
　義務再保険は、ポートフォリオ全体に対する特約再保険すなわち自動再保険である。義
務再保険においては、元受保険者は再保険特約に定義されたリスクのうち約定した負担分
を受再者に対して出再する義務を負い、受再者にはこの負担分を受け入れる義務があるた
め、義務という表現になる。したがって受再者は個々のリスクが特約の範囲に属する限り
その保険保護を拒否できず、元受保険者もこのようなリスクの受再者への出再を見送るこ
とができない。この義務再保険特約は１年ごとに解約できるのが普通である。
【００１６】
　再保険の２つの形態（任意および義務）は引受形態で割合方式と非割合方式とに分けら
れる。割合再保険では、両当事者が保険料と保険金を特定のパーセンテージに応じた金額
で負担しあう必要がある（割合ておよび超過額）。割合再保険に類する保険では、元受保
険者と受再者は約定した比で保険料と損害とを分担する。特約形態によって、この比が契
約で担保されるリスク全件について等しい場合（比例再保険）とリスクごとに異なる場合
（他のすべてのタイプの割合再保険）がある。しかしながら、いずれの場合も受再者の保
険料の負担分は損害に対する支払義務に正比例する。たとえば、特定のリスクの９０％を
受再者が受け入れ、１０％を元受保険者が保有する場合、保険料は９０：１０の比で配分
される。
【００１７】
　非割合再保険は、リスクの大きさまたは割合が把握できない場合やリスクのレベルが金
額あるいは保険請求事案数に左右される場合に発行される（ストップロスまたは超過損害
）。非割合再保険では、保険料および損害を元受保険者と受再者とで分担するための固定
比が事前に定められることはない。損害は発生した実損害額に応じて配分される。特約に
は、あらゆる損害に対して元受保険者が支払う最大額にあたる免責額（他に使われる表現
としては、正味保有限度額、エクセスポイント、プライオリティがある）が定義される。
受再者側は、免責額を超過した損害額すべてについて、約定した填補限度額を超えない範
囲で負担する義務を負う。
【００１８】
　この担保の価格として受再者は元受保険料の応分を要求する。価格を定義（レイティン
グ）するにあたって受再者は、過年度の羅災歴（経験基準の料率算定）ならびに該当する
リスクのタイプと構成要素とから想定される損害（エクスポージャー基準の料率算定）を
考慮する。
【００１９】
　このように、再保険の合意条項では、被再保険に付されるポートフォリオまたはリスク
によって免責額を超える実損が生じた場合にのみ受再者に支払義務を課す。
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【００２０】
　厳密にいくらの再保険を買うべきかという問題は、各元受保険者がそれぞれのビジネス
戦略に沿って結論を出さなければならない複雑なビジネス判断の絡む事柄のひとつである
。最終決定がどうなるかは、不安定要因の低減または業績管理目的でリスクを出再する旨
の判断、受再者のリスク引受意欲、企業の財務力、市況などの一連の複雑な要因に左右さ
れる。現時点では、この判断過程に関与する要因を今よりも分かりやすく簡単に理解でき
るようにするためのツールに需要がある。
【００２１】
　保険を管理するプロセスの一環として、保険業者は再保険の事業要件を見極めなければ
ならず、この過程で出再者は再保険の作成、管理、プレースの段取りを整えなければなら
ない。再保険の作成およびプレースを管理するための従来のプロセスは、出再者から受再
者に対して直接実現してもよいし、第三者（ブローカーなど）を介して実現してもよいも
のである。この取引のメカニズムでは、情報、データ、要求内容のやり取りが必要になる
。これらのやり取りには関係当事者全員が関与し、従来から訪問や電話、ファックス、郵
便、ｅ－メールで行われている。
【００２２】
　関わりのある当事者全員が合意に達するまでにはやり取りを何回かの繰り返すことが必
要になることが珍しくない。再保険のプレース取引の中には、被再保険者の責任の定義、
再保険料の規定、関わりのある受再者全員の責任負担分と保険料負担分の規定、取引に関
する一切の契約条件または特別な条項の規定がある。
【００２３】
　市況からみて１年未満の期間ごとに行動が必要にでもならない限り、再保険商品は通常
１年ごとに再検討および料率改定がなされるため、上記の過程は定期的に繰り返される。
たとえば、定期的な変更ですみやかな料率改定行動が必要になる場合がある。
【００２４】
　再保険のプレースに伴うプロセスと慣習は長年にわたって発展しつづけており、毎年何
十億ドルもの取引を生み出すに至っている。それにもかかわらず、改善の余地があるので
ある。まず第一に、市場で活躍している関係者全員にとって再保険の購入を楽にするため
のシステムおよび方法に需要がある。さらに、顧客（出再者）と受再者の両方の立場から
みたツールとプロセスにも需要がある。
【００２５】
　出再者の立場からみると、出再者が求める基準に従って事業プロセスやコラボレーショ
ンを合理化できれば望ましい。また、プレースのプロセスにおけるありとあらゆるステッ
プを、あとで遡って検討できるように体系的に保存しておくことに需要がある。出再者ら
は、競争の激しい市況にあってコスト効率のよい方法で自己の再保険ポートフォリオを管
理したり再保険を購入したりしやすくするためのプロセス、ツール、データの透明性を必
要としている。このようなツールは、出再者のローカルな再保険カバレッジの全体像をグ
ローバルに示し、かつ再保険ポートフォリオすなわち、申込書（ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ）
と再保険の初回オファーの作成から微妙な段階を経て価格とシェアの最終的な受入れに至
るまでの過程の世界的な生成またはリニューアルを出再者が管理および監視できるように
するものであると好ましい。
【００２６】
　受再者の立場からみると、画一的な品質のデータを出再者から容易に収集できるように
し、選択されたポートフォリオを出再者が再保険関係者らに送付（電子的な提出を含む）
できるようにするシステムおよび方法に需要がある。
【００２７】
　以上のように、こうした再保険購入需要を満たすシステムおよび方法が必要とされてい
るのである。具体的には、申込書と再保険の初回オファーの作成から微妙な段階を経て価
格とシェアの最終的な受入れに至るまでの世界的なリニューアルを出再者が管理および監
視できるようにするシステムおよび方法に需要がある。また、効率的な再保険管理プロセ
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スにおける集中的な事業意志決定モデルと分散的な事業意志決定モデルの両方を支援する
システムおよび方法に需要がある。このようなシステムおよび方法は、
　・事業体から画一的な品質のデータを収集しやすい
　・世界状況の中にあって自らのローカルな再保険カバレッジがどうなっているのかその
全体像を出再者に示す
　・事業プロセスの舵取りを支援し、確定した責任を監視することで、期日を確実に守れ
るようにする
　・選択されたポートフォリオを出再者が再保険関係者宛に送付（電子的な提出を含む）
できるようにする
　・共同の意志決定が合理化されるように、再保険クォートのベンチマーキングを支援す
る
　・自社に特有の構造、プロセス、レポーティングの需要に合わせてカスタマイズが可能
である
　・出再者のデータおよび受再者との間でやり取りされる情報のフルセキュリティを提供
する
　・出再者側でインストール可能であるか、コスト効率よくホスティングできる
などの特定の機能を含む限り特に有用なものである。
【００２８】
　受再者の視点からみた場合に、リニューアルプロセスを合理化し、関連の顧客情報と特
約情報をすべて１つのツールでユーザにオファーするツールに需要がある。これを用いる
ことで、リニューアル状態を統合的に見通し、出再者の企業が出再した保険全体について
異なる報告書を作成しやすくなる。
【発明の開示】
【００２９】
　本発明は再保険の作成、管理、プレースを楽にするものである。統一されたプラットフ
ォームを土台として、本発明は、再保険の作成、管理、プレースの各プロセスに関与する
プレーヤー全員の間のコラボレーションを可能にする。本発明は、本発明での事業プロセ
スやコラボレーションを出再者が求める基準と事業構造とに従って出再者がカスタマイズ
できるようにするものである。さらに、本発明は、作成・プレースのプロセスにおけるあ
りとあらゆるステップを後で遡って再検討できるように保管するものである。
【００３０】
　再保険の作成、管理、プレースを手助けするにあたり、本発明のシステムおよび方法は
、一対多数の関係にある市場ネットワーク内での出再者と受再者とのコラボレーションを
支援する。これは、人間関係、市場行動、公認のプロセス、（次第に）ビジネスを行う方
法を構成する電子インフラストラクチャを総合したものであると定義できる。市場ネット
ワークは、関係者らが連携して関与することで活発になるのである。
【００３１】
　本発明は、競争の激しい市況にあってコスト効率のよい方法で自己の再保険ポートフォ
リオを管理したり再保険を購入したりするために出再者が必要とするプロセス、ツール、
データの透明性を出再者に提供するものである。したがって、出再者は、再保険ポートフ
ォリオすなわち、申込書と再保険の初回オファーの作成から微妙な段階を経て価格とシェ
アの最終的な受入れに至るまでの過程の世界的な生成またはリニューアルを管理および監
視することができる。本発明は、再保険の作成、管理、プレースのプロセスにおける集中
的な事業意志決定モデルと分散的な事業意志決定モデルの両方を支援する。
【００３２】
　この方法およびシステムを基礎として、本発明は、事業体からの定型データまたは非定
型データの収集を容易にし、出再者のローカルな再保険カバレッジの全体像を出再者に対
してグローバルに示し、各特約またはプログラムごとに関係者を区別するものである。ま
た、本発明は、出再者が事業プロセスを舵取りし、確定した責任を監視できるようにする
ことで、期日を確実に守れるようにするものである。さらに、市場から入手したクォート
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をまとめて通覧を作り上げることによって再保険クォートのベンチマーキングを支援し、
これにより共同の意志決定プロセスを合理化するものである。さらに、本発明については
、出再者ごとに特有の事業モデル、プロセスまたはレポーティングの需要に合うようにカ
スタマイズ可能である。また、本発明は、出再者のデータ／受再者との間でやり取りされ
る情報の完全な制御とセキュリティとを提供するものでもある。
【００３３】
　本発明の一実施形態には、以下の新規な特徴のうち１以上が含まれる。
　・出再者の必要なプレーヤー全員が関与する統一されたプラットフォーム上で出再者の
再保険作成とプレースの事業プロセス全体を把握する
　・本発明を出再者が求める基準に従って出再者の事業プロセスをカスタマイズ可能にす
る
　・過去に遡っての再検討用にプロセスのありとあらゆるステップを保管する
　・事業機会およびプログラムに関連する一切の審議の流れを保管する
【００３４】
定義
　本願明細書を理解するにあたり、説明を明確にする目的で以下の定義を用いる。しかし
ながら、以下に定義して本願明細書ならびに特許請求の範囲全体で使用する用語・表現に
は、再保険分野の当業者らに周知の同義の用語・表現が存在する場合がある。たとえば、
米国の再保険市場で一般に「プログラム」と呼ばれているものは、欧州の再保険市場では
「リニューアル」と呼ばれるのが普通である。このため、本願明細書および特許請求の範
囲はそこで使用する特定の用語に限定されるものではなく、当業者間で周知のあらゆる同
義表現を広く包含するものとして解釈すべきである。
【００３５】
　年間累積免責額（ＡＡＤ）：ここでは保険請求金額に達するまでのレイヤレベルで、保
険期間中にレイヤ内に発生した累計損害額から最初に控除される追加控除の金額である。
ＡＡＤは出再者の責任額であり、下限額を表す。たとえば、第１次レイヤの総損害額が１
７００万ドルでＡＡＤに３００万ドルが設定されている場合、受再者が支払うべき正味損
害額は１４００万ドルとなり、出再者はこれに３００万ドルを加えて元受保有額に支払い
を行うことになる。
【００３６】
　年間累積限度額（ＡＡＬ）：年間の保険請求額を考慮した上で受再者の責任となる最高
額を表す。要するに、これは受再者の責任額の上限を定めたものである。たとえば、ＡＡ
Ｌ１０００万ドルで、１０００万ドル超１０００万ドル、保険請求額が１５００万ドル、
２５００万ドル、１５００万ドルの場合を想定する。この場合の受再者の支払額は５００
万ドル、１０００万ドル、５００万ドルになる。しかしながら、ＡＡＬにより受再者の支
払責任は１０００万のみとなり、超過部分については保有額とともに出再者の負担となる
。
【００３７】
　ブローカー：手数料または費用の見返りに（再）保険のバイヤーとセラーとの間の橋渡
しを行い、（再）保険の需要について助言し、（再）保険業者と（再）保険の交渉をする
プロの仲介者（個人または組織）である。通常、（再）保険業者に対する仲介または彼ら
との取引に対する手数料を（再）保険業者から受け取るが、ブローカーが自らの顧客に対
して費用を課すこともある。また、この用語は、出再保険者向けに再保険カバーの段取り
を整えるブローカーに支払われる費用の意味でも使われる。
【００３８】
　事業機会：関連したプログラムをグループ化するのに用いられるアンブレラタイプの概
念である。
【００３９】
　ＣＡＴ　ＸＬ：巨大損害超過損害再保険。１回の事故に起因する集積損害に保有額と責
任限度額が適用される巨大損害リスクを担保するための超過損害再保険。ＷＸＬ／Ｅのカ
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バレッジとは異なり、Ｃａｔ　ＸＬは１回の事故によって２以上のリスクに影響が及んだ
場合に初めてカバレッジが適用されるように構成されている。
【００４０】
　手数料のタイプ：割合特約の手数料のタイプ（「定率」または「変動」）次第で他の手
数料項目の適用が決まる。「定率」は、出再される保険料に対してあらかじめ定められた
パーセンテージを乗じた金額が出再者に支払われることを意味する。「変動」は、実際に
発生した損害率（保険金／既経過保険料）に基づいて遡及的に手数料の実質パーセンテー
ジが決まることを意味する。この場合、手数料のパーセンテージの最高値（「ｍａｘ」）
と最低値（「ｍｉｎ」）、さらには関連の最高損害率と最低損害率が明確にされることに
なる。保険年度の始めには暫定手数料（最低手数料と最高手数料との間で定められる）が
用いられる。保険期間の終わりになると確定手数料が明らかになる。
【００４１】
　カバー：保険契約または再保険契約の条項に従い提供される、損害に対するプロテクシ
ョン。免責額を超過するクレーム発生時の受再者の責任負担額である。
【００４２】
　免責額：超過損害再保険において、受再者の責任額を算入する前に被再保険者が保有す
る損害額。プログラムの中では各レイヤの発動点の額である。エクセス（ｘｓ）ポイント
またはプライオリティとも呼ばれる。
【００４３】
　予納保険料：契約の開始日に支払われる、確定保険料の推定額を基準とした保険料。後
日保険料の精算が行われる。
【００４４】
　ＥＰＩ：受再者に出再される予想出再保険料（割合プログラムの場合）。
【００４５】
　地理的適用／除外：プログラムの適用地域。国または地域を適用および／または除外す
ることでレイヤレベルで修正される場合もある。
【００４６】
　適用地域：各プログラムで担保される国／地域（地理的リスク）。
【００４７】
　ＧＮＰＩ（総正味保有保険料）：出再者が計上した総保険料から割合再保険への出再保
険料を引いたもの。諸経費の控除はない。
【００４８】
　レイヤ：カバーの断層。カバレッジ全体を複数の連続したレイヤに分割して異なる受再
者に手配し、それぞれ異なる損害プロファイルにすることができ、超過損害再保険で主に
使用される（下層ほど算入頻度が高いため高額になる）。
【００４９】
　レイヤオプション：同一プログラム内でファイナンシャルレートを変えた特定レイヤの
バリエーション。たとえば、第１次レイヤのオプション１には火災と洪水を含むのに対し
、第１次レイヤのオプション２には火災のみを含む。
【００５０】
　リーダー：主要なリスクの引受にあたって他の受再者を先導できる力量あるいは名声に
応じて選ばれた受再者。通常は最大のシェアを引き受ける。リーダーは契約条件に合意し
た上で共通の契約の管理を担うことが多い。
【００５１】
　保険種目：同種のリスクすなわち、財物保険、災害保険、生命保険などに対するプロテ
クションを提供する保険カバレッジの分類またはグループ分け。
【００５２】
　保険料の割増：非割合契約（変動率タイプ）において、将来の管理費用、損害の上昇、
合理的な利益幅を斟酌してアンダーライターの通常のリスク保険料に上乗せされる割増保
険料。
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【００５３】
　管理事務経費（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｘｐｅｎｓｅｓ）／管理費（Ａｄｍｉｎｉｓ
ｔｒａｔｉｏｎ　Ｅｘｐｅｎｓｅｓ）：割合再保険契約の特定条項に定められた計上保険
料に対するパーセンテージ（一般に管理コストを相殺するために５％）。受再者は出再者
に支払うべき利益戻の額を算出する前に、管理事務経費を利益金から控除する。
【００５４】
　最低保険料：（再）保険業者が保険契約の定めにより保険金給付の対象とする保険料の
最低額。
【００５５】
　交渉フェーズ：交渉フェーズは受再者が初回クォートを出再者に出した後に開始される
。出再者は好ましい関係者を決定し、割当シェアと、多くの場合は料率とを交渉する期間
に入る。交渉の結果、最終的に合意による引受希望シェアが決まる。
【００５６】
　無事故戻し：更新時に、直前の保険期間または過去の複数の保険期間において無事故で
ある被保険者に対して認められる保険料の割引。出再される保険料に対するパーセンテー
ジで表される。
【００５７】
　出再倍数：サープラス再保険の場合における、被再保険者の保有責任額。再保険の各サ
ープラスレイヤは、出再者の保有額の倍数で表現される。たとえば、「４ライン」のサー
プラスシェア特約では再保険の引受能力が「保有額」（すなわち出再者の保有責任額）の
４倍になる。これによって出再者は再保険前に可能であった額の５倍の保険を引受できる
ようになる。たとえば、特定種目の保険で１契約あたり最高責任額１０万ドルを保有して
いる被再保険者が、１契約あたり５０万ドルを限度として契約の引受を希望する場合、４
ラインのサープラスシェア特約を利用すればその目的が達成される。すなわち、損害の最
初の１ドルから起算して被再保険者が１／５、受再者が４／５の損害の負担割合で４０万
ドルの特約引受能力を得られる。
【００５８】
　出再率：一次保険業者によって比例特約に出再される割合。出再者と受再者は、コスト
、責任額、保険料を指定の比で負担する。
【００５９】
　危険：プログラムに関連するリスク。主な危険はプログラムレベルで定義されるが、後
にレイヤレベルで修正される場合もある。
【００６０】
　保険料：引受リスクの対価として保険業者から受再者に支払われる金額。
【００６１】
　保険料のタイプ：保険料のタイプ（フラットレート、定額または変動）によって、非割
合レイヤごとに関連のクォーテーション項目が決まる。「フラットレート」は、実際のＧ
ＮＰＩにレートを乗じて再保険料が算出されることを意味する。「定額」は、あらかじめ
定められた金額が再保険料を構成することを意味する。「変動」は料率（ここでもＧＮＰ
Ｉに結び付いた最低率と最大率の値）によって再保険料が算出されることを意味する。保
険期間の終わりに確定ＧＮＰＩ値を把握後、バーニングコストによって変動最低料率と最
高料率の範囲内で定率保険料率が決まる。
【００６２】
　利益戻：収益性（利益に対するパーセンテージなどに基づく。利益＝出再保険料－保険
金－手数料－既発生受再者管理諸費用）あるいは引受した事業の他の何らかの特徴に応じ
て受再者が顧客に支払う追加手数料。
【００６３】
　プログラム名：プログラムに対する一意なプログラム名を定義する。
【００６４】
　プログラムオプション：ファイナンシャルオファーを変えた特定プログラムクォートの
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バリエーション。たとえば、プログラム「Ａ」には２つのレイヤがあり、プログラム「Ｂ
」には３つのレイヤがある。
【００６５】
　比例：割合再保険。比例特約は義務出再特約である。すなわち、再保険者（ｒｅａｓｓ
ｕｒｅｄ）および受再者の両当事者間で正式な合意条項が締結され、この条項の定めによ
り再保険者（ｒｅａｓｓｕｒｅｄ）は特約で担保される事業全件のうち一定のパーセンテ
ージ分を出再する義務を負い、受再者はこのようにしてなされる出再保険全件を引き受け
る義務を負う。天災危険に関しておよび／または保険金額に関しては、カバーに制約が付
く場合がある。再保険手数料は、獲得およびコストを補償する目的で出再者によって保有
される。
【００６６】
　クォーテーションフェーズ：クォーテーションフェーズでは、リスク率、技術料率、損
益分岐率などの値をアンダーライターが入力できる。クォーテーションフェーズの最後に
受再者は料率とシェアとを出再者に回答する。
【００６７】
　復元：損害発生後に非割合再保険契約の限度額を全額復活させるための追徴カバー。１
回の復元で元受カバーの全額に相当する。復元回数については限定／無制限で無償／有償
、３通りの按分比例法（時間按分、金額按分またはその両方）のうちの１つを利用するこ
とができる。
【００６８】
　シェア：受再者が引き受ける全リスクに対する割合をパーセンテージで示したもの。リ
ニューアルプロセスでは、受再者が出再者に提供するシェアが、クォーテーションフェー
ズの途中、交渉フェーズの終わり、そして最後に署名フェーズの終わりに獲得される。
【００６９】
　署名フェーズ：署名フェーズは特約のリニューアルプロセスにおける最終フェーズであ
る。最終引受シェア（通常は引受希望シェアと同じ）が入力される。
【００７０】
　ＮｏＣの対象：複数年プログラムまたは無期限プログラムに関与する関係者らは、いず
れの当事者もプログラムを解約する権利を有する、解約通知の対象と呼ばれる期間を定義
する。
【００７１】
　サープラス：出再者がリスクを按分比例ベースで受再者と分担する割合再保険。出再者
が保有するリスクの割合はリスクの保険金額に対する出再者の最大保有額（＝最大または
１ライン）のパーセンテージで定義される。サープラス特約への出再限度額は出再倍数に
よって表されるのが普通である。第１次サープラス特約では消化しきれない保険金額の高
いリスクを自動的に消化するために、第２次、第３次またはそれ以上のサープラス特約が
設定されることがある。サープラスは特約再保険の最も古い形態であり、財物再保険では
今なお極めて広く利用されている。保険料と損害は各リスクに対する個々のカバーの割合
に応じて按分比例で分担される。
【００７２】
　特約引受能力：被保険者に対する被再保険者の責任限度額。引受契約（ｕｎｄｅｒｗｒ
ｉｔｉｎｇ　ｐｏｌｉｃｙ）、財務力、市況に基づいて、特定の期間にわたって（再）保
険業者がオファー可能なカバレッジの最大額。特定の引受能力が単一の損害事故または単
一のリスクに適用される場合がある。また、引受限度額が法律または行政当局によって定
められる場合もある。再保険によって保険業者らは、再保険なしの状態で可能であろうよ
りも大きなリスクを引き受けやすくなり、場合によっては通常保険業者らが嫌がるタイプ
の事業を取り引きして既存の保険契約者を抱き込む追加の引受能力を得られる。
【００７３】
　ＧＮＰＩのタイプ：ＧＮＰＩの状態（「計上」または「既経過」のいずれか）を示すフ
ラグである。
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【００７４】
　特約形態：プログラムの特約形態（ＣＡＴ　ＸＬまたはサープラスなど）を定義する。
【００７５】
　ＷＸＬ／事故：１事故あたりのワーキング超過損害。これは非割合保険の場合に有効で
ある。保有額とカバーが１回の事故で生じた累計損害額に適用されるワーキング超過損害
再保険。Ｃａｔ　ＸＬとは異なり、複数のリスクに対する保障はなく、免責額は１リスク
でカバレッジをトリガーできるほど小さな金額である。
【００７６】
　ＷＸＬ／リスク：１リスクあたりのワーキング超過損害。これは非割合保険の場合に有
効である。損害が１事故に起因するか否かを問わず、免責額とカバーが各リスクに対して
個々に適用されるワーキング超過損害再保険。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７７】
　本発明の一実施形態は、再保険ポートフォリオを作成、管理、プレースするためのプロ
セスマネージャ、文書管理システム、コラボレーションプラットフォームである。本発明
は、再保険ポートフォリオの作成、管理、プレースのプロセス全般にわたって全当事者の
関係個人に随伴し、関連の文書やデータの管理および保管をはじめとする、画一化されて
はいるがカスタマイズが可能な方法で彼らの交流を円滑にするものである。
【００７８】
　出再者と受再者のどちらにも常に互いに譲りたくない独自のやり方がある。こうした現
実が生まれるのは、彼らが持つ階層構造、彼らがすでに確立しているその内部での事業プ
ロセス、そして彼らが特約の管理や会計処理、価格の決定などの目的で使用している既存
のソフトウェアが存在することが原因である。当事者間にあるこれらの相違を勘案するた
めに、本発明のプロセスマネージャには出再者用システムと受再者用システムの２つのシ
ステムが含まれる。各システムについて、それぞれの当事者の要件に合うように高いレベ
ルでカスタマイズが可能である。
【００７９】
　図１は、本発明の一実施形態による再保険作成、管理、プレースの代表的なプロセスを
まとめたものである。図示のように、このプロセスには４つのフェーズが含まれる。
【００８０】
　フェーズ１では、出再者は再保険の検討またはリクエストのためのパラメータを設定し
、エクスポージャすなわちリスクデータを収集し、自分に再保険が必要であるか否かを評
価する。再保険の必要があると出再者が判断した場合、出再者は提案申込書を生成して検
証するが、これには１以上の提案申込書プログラムが含まれる。このプログラムはそれぞ
れ、該当する再保険に合ったクォーテーション／オファーを提供する上で受再者に必要に
なるデータと書類とを提供するものである。フェーズ１の最後には、提案申込書とプログ
ラムが承認され、市場に流通させるべくリニューアルパッケージに盛り込める状態になる
。
【００８１】
　フェーズ２では、出再者はリニューアルパッケージを１以上の受再者宛に出状する。受
領時、受再者はこのリニューアルパッケージを評価し、クォーテーションを準備し、これ
らのクォーテーションを出再者に返戻する。フェーズ２の最後には、出再者はクォーテー
ションのリクエストに対する１以上の受再者からのシステム応答をインポートしたか手続
きに入っている。
【００８２】
　フェーズ３では、出再者は受再者のクォーテーションを評価し、異なる受再者（２以上
の受再者が参加している場合）から受け取ったクォーテーションを比較し、受再者の意見
を求めて最も好ましい再保険プログラム契約条件（期間、参加、価格など）の交渉をする
。最終的な再保険プログラム構造と価格は出再者が決定する。出再者は選択した受再者に
向けて引受希望シェアのリクエストを出状する。この中で、出再者は参加額を提案するこ
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とができる。フェーズ３の最後には、出再者は引受希望シェアの再保険プロポーザルを受
け取っている。
【００８３】
　フェーズ４では、出再者はフェーズ３で至った合意条項に照らして提案された参加を評
価し、最終シェアを判断してこれを獲得する。フェーズ４の最後には、出再者と選択され
た受再者とが、最終シェア、価格、契約条件に調印し、これによって再保険事業のプレー
スが完了する。
【００８４】
　図２Ａは図１に示すプロセスを実現するための代表的なシステム２００を示している。
図示のように、システム２００は、コンピュータネットワーク２０４を介してホストサー
バ２０１と通信する出再者側コンピュータ２０６を少なくとも１つ含む。ホストサーバ２
０１は、同様に、たとえばローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介してセキュアファ
イル転送サーバ２０２と通信する。コンピュータネットワーク２０４はインターネットな
どである。
【００８５】
　ホストサーバ２０１は本発明の出再者向けプロセスを実行する。また、ホストサーバ２
０１は、出再者の再保険の作成、管理、プレースのプロセスに関連したデータの格納も行
い、ｅ－メール、文書パブリッシング、ウェブブラウジングによって出再者側コンピュー
タ２０６と通信できると同時に、セキュアファイル転送を使ってセキュアファイル転送サ
ーバ２０２とも通信できるように構成されている。ホストサーバ２０１は、セキュアファ
イル転送サーバ２０２に格納された出状データの利用可能性を受再者に通知するために、
たとえばｅ－メールを使ってネットワーク２０５経由で受再者のコンピュータ２０８と通
信する。
【００８６】
　出再者側コンピュータ２０６はグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を表示し
、このＧＵＩをとおして出再者はホストサーバ２０１と交信して本発明のプロセスを完了
する。ウェブアプリケーション２２２は出再者側コンピュータ２０６へのＧＵＩを提供す
るものである。この出再者ＧＵＩを本願明細書では出再者インタフェースと呼ぶ。出再者
側コンピュータ２０６にはブラウザ以外に特別なソフトウェアは必要ない。
【００８７】
　リニューアルパッケージの出状時、ホストサーバ２０１は選択された各受再者用にファ
イルを作成し、プログラムクォートシートと、これとは別の書類とをセキュアファイル転
送サーバ２０２に格納する。ホストサーバ２０１は、ネットワーク２０５を介して受再者
のコンピュータ２０８に通知を送る。このネットワークはネットワーク２０４と同じネッ
トワークであってもよい。また、ウェブアプリケーション２２２で受再者側コンピュータ
２０８に対するＧＵＩが提供された状態で、ホストサーバ２０１はネットワーク２０５を
介して受再者側コンピュータ２０８とも通信する。任意に、ホストサーバ２０１が提供す
るブラウザを利用したインタフェースに代えて、ファイル転送サーバ２０２と連携するイ
ンタフェースアプリケーションを受再者側コンピュータ２０８に設けてデータをダウンロ
ードし、これを受再者側コンピュータ２０８でローカルに保存するようにしてもよい。い
ずれにしても、この受再者のＧＵＩを本願明細書では受再者インタフェースと呼ぶ。
【００８８】
　本発明の具体的な一実現形態において、受再者側コンピュータ２０８にはブラウザ以外
の特別なソフトウェアは必要ない。受再者側コンピュータ２０８は、クォーテーションリ
クエストの通知を受信してオファーとシェアとをリターンするためのｅ－メールなどによ
って、ホストサーバ２０１および出再者側コンピュータ２０６からの通信内容を受信する
。
【００８９】
　出再者が再保険を自己の法人組織内でプレースする（すなわち保険会社が自己の保険を
その保険会社の傘下にある再保険会社または部門に売り払う）場合、ネットワーク２０５
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をホストサーバ２０１と直接に通信する（すなわち公共のネットワークを経由しない）社
内イントラネットにしてもよい。
【００９０】
　コンピュータ２０６と２０８にはそれぞれ出再者および受再者と明記してあるが、ブロ
ーカーまたは出再者および受再者の他の代表者がコンピュータ２０６および２０８のユー
ザであってもよいことは当業者であれば理解できよう。同様に、本願明細書で出再者およ
び受再者としているものについても、これらの当事者らの考え得る代表者一切を含むと解
釈すべきである。たとえば、受再者には管理総代理人およびブローカーを含み得るといっ
た具合である。しかしながら、好ましい実施形態では、出再者だけが出再者側コンピュー
タ２０６とホストサーバ２０１に対するアクセス権を有し、受再者にこうした権限はない
。
【００９１】
　図２Ａに示されるように、代表的なホストサーバ２０１には、プロセスエンジン２１０
、ドキュメントストア２１２、スプレッドシートアプリケーション２１４、レポーティン
グ用アプリケーション２１６、文書一覧表示および出状用アプリケーション２１８、ｅ－
メールアプリケーション２２０、ウェブアプリケーション２２２などをはじめとして、本
発明の方法を実行するためのアプリケーションがいくつか含まれる。また、ホストサーバ
２０１にはセキュリティゲートウェイも含み得る。代表的なファイル転送サーバ２０２に
は、文書一覧表示用アプリケーション２３０、スプレッドシートアプリケーション２３１
、セキュリティゲートウェイ２３２などをはじめとして、出状情報を格納および管理する
ためのアプリケーションがいくつか含まれる。
【００９２】
　プロセスエンジン２１０は、参加している出再当事者間での情報の流れを制御して本発
明のプロセスを実行する。好適なプロセスエンジン２１０の一例には、カリフォルニア州
アラメダ（Ａｌａｍｅｄａ）のアクション・テクノロジーズ・インコーポレイテッド（Ａ
ｃｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．）製のＡｃｔｉｏｎＷｏｒｋｓＴＭが
ある。
【００９３】
　ドキュメントストア２１２は、ファイルと、それに関連するメタデータとを、たとえば
ホストサーバ２０１あるいはホストサーバ２０１上の構造化照会言語（ＳＱＬ）データベ
ースに格納する。
【００９４】
　スプレッドシートアプリケーション２１４は、定型リニューアルデータのインポート先
となるスプレッドシートを作成する。データをインポートした状態で、ファイル転送サー
バ２０２はスプレッドシートを受再者に配布し、その後受再者がスプレッドシートのクォ
ーテーションを提供する。
【００９５】
　レポーティング用アプリケーション２１６は、ホストサーバ２０１に格納された出再者
データおよび受再者データの大雑把な報告書と詳細な報告書を出再者に提供する。出再者
に報告書を提示する際、レポーティング用アプリケーション２１６は出再者側コンピュー
タ２０６上に設けられた出再者インタフェースと連携する。
【００９６】
　文書一覧表示および出状用アプリケーション２１８は、出再者による選択時に一受再者
あたりひとつの出状ファイルを準備し、これらのファイルをすべてセキュアファイル転送
サーバ２０２に送信する。アプリケーション２１８は、ユーザが文書を関連づけ、添付し
、削除し、複製し、閲覧できるようにするものである。アプリケーション２１８は、たと
えば、Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｐａｇｅ（ＡＳＰ）アプリケーションである。本発
明の一実施形態では、文書一覧表示および出状用アプリケーション２１８は、２つのＧＵ
Ｉメカニズムをとおしてアクセス可能なものであり、これらのメカニズムにはいずれも特
定の再保険事業機会またはプログラムについての文書フォルダのコンテンツを表示するフ
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ォルダタブが含まれる。第１のメカニズムでは、プログラムまたは事業機会ビュー内の一
覧表示アイコンを選択すると、関連のプログラムまたは事業機会についての文書が表示さ
れる。第２のメカニズムでは、「ドラフト文書」（事業機会レベル）または「文書」ごと
に、ユーザはポップダウンメニュー（関連のビジネスデータベースのＡＳＰクエリによっ
て形成される）を使ってデータベース内のプログラムや事業機会を「ブラウズ」すること
ができる。ＡＳＰスクリプトは、ふさわしいプログラムまたは事業機会を表示し、ユーザ
が関連の文書にアクセスすべくプログラムまたは事業機会を選択できるようにする。
【００９７】
　ｅ－メールアプリケーション２２０は、ホストサーバ２０１からコンピュータ２０６お
よび２０８宛にｅ－メールを送信する。ｅ－メールアプリケーション２２０では、Ｓｉｍ
ｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＭＴＰ）、Ｐｏｓｔ　Ｏｆ
ｆｉｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　３（ＰＯＰ３）、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＩＭＡＰ）などの周知のｅ－メール送受信用プロトコル
のうちいずれを使用してもよい。
【００９８】
　ウェブアプリケーション２２２は、コンピュータ２０６からのＨＴＴＰリクエストを受
け取り、これに応答する。好適なウェブアプリケーション２２２の一例としてＭｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＳｅｒｖｅｒＴＭがあげられる
。
【００９９】
　ファイル転送サーバ２０２は、受再者宛宛に出状されたプログラムのファイルを格納す
る。本発明の一実施形態では、プログラムは選択された関係者宛にホストサーバ２０１か
ら出状されるため、アプリケーション２３０はファイル転送サーバ２０２上に（受再者が
一意なユーザ名とパスワードとを使ってアクセス可能な）別々のディレクトリを受再者ご
とに作成し、このディレクトリの中に特定の受再者の出状ファイルが格納される。この出
状ファイルは、Ｅｘｃｅｌスプレッドシートならびに追加の文書を含む自己解凍式の圧縮
ファイルであると好ましい。ホストサーバ２０１から送信されるｅ－メール通知に応答し
て、受再者は出状ファイルをファイル転送サーバ２０２からダウンロードする。ｅ－メー
ル通知には、ファイル転送サーバ２０２自体へのＵＲＬリンク（このＵＲＬリンクを開く
とダウンロードが開始される）とクォーテーションの回答の送付先となる出再者のｅ－メ
ールアドレスとを記載しておくことができる。
【０１００】
　本発明では、ファイル転送サーバ２０２をホストサーバ２０１とは独立させて維持する
ことによって、ホストサーバ２０１に格納された出再者の内示情報（リスクデータなど）
に受再者がアクセスできないようにしている。また、ファイル転送サーバ２０２を別にす
ることで、ファイル構造を単純化し、出状ファイルをホストサーバ２０１のアプリケーシ
ョンと一緒に格納した場合に生じかねない容量の問題を回避しやすくなる。また、ホスト
サーバ２０１とファイル転送サーバ２０２とを分けることで、ファイル転送サーバ２０２
のセキュリティ規定に違反した不正なユーザがホストサーバ２０１上で動作しているアプ
リケーションに達するのを回避しやすくもなる。
【０１０１】
　もちろん、こうした利点があるにもかかわらず、ホストサーバ２０１とファイル転送サ
ーバ２０２とを同じサーバにしてもよいことは当業者であれば理解できよう。また、図２
Ａにはホストサーバ２０１およびファイル転送サーバ２０２上で実現される複数の機能を
示してあるが、当業者であれば明らかなように、各機能を複数のサーバに分散させても構
わない（段階アーキテクチャなど）。
【０１０２】
　図１の再保険プロセスおよび図２Ａのシステムアーキテクチャを念頭におき、図２Ｂは
、受再者への出状を行い、対応する回答を受け取るための代表的なシステムおよび方法を
示している。これらの出状には、たとえば、クォーテーションリクエスト、引受希望シェ
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アリクエスト、あるいは最終引受シェアリクエストを含み得る。この方法は、リニューア
ルプログラムならびに関係者の選択をはじめとして、ホストサーバ２０１上のディスパッ
チのパラメータを構造化することで開始される。次に、図２Ｂのステップ２５１に示され
るように、この方法は、ホストサーバ２０１からファイル転送サーバ２０２にプログラム
（単数または複数）を出状することで継続される。さらに、ステップ２５２では、ホスト
サーバ２０１はｅ－メール通知を受再者２０８に送信し、彼らに新たな出状の旨を通知す
るとともに、好ましくは出状ファイルにアクセス（ダウンロードまたはコピーなど）する
ためのＵＲＬリンクを提供する。
【０１０３】
　本発明の具体的な実現形態において、図２Ｂのステップ２５１では、関連のデータをホ
ストサーバ２０１に照会し、Ｅｘｃｅｌテンプレートをベースにして上記のデータを新た
なスプレッドシートに挿入することで、受再者向けのＥｘｃｅｌスプレッドシート（「定
型」データ用）を作成する作業を伴う。同時にＸＭＬファイルも作成することが可能であ
る。このプロセスは、プロセスエンジン２１０に埋め込まれたコードによって実行される
。次にプロセスエンジン２１０は関連のフォルダを文書パブリッシングフォルダからステ
ージングエリアにコピーし、Ｅｘｃｅｌファイルと一緒にまとめてＺＩＰ圧縮して自己解
凍型アーカイブを形成する。その後ＺＩＰ圧縮されたファイルをファイル転送サーバ２０
２に送り、選択された関係者ごとにディレクトリにコピーする。このサーバ２０２上の該
当するディレクトリが受再者の受取人とリンクされている。最後に、ホストサーバ２０１
はファイル転送サーバ２０２上の適切なダウンロード場所のＵＲＬを記載したｅ－メール
を受再者の受取人に送信する。
【０１０４】
　続いてステップ２５３に進み、好ましくはファイル転送サーバ２０２への接続に必要な
ＩＤとパスワードとを提供した後、受再者２０８は、プログラム文書やクォーテーション
入力用のスプレッドシートファイルなどを含む出状データをダウンロードする。受再者は
これらのデータを分析し、オフラインでの計算を行い、スプレッドシートファイルのクォ
ーテーションを入力する。次に、ステップ２５４において、各受再者はスプレッドシート
ファイルをｅ－メールで出再者２０６に送る。
【０１０５】
　ステップ２５５では、出再者２０６は各受再者からのクォーテーションをホストサーバ
２０１にインポートする。このインポートは、出再者２０６がクォーテーションをホスト
サーバ２０１上に格納された再保険プログラムに手作業で入力するだけで実現可能である
。しかしながら、スプレッドシートファイルの中身を自動的に再保険プログラムに入力で
きるような形で、インポート作業の少なくとも一部を自動化しておくと好ましい。この場
合、出再者はスプレッドシートファイルをホストサーバ２０１にロードすることになろう
。スプレッドシートには、プログラムとこれが関連する出再者とを示す識別子を持たせて
おいても構わない（この識別子は、ステップ２５３での受再者へのダウンロード時に入れ
ておくことになろう）。このようにしておけば、ホストサーバ２０１は識別子を認識して
クォーテーションをしかるべき再保険プログラムと出再者に関連付けられる。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態では、クォーテーションをしかるべき再保険プログラムおよび出
再者に関連付ける前に、ホストサーバ２０１はプログラム構造とクォーテーションに関す
るもっともらしさのチェックを実行し、プログラム構造に変更がなく、入力された値が意
味のあるものだということを確認する。たとえば、もっともらしさのチェックでは、重複
する免責額あるいは、あるレイヤで前のレイヤのカバーと免責額の合計よりも高いアタッ
チメントポイントを調べることができる。エラーが見つかったときは、ホストサーバ２０
１はその旨を出再者に伝えればよく、この場合に出再者は、修正のためにクォーテーショ
ンを返してもらうよう受再者にｅ－メールを送るか、修正を手作業で行う。
【０１０７】
　クォーテーションをインポートし、再度プログラムと関連付けた状態で、ホストサーバ
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２０１はクォーテーションを分析するためのソフトウェアツールを出再者２０６に提供し
、引き続いて再保険のプレースのプロセスを実行する（たとえば、別のプログラムディス
パッチおよび／または引受希望シェアおよび引受シェアのリクエストの出状）。任意のス
テップ２５６として、クォーテーションをホストサーバ２０１にインポートした後、ホス
トサーバ２０１はｅ－メール通知を１以上の受再者に送信し、クォーテーションを処理す
る旨の確認をすることができる。
【０１０８】
　図２Ｂは、出再者のファイアウォール２６０、２６１の後ろにある出再者２０６の施設
にホストサーバ２０１およびファイル転送サーバ２０２を設けた出状システムアーキテク
チャを示している。しかしながら、他の実施形態では、ホストサーバ２０１およびファイ
ル転送サーバ２０２は、第三者管理者の施設に設けられる。他のアーキテクチャでは、ホ
ストサーバ２０１とファイル転送サーバ２０２の両方が、１以上のファイアウォール（内
部ファイアウォールと外部ファイアウォールなど）ならびにインターネット、ネットワー
ク２０４、２０５を介して出再者側コンピュータ２０６および受再者側コンピュータ２０
８と通信する。
【０１０９】
　図３は（図１に示すような）本発明の実施形態における再保険プロセスの４つのフェー
ズ１、２、３、４を、より詳細に示している。具体的には、図３は、出再者の再保険需要
の評価から再保険事業のプレースまでのプロセスを追跡し、再保険の作成、管理、プレー
スのプロセスの各フェーズの個々のステップを示している。また、図３は、各ステップに
関与する関係者３１０（すなわち、出再者および／または受再者）、各ステップで関係者
が用いるインタフェース（すなわち、出再者インタフェース３１２または受再者インタフ
ェース３１４）、各ステップごとにインタフェースが動作する特定のフェーズも示してい
る。相関関係をグラフィカルに示すために、図３では、各ステップに対応する関係者およ
びインタフェースをそのステップを表すブロックの下に記載してある。
【０１１０】
　図３のプロセスの中では、ステップを完了した関係者３１０は、特定のフェーズ（すな
わち、フェーズ１、２、３、４）の範囲内ですでに終えたどの行為にも自由に戻ることが
できる。このプロセスフローによってループと反復を行うことができるようになる。しか
しながら、一実施形態では、あるフェーズのステップを関係者が終えた後は、前のフェー
ズのステップを再度実行することができない。別の実施形態では、関係者はひとつのステ
ップを完全に終えない限り次のステップを開始することができない。この後者の実施形態
では、たとえば、リスクデータをすべて収集して利用できるようにするまで、ユーザが提
案申込書を入力できないようになろう。
【０１１１】
　出再者インタフェース３１２および受再者インタフェース３１４は、関係者３１０が交
信して図３のプロセスを終えるのに用いられるユーザインタフェースである。図示のよう
に、出再者は、データの収集３１６、クォーテーションリクエストの準備３１８、クォー
トの評価と交渉３２０、事業のプレース３２２という４つのステージをとおして出再者イ
ンタフェース３１２と交信する。受再者は、クォーテーション３２４、交渉３２６、署名
３２８という３つのステージをとおして受再者インタフェース３１４と交信する。
【０１１２】
　フェーズ、ステップ、関係者、ステージを同じ進行線上に左から右へ示すことで、出再
者インタフェース３１２および受再者インタフェース３１４の各ステージが、フェーズ１
～４、ステップ３０１～３０８、関係者３１０とどのように対応しているかが図３から分
かる。また、同じ進行線上にあることで、出再者インタフェース３１２のステージが受再
者インタフェース３１４のステージとどのように対応しているかも分かる。このように、
たとえば、ステップ３０７がフェーズ３の一部であり、出再者および受再者がステップ３
０７に関与する関係者３１０であり、出再者がステップ３０７で出再者インタフェース３
１２のステージ３２０と影響し合い、受再者がステップ３０７で受再者インタフェース３
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１４のステージ３２６と影響し合うことが、図３から明らかである。
【０１１３】
　個々の出再者および受再者のさまざまな事業モデルおよび特異性を網羅するために、図
３では関係者３１０を一般的な形（すなわち出再者または受再者）で特定してある。しか
しながら、これらの関係者３１０をさらに細かく分け、たとえば特定の出再者または受再
者に関連した職務や責任、権限を示すようにしてもよいことは理解されたい。このため、
たとえば、プロセスに含まれるステップの実行に特定の肩書きまたは職務を関連させるこ
とで、図３に示すプロセスを出再者がカスタマイズしても構わない。このカスタマイズの
一例として、出再者および受再者の組織内での代表的な職務を、その職務が機能するレベ
ルならびに、それぞれの職務に割り当てられた責任とともに、以下の表に示す。表１に示
されるように、出再者側と受再者側での２つの主要な職務にマネージャとトランザクタが
ある。マネージャとは、再保険の構造化とセールスに関する意志決定をする組織単位（個
人または複数の個人からなるグループ）のことである。トランザクタとは、業務の遂行を
担う組織単位（個人または複数の個人からなるグループ）のことである。マネージャおよ
びトランザクタについては、以下の表１に示すように、これをさらに複数の個人またはグ
ループからなる二次職務（ｓｕｂ－ｒｏｌｅ）に分割することが可能である。
【表１】
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【０１１４】
　図３のプロセスについての以下の説明には、これらの代表的な職務および二次職務を取
り入れてある。当業者であれば明らかであろうように、以下の説明ではステップを完了さ
せる具体的な二次職務について述べることもできるが、これらのステップは一般に、同じ
職務の他人または関係者によって終えられるものである。たとえば、幹事再保険外交員が
完了するステップは通常、別のタイプの出再側マネージャによって終えられるものである
。また、職務および二次職務に与えた特定の名前は本発明を限定すると解釈されるべきも
のではない。特に、保険組織や再保険組織が変われば異なる用語が用いられるのは珍しく
ない。たとえば、再保険外交員は出再外交員と呼ばれることもあり、プロフィットセンタ
ーマネージャがアンダーライターマネージャと呼ばれ、幹事再保険外交員が再保険マネー
ジャと呼ばれることもある。
【０１１５】
　図３に示されるように、再保険の作成、管理、プレースのプロセスは、エクスポージャ
を収集して再保険の需要を評価するステップ３０１で開始される。具体的には、出再者イ
ンタフェース３１２をとおして、出再者の再保険外交員が再保険の要件を収集する。再保
険外交員は、再保険を利用可能な保険事業のあらゆる領域を網羅するアンブレラレコード
である「事業機会」を作成することで、このプロセスを開始する。再保険外交員は、リニ
ューアル関連情報および文書を含むリスクエクスポージャーデータを特定のプロフィット
センターマネージャが収集し、このリスクエクスポージャーデータを再保険外交員に提供
するよう要請してもよい。リスクデータの受領時、再保険外交員はリスクデータを順に並
べて再保険の可能性を評価する。需要があると再保険外交員によって判断された場合は、
プロセスが継続される。需要が存在しないときは、プロセスは終了する。
【０１１６】
　再保険の機会または需要が存在するとして、続いてステップ３０２では、再保険外交員
は、１以上の提案申込書すなわち再保険プログラムを作成する。その上で再保険外交員は
、プログラムをレビューし、追加の関連情報があればそれをプログラムに付加するようプ
ロフィットセンターマネージャに依頼してもよい。プロフィットセンターマネージャによ
る承認時、再保険外交員はさらに書類やリニューアルデータを統合する。市場にリクエス
トを出状する前のこのいずれかのステージで、再保険外交員は、特定の受再者および／ま
たはブローカーに再保険プログラムの案を電子的に送信し、プログラムの構造についての
フィードバックと解説書類とを求めることを任意に選択できる。
【０１１７】
　受再者／ブローカーのフィードバックを受け取ってこれを取り入れた後、ステップ３０
３では、受信側の外交員は、幹事再保険外交員にプログラムのレビューを要請することで
提案された再保険プログラムの正当性を検証する。幹事再保険外交員のレビューコメント
を受けて、再保険外交員はプログラム案を一部修正し、プログラムを出状できるものとし
て指定する。
【０１１８】
　ステップ３０４では、再保険外交員または幹事再保険外交員が、承認およびリリース済
みのプログラムのプールの中から、どのプログラムをどの受再者宛に出状するかを選択す
る。これを受けて、該当する受再者に通信文（ｅ－メールなど）が送られ、選択されたプ
ログラムを含むクォーテーションパッケージのリクエストを利用できるようになる。
【０１１９】
　ステップ３０５では、受再者がクォーテーションのリクエストをレビューし、このリク
エストに応じてクォーテーションを準備し、クォーテーションを出再者にリターンする。
【０１２０】
　ステップ３０６では、出再者の再保険外交員が受再者からのクォーテーションを受け取
り、これを比較する。
【０１２１】
　ステップ３０７では、再保険外交員は受再者の意見を求め、再保険プログラム（単数ま



(24) JP 4898638 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

たは複数）の詳細条件と価格を交渉する。こうした交渉の最後には、再保険外交員は最終
的なプログラム構造と価格を獲得する。続いて再保険外交員は、自分が引受希望シェアの
プロポーザルを受け取りたい受再者を選び、選び出した受再者に引受希望シェアのリクエ
ストを出状する。これを受けて、受再者は自分たちの引受希望シェアのプロポーザルを再
保険外交員に送信する。
【０１２２】
　ステップ３０８では、出再者の再保険外交員が受再者から引受希望シェアのプロポーザ
ルを受け取ってこれを比較し、必要に応じて受再者とさらにやり取りを重ね、最終シェア
を選択し、再保険事業をプレースする旨を受再者に伝える。再保険外交員は最終シェアを
獲得し、これらの値に最終的な電子プレースデータまたは契約データを加えたものを受再
者宛に出状する。こうして確定引受シェアおよび価格が得られる。再保険プレースのプロ
セスは、最終シェアの選択と再保険事業プレースの通知をもって終了する。
【０１２３】
　本発明の実施形態についての図４～図８は、図３のステップ３０１～３０８をさらに詳
細に説明するものである。図４は、ステップ３０１を完了する（すなわち、リスクデータ
の収集と再保険需要の評価）ための代表的な方法を示すフローチャートである。図５は、
ステップ３０２、３０３、３０４を完了する（すなわち、リニューアルパッケージの準備
とパッケージの受再者への出状）ための代表的な方法を示すフローチャートである。図６
は、ステップ３０５を完了する（すなわち、受再者のクォート）ための代表的な方法を示
すフローチャートである。図７Ａおよび図７Ｂは、ステップ３０６および３０７を完了す
る（すなわち、クォートの評価と交渉）ための代表的な方法を示すフローチャートである
。最後に、図８は、ステップ３０８を完了する（すなわち、事業のプレース）ための代表
的な方法を示すフローチャートである。
【０１２４】
　図４～図８に関する以下の説明において、「非定型」という用語は決まったフォーマッ
トのないデータを示す。たとえば非定型データとしては分量無制限のテキストまたは添付
ファイルが考えられる。よって、ユーザはどのようなフォーマットのデータでも添付でき
、どのようなフォーマットのデータでも受信できる。一方、非定型データとは対照的に、
「定型」という用語は、特定のフォーマットに依存するデータを示す。たとえば、定型デ
ータとしては、長さに限りのあるデータフィールドに入力されるデータ、フォーマットさ
れたリストに入力されるデータ、あるいはフォーマットされたファイルに入力されるデー
タが考えられる。このように、ユーザは特定のフォーマットに従ってデータを入力するよ
う要求される可能性がある。
【０１２５】
　本発明の一実施形態によれば、図３のプロセス（ならびに図４～図８のサブプロセス）
全体の中でどのステージにおいても、非定型コメントを加えてリニューアルに関連付ける
ことができる。入力された定型または非定型のデータはいずれも、後から遡ってレビュー
できるように永久的に保管される。
【０１２６】
　フェーズ１、ステップ３０１～３０３
【０１２７】
　図４は、データの収集と再保険需要の評価を行うための代表的な方法（図３のステップ
３０１）の概要を示したものである。図示のように、この方法は再保険需要の見込みがあ
り得る保険ビジネスを選択するステップ４００で開始される。これは、再保険プロセスを
開始できるだけの十分なビジネスまたはリスクがあるか否かを判断する目的で、データリ
クエストの開始をトリガーするものである。この最初のステップで、出再者は自分が引き
受けた危険事情またはリスクの一部を第２の保険者（受再者）に転嫁する潜在需要を認識
する。
【０１２８】
　再保険の潜在需要を確認後、出再者の出再側マネージャ（幹事再保険外交員または再保
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険外交員のいずれかなど）は、それぞれステップ４０２Ｌおよび４０２Ｒに示されるよう
に事業機会を作成する。（図４の横の行は、出再者の中でどの関係者の職務（幹事再保険
外交員、再保険外交員またはプロフィットセンターマネージャなど）がこのステップを完
了しているかを示している。）事業機会は、再保険の潜在需要を定義するもので、再保険
の潜在需要に関連した情報を編成および管理するためのアンブレラレコードとして機能す
る。事業機会の範囲はフレキシブルであり、出再側マネージャ（幹事再保険外交員または
再保険外交員など）によって定義される。この事業機会は、１以上の別のクォーテーショ
ンリクエストおよび再保険プログラムにつながる場合がある。事業機会を作成するにあた
って、出再側マネージャは、保険種目または地理的エリアなど再保険の潜在需要に関連し
た特定の制限事項を定義することができる。ファイルフォーマットを問わないアンケート
、文書またはテンプレートなどの非定型データを事業機会に添付することも可能である。
【０１２９】
　図９Ａ～図９Ｅは、出再側マネージャ（幹事再保険外交員または再保険外交員など）が
事業機会を作成する（すなわちステップ４０２Ｌまたは４０２Ｒを終える）のに用いる代
表的な一連のグラフィカルユーザインタフェースを示している。図９Ａに示されるように
、ユーザ（出再側マネージャなど）は最初にデータ収集ボタン９００をクリックして「デ
ータ収集（Ｃｏｌｌｅｃｔ　Ｄａｔａ）」画面９０２を開く。次にユーザはしかるべき組
織を選択し、「新しい事業機会を生成する（Ｃｒｅａｔｅ　ｎｅｗ　Ｂｕｓ.　Ｏｐｐ．
）」ボタン９０４をクリックする。これに応答して、システムは図９Ｂに示すような「新
しい企業機会のデータを入力する（Ｅｎｔｅｒ　Ｎｅｗ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｏｐｐｏｒ
ｔｕｎｉｔｙ　Ｄａｔａ）」画面９０６をユーザに提示する。ユーザはデータフィールド
９０８に事業機会名を入力するよう要求される。残りのデータフィールド（リスクの適用
地域、保険種目、保険補助種目など）については、この段階では分からなければ空欄のま
まにしておくことが可能である。これらのフィールドを埋める必要があるのは、再保険が
必要で１以上の関連のプログラムを作成する旨を後の方でユーザが決めた場合である。図
９Ｂのデータフィールドには定型入力が必要である。
【０１３０】
　ユーザが事業機会の名称を付けると、システムは図９Ｃに示すような画面９１０を提示
する。この画面９１０で出再側マネージャは、事業機会に文書を付加することができ、リ
スクデータの提供元となるべきプロフィットセンターマネージャを指定することができる
。図示のように、画面９１０には、ユーザが携わっている事業機会に関連するデータをま
とめたテーブル９１２が表示される。また、画面９１０にはデータフィールド９１４が表
示され、このフィールドでユーザはリスクデータの提供責任のあるプロフィットセンター
マネージャを選択し、プロフィットセンターマネージャがデータをリターンすべき期限を
指定する。画面９１０にはコメントデータフィールド９１６も表示され、選択したプロフ
ィットセンターマネージャ宛のｅ－メール通信文に入れる追記事項を、ユーザはこのフィ
ールドで加えることができる。図９Ｃのデータフィールドには定型入力が必要である。
【０１３１】
　画面９１０には文書リンク９１８も表示される。ユーザはリンク９１８をクリックし、
文書一覧表示機能にアクセスしたり、事業機会に文書を加えたり、あるいは事業機会の既
存文書を参照する。ユーザがリンク９１８を選択したのに応答して、システムは図９Ｄに
示すような文書一覧表示ウィンドウ９２１を提示する。ウィンドウ９２１では、ユーザは
タイプを問わず文書を事業機会に加えることができる。文書はフォルダに一覧表示される
。ユーザは、フォルダタブ９２２のうちの１つをクリックしてフォルダを選択し、そのフ
ォルダの中身をコンテンツウィンドウ９２４（図９Ｄの例では文書は含まれていない）に
表示させる。
【０１３２】
　所望のファイルがどこにあるのかをユーザが探すには、フィールド９２６にパスとファ
イル名とを打ち込むか、参照ボタン９２８をクリックする。参照ボタン９２８が押される
と、システムが参照ウィンドウ９３０を表示する。ユーザはウィンドウ９３０の中を検索
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し、添付対象となる所望のファイルを選択する。選択されたファイルはフィールド９２６
に表示される。所望のファイルを（打ち込むか参照して選択するかのいずれかによって）
フィールド９２６に表示した後、ユーザはファイル追加ボタン９３２をクリックして所望
のファイルを事業機会に添付する。添付後この所望のファイルはコンテンツウィンドウ９
２４に表示される。
【０１３３】
　コンテンツウィンドウ９２４に表示されたファイルをユーザが削除するには、ファイル
を反転表示した状態で削除ボタン９３４をクリックする。図９Ｅに示されるように、アッ
プロードされたファイルをフォルダ９２２間で移動させることもできる。コンテンツウィ
ンドウ９２４でファイルを反転表示し、このファイルを入れる新しいフォルダをドロップ
ダウンメニュー９３６で選択し、移動ボタン９３８をクリックする。ファイルを参照する
には、ユーザはコンテンツウィンドウ９２４でファイルを選択し、表示ボタン９４０をク
リックする。
【０１３４】
　所望の文書を事業機会に追加したら、ユーザは文書一覧表示ウィンドウ９２１を閉じて
図９Ｃの画面９１０に戻る。次にユーザは処理開始ボタン９２０をクリックし、選択した
プロフィットセンターマネージャに事業機会とその関連文書とを転送する。選択されたプ
ロフィットセンターマネージャはｅ－メール通知を受信する。図４に戻ると、このｅ－メ
ール通知は、出再側マネージャ（幹事再保険外交員または再保険外交員など）が事業機会
を作成したか否か次第でステップ４０４Ｌと４０４Ｒのどちらかに対応する。
【０１３５】
　引き続き図４を参照し、リスクデータを求めるｅ－メール通知に応答して、ステップ４
０６においてプロフィットセンターマネージャは出再者インタフェースにアクセスし、該
当する事業機会と一緒に付帯する文書およびデータをレビューした後、この事業機会に関
する再保険データを含む独自のファイルを添付する。
【０１３６】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、プロフィットセンターマネージャがステップ４０６を終え
るにあたってリスクデータを集めて一覧表示するのに用いる代表的な一連のグラフィカル
ユーザインタフェースを示している。リスクデータを添付するには、プロフィットセンタ
ーマネージャは幹事再保険外交員または再保険外交員による文書一覧表示（ステップ４０
４Ｌおよび４０４Ｒならびに図９Ｃ～図９Ｅ）について上述したものと実質的に同じグラ
フィカルユーザインタフェースを使用する。プロフィットセンターマネージャがリスクデ
ータを集めて添付した後、出再者インタフェース３１２が図１０Ａに示すような収集デー
タ画面１００２を提示する。次に、リスクデータを一覧表示するために、プロフィットセ
ンターマネージャは「レスポンスオプションの選択（Ｓｅｌｅｃｔ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　
ｏｐｔｉｏｎ）」データフィールド１００４で「リスクデータが公表されている（Ｒｉｓ
ｋ　ｄａｔａ　ｉｓ　ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ）」オプションを選択し、「Ｇｏ」ボタン１０
０６をクリックする。
【０１３７】
　これを受けて、システムは図１０Ｂに示すようなコメント画面１００８を表示する。画
面１００８では、プロフィットセンターマネージャは、一覧表示されたリスクデータと一
緒に再保険外交員に送付するコメントをデータフィールド１０１０に入力することができ
る。「レスポンスを返す（ｓｕｂｍｉｔ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）」ボタン１０１２をクリッ
クすると、リスクデータと、コメントがある場合はそのコメント（単数または複数）が再
保険外交員に返送される。本発明の典型的な実施形態では、プロフィットセンターマネー
ジャが文書を添付してリスクデータを一覧表示する際に使用する文書一覧表示ツールを備
えたことで、プロフィットセンターマネージャが互いに文書やリスクデータを見てしまう
のを防止している。
【０１３８】
　図４に戻ると、プロフィットセンターマネージャがリスクデータを提出した後、ステッ
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プ４０８において、再保険外交員はこの情報をレビューし、品質、完全性、精度、情報の
詳細を受け入れることができるか否かを判断する。
【０１３９】
　ステップ４０８で再保険外交員にはこのリスクデータを受け入れられないことが判明し
た場合、再保険外交員はプロフィットセンターマネージャに別のデータまたは修正データ
を提供するようリクエストし、プロセスはステップ４０６に戻る。リスクデータが受け入
れられるものであれば、再保険外交員には、ステップ４１０を終えた上でステップ４１２
に進むか、任意のステップ４１０を飛ばして直接ステップ４１２に進むかの２つの選択肢
がある。図４では、ステップ４１０が任意のステップであることを明らかにするためにこ
のステップを点線で示してある。
【０１４０】
　任意のステップ４１０において、プロフィットセンターマネージャからリターンされた
関連のデータと事業機会とに関する再保険外交員による分析の一部として、再保険外交員
は、再保険購入の考えられるシナリオの大枠をまとめた具体的な内容をモデリングする。
これらのシナリオの内容は、幹事再保険外交員または再保険外交員が再保険の必要性の如
何を判断し、再保険購入に向けて取り得る他の手法についての理解を深める上での助けと
なる。
【０１４１】
　ステップ４１２では、幹事再保険外交員は一覧表示されたリスクデータとシナリオの内
容（該当する場合）とをレビューし、出再者に再保険が必要であるか否かを判断し、必要
な場合はどのタイプの再保険が必要であるかを判断する。任意に、幹事再保険外交員の代
わりに再保険外交員がこの評価を行うことも可能である。
【０１４２】
　出再者に再保険は必要ないとの判断に至った場合は、プロセスはステップ４１４で終了
する。しかしながら、出再者に再保険が必要な場合は、プロセスは引き続きステップ４１
６に進み、ここで出再者は再保険のクォーテーションが必要である旨を知る。ステップ４
１４は、データを収集して再保険の必要性を評価するための代表的な方法（図３のステッ
プ３０１）ならびに出再者インタフェース３１２のデータ収集ステージ３１６（図３）を
終了を示す。
【０１４３】
　図３に戻ると、再保険の必要性がある旨を（ステップ３０１において）出再者が判断し
た後、再保険の作成、管理、プレースのプロセスは引き続いて提案申込書を生成するステ
ップ３０２に進む。ステップ３０２は、出再者インタフェース３１２のステージ３１８（
クォーテーションのリクエストを準備）の開始を示すものでもある。
【０１４４】
　図５は、ステップ３０２（ならびに図３のステップ３０３および３０４）を完了するた
めの代表的な方法の大枠を示している。図示のように、この方法は再保険外交員が構造プ
ロポーザルを準備するステップ５００で開始される。具体的には、再保険外交員は一覧表
示されたリスクデータを分析し、再保険の必要性を判断し、再保険プログラムを定義する
。これらのプログラムは定型データとして扱われる。「プログラム」は関連の再保険特約
ならびにカバー（非割合および割合）で構成される。再保険外交員が入力するプログラム
は一連の定型データ（再保険カバーの特徴を詳細に示す固定のデータベースフィールドな
ど）ならびに非定型データまたは添付資料（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷｏｒｄＴＭファイル
、ＥｘｃｅｌＴＭファイル、ＰＤＦファイルなどの添付文書など）で構成される。ファイ
ルの中にはクォーテーションのリクエストの一部として受再者に直接渡せるものもあれば
、特別なプライベートフォルダ内に保持されるファイルもある。再保険外交員は、プログ
ラムまたはレイヤオプションを定義することもできる。レイヤオプションとは、再保険外
交員が別のクォーテーションを受領したいと考えている、プログラム内での再保険カバー
に代わるものである。ステップ５００の最後には、再保険外交員は構造プロポーザルをプ
ロフィットセンターマネージャ宛に送付する。
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【０１４５】
　図１１Ａ～図１１Ｇは、再保険外交員が構造プロポーザルを準備して送付する（すなわ
ち、ステップ５００）のに使用する一連の代表的なグラフィカルユーザインタフェースを
示している。図１１Ａに示されるように、システムは「サブミッションの準備（ｐｒｅｐ
ａｒｅ　ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ）」ページ１１００を表示し、これを使って再保険外交員
は再保険プログラムを作成することができる。新たな再保険プログラムを入力するために
、再保険外交員は、事業グループフィールド１１０２と、出再者の企業または地理的な構
造に基づいて階層構造の第２レベルであるグループ部門フィールド１１０４から、出再者
の階層的または地理的な企業構造である事業エリアを選択し、前に作成した事業機会を事
業機会フィールド１１０６から選択する。再保険外交員が既存のプロポーザル／プログラ
ムを編集またはコピーしたい場合は、再保険外交員はプロポーザル／プログラムフィール
ド１１０８から所望のプロポーザル／プログラムを選択できる。しかしながら、この例の
場合、再保険外交員は新たなプロポーザルを作成するため、「新しいプロポーザル／プロ
グラムを作成する（Ｃｒｅａｔｅ　ｎｅｗ　Ｐｒｏｐｏｓａｌ／Ｐｒｏｇｒａｍ）」ボタ
ン１１１０をクリックする。
【０１４６】
　これを受けて、システムは図１１Ｂに示されるようなウィンドウ１１１２を表示する。
ここで、再保険外交員は、プロポーザル／プログラム名、保険種目、保険補助種目、再保
険のタイプ、特約形態、リスクの適用地域、危険、通貨、カバレッジの始めと終りなどを
含む、新たなプロポーザル／プログラムのヘッダ情報を入力する。
【０１４７】
　ウィンドウ１１１２でプログラムを定義した後、システムは別の「サブミッションの準
備（Ｐｒｅｐａｒｅ　Ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ）」画面１１１４を提示する。この画面を用
いて再保険外交員は図１１Ｃに示されるようなプログラム構造の詳細内容を入力すること
ができる。これらの詳細には、プログラムに添付可能な文書を含み得る。たとえば、再保
険外交員は、（ステップ４０４Ｌおよび４０４Ｒならびに図９Ｃ～図９Ｅを参照して）文
書一覧表示の場合で上述したように、文書リンク１１１６をクリックして文書をプログラ
ムに加えることができる。また、再保険外交員は、レイヤデータリンク１１１８をクリッ
クしてレイヤデータ（非割合再保険の場合）またはオプションデータ（割合再保険の場合
）を編集することもできる。
【０１４８】
　再保険外交員がレイヤデータリンク１１１８をクリックすると、システムは、図１１Ｄ
に示されるようなレイヤおよびオプションデータ画面１１２０を表示することでこれに応
答する。画面１１２０を使って再保険外交員は、保険種目、保険補助種目、特約形態、出
再者の特約番号、通貨、リスクの適用地域、危険、カバー、免責額、ＧＮＰＩ、計上／既
経過、ＡＡＤ、ＡＡＬ、出再率、保険料のタイプ、ＥＰＩ、ＲＯＬなどの特約に関する構
造データとレイヤとを入力することができる。
【０１４９】
　ステップ５００の一部として、システムは、再保険外交員に対して、プログラムまたは
プログラム内の構造全体をコピーする機能も提供する。既存のプログラムの範囲内でデー
タをコピーする際に利用できるオプションは、特約形態（すなわち非割合および割合）に
よって異なる。図１１Ｅは、非割合プログラムにおいて再保険外交員がデータをコピーす
るのに用いることのできる画面１１２２を示している。非割合プログラムでは、複数の異
なるレベルでデータをコピーすることが可能である。プログラムオプションリンク１１２
４、レイヤ番号リンク１１２６またはレイヤオプションリンク１１２８をクリックするこ
とで、それぞれプログラムオプション、レイヤまたはレイヤオプションのいずれかで特約
がコピーされる。
【０１５０】
　割合プログラムの場合、本実施形態では、１つのプログラムオプションレベルでのみ既
存の構造をコピーすることが可能である。したがって、図１１Ｅでは、再保険外交員はプ
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ログラムオプション１１２４をクリックしてプログラムオプションレベルでデータをコピ
ーする。
【０１５１】
　同じくステップ５００の一部として、システムは、特定の非割合特約に復元データを挿
入する機能を再保険外交員に提供する。再保険外交員は、図１１Ｅの画面１１２２にある
更新復元アイコン１１３０をクリックしてこの機能を有効にする。これを受けて、図１１
Ｆに示されるように、システムは、たとえば、任意年度における一特約年度あたりの復元
数に制約があるか否か（フィールド１１３４）、復元が無料であるか有料であるか（フィ
ールド１１３６）、復元が無料または有料の一特約年度あたりの回数（復元）（フィール
ド１１３８）、元受保険料に鑑みた復元保険料の料率（フィールド１１４０）、保険料が
「金額比例」（既発生損害をカバーで除した比に関連）であるか、「日割」（未経過特約
期間を年度の経過日数で除した時間比に関連）であるか、金額比例と日割の両方（元受保
険料に鑑みて時間比と金額比の両方に関連）であるか（フィールド１１４２）をはじめと
する復元データの挿入に再保険外交員が用いることのできる復元データページ１１３２を
表示する。
【０１５２】
　提案リニューアルプログラムを準備した後、再保険外交員は、レビューを目的として、
１以上のプロフィットセンターマネージャならびに最終的には幹事再保険外交員宛にこれ
を送付できる状態にある。図１１Ｇは、再保険外交員がレビューをするプロフィットセン
ターマネージャ（単数または複数）および幹事再保険外交員を選択するのに用いる代表的
な画面を示している。図示のように、再保険外交員はフィールド１１４４で幹事再保険外
交員を選択し、フィールド１１４６でプロフィットセンターマネージャ（単数または複数
）を選択し、フィールド１１４８でプロフィットセンターマネージャ（単数または複数）
がプログラムのレビューを終えなければならない日付を確認する。プログラムを送付して
レビュープロセスを開始するにあたって、再保険外交員は「プロセスの開始（Ｓｔａｒｔ
　ｐｒｏｃｅｓｓ）」ボタン１１５０をクリックする。
【０１５３】
　図５に戻ると、再保険外交員が構造プロポーザルを定義し、再保険書類を準備し、プロ
フィットセンターマネージャ宛に資料を送付した後、ステップ５０２において、プロフィ
ットセンターマネージャは提案されたプログラムをレビューする。このレビューは、図３
における再保険プレースのプロセスのステップ３０３すなわち、提案申込書の検証の開始
を示すものである。ステップ３０３は、出再者インタフェース３１２のステージ３１８（
クォーテーションのリクエストの準備）と、全再保険プロセスのフェーズ１とに一致する
。
【０１５４】
　ステップ５０２では、プロフィットセンターマネージャが提案されたプログラムの関連
の文書と定型データとをレビューする。プロフィットセンターマネージャは、フィードバ
ックならびに、提案された再保険プログラムに関連した追加情報とを提供するように促さ
れる。任意に、上述したように、再保険外交員は複数のプロフィットセンターマネージャ
からのフィードバックを要求しても構わない。一般に、ステップ５０２で提案されたプロ
グラムをレビューするプロフィットセンターマネージャの数は、再保険プログラムの範囲
によって変わってくる。
【０１５５】
　提案されたリニューアルプログラムのレビュー後、修正が必要であるとプロフィットセ
ンターマネージャが判断した場合は、ステップ５０４において、プロフィットセンターマ
ネージャは必要な修正を（非定型データとして）再保険外交員に送り、これを受けて再保
険外交員がリニューアルプログラムに（非定型データと定型データの両方に対して）必要
な変更をほどこす。続いて再保険外交員はステップ５０６でリニューアルプログラム案を
作成して先に進む。
【０１５６】
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　ステップ５０２において、提案されたプログラムを修正なしでプロフィットセンターマ
ネージャが受け入れた場合、プロフィットセンターマネージャはこの受け入れを再保険外
交員と関連させ、再保険外交員は、プログラムを修正することなく、ステップ５０６に進
んでリニューアルプログラム案を作成する。
【０１５７】
　ステップ５０６では、リニューアルプログラム案を作成するにあたり、再保険外交員は
スリップや特約提示書（ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ）などの共通の書類を別途作成して添
付する。続いて再保険外交員はリニューアルプログラムを幹事再保険外交員に送信してこ
れをレビューしてもらう。
【０１５８】
　ステップ５０８では、幹事再保険外交員がリニューアルプログラムとこれに関連した書
類の完全性と品質とをレビューし、必要に応じてコメントおよび／または承認を出し、プ
ログラムとコメント（該当する場合）を再保険外交員に戻す。コメントは定型書式であっ
ても非定型書式であってもよい。
【０１５９】
　ステップ５１０では、幹事再保険外交員からのフィードバックに基づいて、再保険外交
員は再保険プログラムの書類を修正および補充し、プログラムに公開準備完了の旨を示す
フラグを立てる。この修正には定型データと非定型データのどちらを使用してもよい。
【０１６０】
　ステップ５１０の最後にいくつかの最終合意プログラムを得られるまで、ステップ５０
０から５１０までのプロセスを繰り返すことが可能である。あるいは、任意に、複数のプ
ログラムについて各ステップを実行し、ステップ５１０の最後に複数の最終合意プログラ
ムが得られるようにしてもよい。
【０１６１】
　ステップ５１０の完了は、提案されたリニューアルプログラムの検証（図３のステップ
３０３）の終了ならびに、再保険プロセス全体のフェーズ１の終了を示している。
【０１６２】
　フェーズ２、ステップ３０４～３０５
【０１６３】
　図３に戻ると、提案されたリニューアルプログラム（単数または複数）をステップ３０
３において検証した後、再保険プレースのプロセスは、リニューアルパッケージを受再者
宛に出状するステップ３０４に続く。ステップ３０４は、再保険プロセス全体のフェーズ
２の開始を示しており、ここで出再者はリニューアルパッケージを受再者宛に出状し、こ
れを受けて、受再者は出再者宛にクォートを出状する。また、ステップ３０４は出再者イ
ンタフェース３１２のステージ３１８（クォーテーションのリクエストを準備）とも一致
する。
【０１６４】
　図５を参照すると、ステップ５１０でのリニューアルプログラム（単数または複数）の
最終合意後、再保険外交員はステップ５１２においてクォーテーション出状のリクエスト
を作成する。具体的には、再保険外交員は、クォーテーションのリクエストに選択的に織
り込まれる適格なものを最終合意プログラムのプールから選択し、どの受再者／ブローカ
ーに各再保険プログラムを公開すべきかを判断する。このため、クォーテーション出状の
リクエストは複数の再保険プログラムを含み得るものであり、出再者は受再者／ブローカ
ーに同一セットまたは異なるセットのプログラムをクォートするよう要求できる。任意に
、ブローカーへの公開をブローカー／受再者のペアの形で行ってもよく、この場合は記名
された受再者用のクォーテーションをブローカーが返戻することになる。
【０１６５】
　図１２Ａ～図１２Ｅは、ステップ５１２で再保険外交員が定型データフィールドを使っ
てクォーテーション出状のリクエストを作成するのに用いる一連の代表的なグラフィカル
ユーザインタフェースを示している。出状プロセスによって、再保険外交員は受再者／ブ
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ローカーに送るプログラムを個々にまたはひとまとめで選択することができる。図１２Ａ
は、再保険外交員が出状対象となるすべてのプログラムを特定するのに用いる代表的なプ
ログラム選択画面１２００を示している。図示のように、再保険外交員は、組織単位、事
業機会、出再倍数あるいはタイプごとにプログラムをフィルタリングするためのチェック
ボックス１２０２を使って、所望のプログラムがどこにあるのかを見つけることができる
。このフィルタリング用に得られたプログラムはデータフィールド１２０４にリストアッ
プされ、フィールド１２０４でエントリを反転表示させて「選択の追加（Ａｄｄ　ｔｏ　
Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）」ボタン１２０６をクリックすることで選択可能である。また、再
保険外交員は、事業機会のみでプログラムをフィルタリングして所望のプログラムがどこ
にあるのかを見つけることもできる。この場合、再保険外交員はフィールド１２０８で事
業機会を指定し、フィールド１２１０にリストアップされたプログラムを反転表示させ、
「選択の追加（Ａｄｄ　ｔｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）」ボタン１２１２をクリックする。
【０１６６】
　選択されたプログラムは見出し１２１４の下にリストアップされる。再保険外交員が所
望のプログラムをすべて選択した後、再保険外交員は「受取人の選択（Ｓｅｌｅｃｔ　Ｒ
ｅｃｉｐｉｅｎｔ（ｓ））」ボタン１２１６をクリックして出状プロセスを継続する。
【０１６７】
　図１２Ｂは、プログラムを受け取る受再者／ブローカーを選択するのに再保険外交員が
用いる代表的な受取人選択画面１２１８を示している。図示のように、画面１２１８には
、再保険外交員がボックスにチェックを入れるだけで好ましい（頻繁に使うなど）受再者
を選択することが可能な、好ましい受再者エリア１２２０が表示される。画面１２２０に
は、再保険外交員がプログラムの別の受取人を選択可能な「他の受再者」リスト１２２２
、ブローカーリスト１２２４、ブローカー／受再者ペアのリスト１２２６も表示される。
画面１２１８では、見出し１２２８の下に選択された受再者がリストアップされる。プロ
グラム選択画面１２００に戻るには、再保険外交員は「プログラムの選択（Ｓｅｌｅｃｔ
　Ｐｒｏｇｒａｍ）」ボタン１２３０をクリックすればよい。出状プロセスを継続してど
のプログラムをどの受再者／ブローカーに送るかを選択するには、再保険外交員は「ディ
スパッチ作成の開始（Ｇｏ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ　Ｄｉｓｐａｔｃｈ）」ボタン１２３２
をクリックする。
【０１６８】
　図１２Ｃは、再保険外交員が選択されたプログラムを選択された受再者の受取人にマッ
ピングするのに用いることができる代表的なプログラム－受取人マトリクス画面１２３４
を示している。図示のように、再保険外交員は、タイトルフィールド１２３６でディスパ
ッチのタイトルを指定し、フィールド１２３８でディスパッチをレビューする幹事再保険
外交員を任命し、フィールド１２４０で所望の完了データを選択し、フィールド１２４２
でディスパッチに付随させるコメントを入れることができる。画面１２３４には、片側に
プログラムがリストアップされ、反対側に受取人となる受再者がリストアップされたマト
リクス１２４４が表示される。各プログラムについて、再保険外交員はチェックボックス
１２４６をチェックしてプログラムを受け取る受再者／ブローカーを選択する。再保険外
交員が選択されたプログラムと選択された受再者の受取人とを組み合わせた後、再保険外
交員は「ディスパッチプログラム（Ｄｉｓｐａｔｃｈ　Ｐｒｏｇｒａｍｓ）」ボタン１２
４８をクリックして出状を開始する。これを受けて、システムは図１２Ｃのフィールド１
２３６で指定された幹事再保険外交員にｅ－メール通知を送信する。この通知は、幹事再
保険外交員にレビュー対象となるディスパッチがある旨を通知するものである。図１２Ｃ
には１つのプログラムしか示されていないが、マトリクス１２４４には複数のプログラム
を含むことができ、ほとんどの場合はこうしたプログラムが含まれる。
【０１６９】
　図１２Ｃに示されるように、本発明の大きな利点のひとつとして、マトリクス１２４４
によって得られる追跡機能があげられる。従来技術の方法では、出再者はリニューアルパ
ッケージを郵便またはｅ－メールで出状し、承認されたプログラムのみを公開してどの受
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再者がどのプログラムを受け取ったかを（後から）監視するための体系的な権限チェック
はなされていない。たとえば、出状されたリニューアルパッケージのステータスを判断し
ようとすると、従来の方法を使っている出再者は送信済のｅ－メールを介してでたらめな
検索を行わなければならないことがある。一方、本発明を使用すれば、（マトリクス１２
４４でのように）ディスパッチを容易に割り当て、レビュー目的で（後述するデイリーア
ジェンダ画面またはクォーテーション比較画面などで）後から簡単に検索することができ
る。
【０１７０】
　図５に戻り、再保険外交員がディスパッチを作成してこれをレビューに利用できるよう
にした後、ステップ５１４では、再保険外交員が選択したものを幹事再保険外交員がレビ
ューし、必要に応じてこれを修正する。修正には定型データを使用することが可能である
。元のディスパッチまたは修正後のディスパッチを承認した後、幹事再保険外交員はステ
ップ５１６でディスパッチを公開する。これを受けて、システムは選択された受再者／ブ
ローカーにステップ５１８でクォーテーションのリクエストを電子的に送信する。たとえ
ば、システムは、意向の通知ならびに（定型または非定型）データが格納されているファ
イルサーバへのリンクと一緒にｅ－メール通知を受再者のグローバルクライアントマネー
ジャに送信する。
【０１７１】
　図１２Ｄは、新たに作成されたディスパッチをレビューするよう幹事再保険外交員に促
す、代表的な出状スクリーン１２５０を示している。図示のように、画面１２５０には応
答エリア１２５２が表示され、このエリアで幹事再保険外交員は、応答オプション、応答
期限データ、応答コメントを指定することができる。幹事保険外交員は、再保険外交員が
準備したマトリクス１２５４をレビューし、マトリクス１２５４にリストアップされた名
前をクリックすることでプログラムの構造をレビューすることができる。「Ｅｄｉｔ　Ｄ
ｉｓｐａｔｃｈ」ボタン１２５６をクリックすることで、幹事再保険外交員はディスパッ
チを編集して受取人または出状対象となるプログラムのリストを変更することができる。
ディスパッチが受け入れられたら、幹事再保険外交員は「ディスパッチの送信（Ｓｅｎｄ
　Ｄｉｓｐａｔｃｈ）」ボタン１２５８をクリックする。これによってシステムは受再者
またはブローカーの各受取人にｅ－メール通知を送信し、彼らにクォーテーションファイ
ルのリクエストをダウンロードするよう促すことになる。
【０１７２】
　図１２Ｅは、受再者への代表的なｅ－メール通知を示している。このｅ－メールには、
クォーテーションのリクエストをダウンロードする（セキュリティ上の理由でユーザ名と
パスワードも要求するようにすると好ましい）のに用いられるリンク１２６０が含まれる
。ダウンロード完了後、受再者は出再者のプログラム構造を含むスプレッドシート（定型
）と添付書類（非定型）にアクセスすることができる。続いて受再者はしかるべきフィー
ルドにクォーテーション情報を入力し、ファイルを保存し、ファイルをｅ－メールへの添
付として出再者に返す（受再者クォーテーションステップ３０５で後述）。
【０１７３】
　図５を参照すると、ステップ５１２において、再保険外交員がディスパッチをレビュー
させる幹事再保険外交員を指定しない場合に別の出状プロセスが発生する（図１２Ｃのフ
ィールド１２３６）。この場合、再保険外交員が「ディスパッチプログラム（Ｄｉｓｐａ
ｔｃｈ　Ｐｒｏｇｒａｍｓ）」ボタン１２４８（図１２Ｃ）をクリックして出状を開始す
ると、出状プロセスは直接ステップ５１８に進んで選択された受再者／ブローカーにｅ－
メールを送信する。図５のステップ５１２と５１８とを結ぶ点線は別のプロセスを示して
いる。
【０１７４】
　本発明の別の実施形態では、クォーテーションのリクエストを受再者のグループに向け
て出状する前に、出再者はまず、選択された受再者（またはブローカー）に、本願明細書
でコンサルテーションディスパッチと呼ぶディスパッチを提示する。このコンサルテーシ
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ョンディスパッチは、受再者のグループへの出状について本願明細書にて説明するステッ
プと同じステップを経るものであるが、関与するのは選択された受再者（またはブローカ
ー）のみである。コンサルテーションディスパッチの意図は、再保険プログラムについて
の最初のフィードバックを入手し、プログラムを受再者の大きなグループに流す前に必要
な調整を行うことにある。
【０１７５】
　ステップ５１８の最後は、図３のステップ３０４の終わり（受再者への出状）ならびに
、出再者インタフェース３１２のステージ３１８（クォーテーションのリクエストの準備
）の終わりを示すものである。
【０１７６】
　図３を参照すると、リニューアルパッケージを受再者宛に出状した後、再保険プレース
のプロセスは、受再者がクォーテーションを提供するステップ３０５に続く。ステップ３
０５は受再者インタフェース３１４のクォーテーションステージ３２４の開始を示すもの
でもある。
【０１７７】
　図６は、ステップ３０５を完了するための代表的な方法の大枠を示している。図示のよ
うに、この方法は、クォーテーションをリクエストする通知を受再者が受け取るステップ
５１８で開始される。この通知には、たとえば、受再者インタフェース３１４へのリンク
とホストサーバ２０１（図２）に格納された定型データへのリンクとを含むｅ－メール通
知を用いることができる。次に、ステージ３２４で受再者は、受再者インタフェース３１
４を使用してリニューアルパッケージにアクセスする。受再者インタフェース３１４によ
って、受再者はファイル転送サーバ２０２に接続し、たとえば、スプレッドシートファイ
ル（定型データ）と書類の添付資料（非定型データ）とを検索する。
【０１７８】
　本発明の代表的な実施形態において、受再者インタフェース３１４は、集中的なものと
分散的なものの２つの事業プロセスモデルを支援する。これらのモデル向けのプロセスフ
ローは、ステップを実行する際に用いる役割以外は同一である。以下の表２に、集中的な
モデルと分散的なモデルの違いを簡単にまとめておく。

【表２】

【０１７９】
　表２に示されるように、グローバルクライアントオフィスは集中的なモデルにしか存在
しない。分散的なモデルの場合、アンダーライターまたはローカルクライアントマネージ
ャのいずれかが受再者インタフェース３１４を介してプロポーザルをセットアップするこ
とができる。イニシエータとは、プロポーザルをセットアップし、パフォーマを任命する
人のことである。イニシエータはパフォーマがその業務を断った場合にプロポーザルを再
度割り当てる責任を担う。
【０１８０】
　グローバルクライアントマネージャは集中的なモデルのワークフローの一部である。分
散的なモデルでは、グローバルクライアントマネージャはワークフローの一部ではなく、
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オブザーバとして任命される。
【０１８１】
　説明を明確にするために、受再者インタフェース３１４のステージ３２４、３２６、３
２８についての本願明細書での説明では、集中的なモデルに沿って受再者のワークフロー
を追跡する。ただし、この説明は分散的なモデルにも適用されるが、表２を参照して上述
した役割とは入れ替えや違いが出る点を理解されたい。
【０１８２】
　図６を参照すると、ステップ５１８において、グローバルクライアントオフィスは、出
再者が準備したすべての特約リニューアル情報を受信する。好ましくは、特約データは電
子的な形で受再者に送られる。たとえば、グローバルクライアントオフィスは、図１２Ｅ
に示すようにクォーテーションのリクエストが保留である旨を伝えるｅ－メールを受信す
る。次に、グローバルクライアントオフィスは、一意なユーザ名とパスワードとを使って
ファイル転送サーバ２０２（図２Ａおよび図２Ｂ）に格納された圧縮再保険パッケージに
アクセスする。グローバルクライアントオフィスはパッケージをダウンロードしてファイ
ルを展開する。これらのファイルには、たとえば、出再者が添付を選択した文書（特約提
示書、スリップ、損害成績表、引受契約の内容など）ならびに、クォートを提供する場に
なるデータフィールドを含む、スプレッドシート形式でのプログラムの定型データのコピ
ーが含まれる。
【０１８３】
　図１３Ａ～図１３Ｄは、出再者によって提案されたリニューアルパッケージへのクォー
テーションを受再者が提供するのに用いられる一連の代表的なグラフィカルユーザインタ
フェース画面を示している。図１２Ｅのｅ－メール通知を受信した後、受再者はｅ－メー
ルに埋め込まれたリンク１２６０をクリックし、クォーテーションのリクエストをダウン
ロードする。図１３Ａに示されるように、リンク１２６０は、ファイル転送サーバ２０２
上の受再者のファイルにあるファイルダウンロードアプリケーションを起動させる。受再
者は、受再者側コンピュータ２０８のハードドライブの中でファイルを保存する場所を指
定する。好ましくは、ファイル転送サーバ２０２に接続してファイルをダウンロードさせ
る条件として、ファイル転送サーバ２０２から受再者に自分の一意なユーザ名とパスワー
ドとを入れるよう要求する。
【０１８４】
　図１３Ｂ～図１３Ｄは、代表的なダウンロードファイルのコンテンツを示している。図
示のように、このファイルには複数のワークシートを有するＥｘｃｅｌのワークブックが
含まれる。図１３Ｂに示されるように、第１のシート１３００は、クォーテーションのリ
クエストについての背景、クォーテーションを提出する上での指示、出再者の連絡先の情
報を受再者に与えるものである。これらの代表的な指示の中には、ワークブックが１以上
の再保険プログラムに関するクォーテーションのリクエストであり、そのワークブックに
は「非割合」タブと「割合」タブとがある旨が説明されている。非割合タブにはクォート
対象となる非割合プログラム（該当する場合）が含まれる。割合タブにはクォート対象と
なる割合プログラム（該当する場合）が含まれる。この指示では、ワークブックの異なる
ワークシートを、ワークブックと一緒に送信されている可能性のあるすべての文書と一緒
にレビューするよう受再者に求めている。また、この指示では受再者のクォーテーション
を指定されたフィールド（斜線付きの黄色など）に入れるよう受再者に求めている。さら
に、指示には、代替物をどのように提案するか、クォートをどのように断るか、クォーテ
ーション終了時に文書をどのように出再者にリターンするか、クォーテーションの期限は
いつか、質問がある場合は誰に連絡を取ればよいかといったことも説明されている。この
ワークブックの第１のシート１３００には、クォーテーションを終えることに関する一般
的なコメントを入れておくことも可能である。
【０１８５】
　図１３Ｃは、非割合特約用のクォーテーションを入力するための代表的なワークシート
１３０２を示している。図１３Ｃには、若干の選択されたフィールドを含むワークシート
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１３０２の一部しか示されていないが、ワークシート１３０２には出再者ごとのクォーテ
ーションのリクエストなどによって他の多くのフィールドを含み得ることは、当業者であ
れば理解できよう。図示のように、スプレッドシートの左側の部分１３０４には、出再者
が過去に入力したものとして、特約について説明する定型の特約データ（日付、レイヤリ
ング番号、保険種目、免責額、復元、提案された料率など）がリストアップされている。
好ましくは、スプレッドシートの左側の部分１３０４のデータフィールドは保護され、受
再者が上書きできないようになっている。スプレッドシートの右側の部分１３０６にはデ
ータフィールドが設けられ、受再者はここにクォーテーションを入力する。これらのフィ
ールドには、たとえば、料率、シェア、管理費用、保険料、新規保険料、予納保険料など
が含まれる。スプレッドシートの下側の部分１３０８には、出再者が提示したプログラム
に代わるプログラムを受再者が提案するのに用いることのできるデータフィールドが設け
られている。たとえば、受再者は、違った形で編成されたレイヤなど、プログラムの別の
構造化方法を提案することができる。
【０１８６】
　図１３Ｄは、受再者によってクォーテーションが入力された状態の代表的なワークシー
ト１３１０を示している。図１３Ｃおよび図１３Ｄには非割合ワークシートが示されてい
るが、割合ワークシートも見た目は実質的に同様であり、実質的に同じように機能する。
【０１８７】
　スプレッドシートを用いることで、プロポーザルのリクエストを出状する効率が大幅に
増すが、場合によっては、リクエストを電子的に送付できないこともある。たとえば、受
再者は電子的に送付されたリクエストを受信はできるが、この受再者がリニューアル事業
のプレースを行うための内部電子システムを持たないことがあり、あるいは受再者の内部
システムとのインタフェースがないこともある。この場合、ステップ５１８ではさらに、
特約データと構造情報を受再者インタフェース３１４に入力することで、クォーテーショ
ンのリクエストに説明された事業を受再者に登録させる。受再者インタフェース３１４は
、集中的なプロセスでグローバルクライアントオフィスが事業機会とプログラムとを作成
し、これを参照できるようにするものである。（分散的なプロセスでは、アンダーライタ
ー、ローカルクライアントマネージャまたはグローバルクライアントマネージャが事業機
会およびプログラムを作成する。）グローバルクライアントオフィスは、事業機会名、機
会のプライオリティ、プロフィットセンターコード、プログラム名、プログラム番号顧客
、その他のプログラムデータ（保険種目、始期、適用地域、ブローカー、危険の適用／除
外、地理的適用／除外など）を入力する。
【０１８８】
　これを受けて、受再者インタフェース３１４はプログラムの概要を表示する。そこには
、プログラムの定型データで利用できる非割合要素と割合要素が示されている。受再者イ
ンタフェース３１４をとおして、グローバルクライアントオフィスは特約データ、非割合
要素および割合要素（集中的なプロセス）を入力する。（分散的なプロセスでは、アンダ
ーライターまたはローカルクライアントマネージャが特約データを入力する。）
【０１８９】
　プロセスのこの時点で、受再者には、（おそらく他の非定型書類と一緒に）ファイル転
送サーバ２０２からダウンロードしたスプレッドシートに含まれるか、あるいは手作業で
受再者インタフェース３１４に入力された出再者からのクォーテーションのリクエスト情
報がある。したがって、受再者はリニューアルパッケージをレビューしてクォートを行う
ことのできる状態にある。図６の続くステップ６００～６２４は、受再者がリニューアル
パッケージをレビューしてクォートを行うのに用いられる代表的なプロセスを示している
。当業者であれば明らかなように、受再者の個々の実務はステップ６００～６２４に示す
汎用のプロセスごとに異なることがある。
【０１９０】
　図６を参照すると、ステップ５１８において（ｅ－メールおよびリンクによって電子的
に、あるいは手作業で受再者インタフェース３１４に入力されたかのいずれかで）特約デ
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ータが得られたら、グローバルクライアントオフィスは、ステップ６０１Ｂにおいて、出
再者から受け取った特約リニューアル情報の初回レビューを行ってクォーテーションステ
ージ３２４の事業プロセスを開始する。出再者から提供されたデータが受再者からのクォ
ートを提供できないほど不十分な場合は、ステップ６０１Ａにおいて、グローバルクライ
アントオフィスは、さらに情報を出すよう出再者に要請する。出再者は不適当な箇所に対
処し、ステップ５１８に戻って受再者に改訂後のクォーテーションのリクエストを提供す
る。このステップ５１８、６００および６０１Ａの初回レビューのプロセスについては、
受再者がクォートを提供するのに必要な情報を得るまで繰り返される。
【０１９１】
　受再者が適切なデータを受け取ったと仮定し、ステップ６０１Ｂでは、グローバルクラ
イアントオフィスのメンバがプロポーザルを（おそらく受再者インタフェース３１４を介
して）自社に対して内部的にセットアップし、各プログラムの業務を終える責任を担う人
々を任命する。グローバルクライアントオフィスは、アンダーライター、ローカルクライ
アントマネージャ、グローバルクライアントマネージャを任命する。集中的なプロセスで
は、グローバルクライアントオフィスは、アンダーライター、ローカルクライアントマネ
ージャ、グローバルクライアントマネージャ宛にプログラムを送付する。分散的なプロセ
スでは、定型プログラムを作成した人が、そのプログラムに関与するアンダーライターと
ローカルクライアントマネージャにプログラムを割り当ててもよい。また、グローバルク
ライアントオフィスは、プロセス全体を監視してコメントを出すことのできるオブザーバ
をプログラムに任命することも可能である。受再者はプログラムの非割合要素と割合要素
に別のアンダーライターを任命することができる。受再者は、それぞれの役割ごとにしか
るべきユーザを選択でき、引受期限および完了期日を割り当てることができる。
【０１９２】
　図６を参照すると、クォーテーションフェーズが開始され、責任者が任命されたら、ス
テップ６０２において、アンダーライターは、クォーテーションに取り組む合意をするか
否かを判断する。アンダーライターは、自分が誤って任命されている場合や休暇や作業量
の都合で従事できない場合に、その作業を断ることもできる。アンダーライターが作業を
断るのであれば、アンダーライターはグローバルクライアントオフィスに拒否の旨を通知
し、ステップ６０１Ｂに戻ってグローバルクライアントオフィスが別のアンダーライター
を任命する。
【０１９３】
　ステップ６０２でアンダーライターが作業を引き受けた場合は、ステップ６０４でアン
ダーライターはクォーテーションのリクエストに詳細が記載されたプログラムをレビュー
し、技術クォートを作成する。技術クォートには引受能力の割当による成果を反映させる
ことができるであろうし、新たな構造を盛り込むこともできよう。アンダーライターは、
オフラインで算定をして技術クォートを作成し、しかるべき値を図１３Ａ～図１３Ｄのス
プレッドシートまたは再保険インタフェース３１４によって提供されるインタフェースに
入力する。ごく一般的な流れでは、この時点では引受割合および引受料率の入力は行わな
い。これらの値はローカルクライアントマネージャまたはグローバルクライアントマネー
ジャの責任だからである。技術クォートの作成（図６のステップ６０４）の一部として、
アンダーライターはｃａｔ引受額の登録も終えることができる。
【０１９４】
　アンダーライターが技術クォートを作成および提出した後、このクォートはレビュー目
的でローカルクライアントマネージャに提示できる状態にある。しかしながら、ステップ
６０１Ｂでのグローバルクライアントオフィスの振り分け同様に、まずはローカルクライ
アントマネージャがプログラムのレビューに合意しなければならない。このため、ステッ
プ６０６では、ローカルクライアントマネージャはプログラムをレビューするタスクを引
き受けるか否かを判断する。
【０１９５】
　ローカルクライアントマネージャがこの作業を引き受けない場合、グローバルクライア
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ントオフィスは拒否の旨の通知を受け、ステップ６０１Ｂに戻って新しいローカルクライ
アントマネージャを任命する。ローカルクライアントマネージャが作業を引き受けたと仮
定すると、続いてステップ６０８で、ローカルクライアントマネージャはアンダーライタ
ーが準備した技術クォートをレビューする。
【０１９６】
　技術クォートのレビュー後、ステップ６１０では、ローカルクライアントマネージャが
クォートを受け入れるか断る。ローカルクライアントマネージャが技術クォートを断った
場合、ステップ６１２で受再者インタフェース３１４はアンダーライターに断りの旨を通
知し、アンダーライターに技術クォートを改訂する機会を与える。改訂を行った後、ステ
ップ６０８に戻り、ローカルクライアントマネージャは改訂後の技術クォートをレビュー
し、これが受け入れ可能であるか否かをステップ６１０で判断する。このレビューのプロ
セス（ステップ６０８、６１０、６１２）はローカルクライアントマネージャが技術クォ
ートを受け入れるまで繰り返される。
【０１９７】
　ステップ６１０でローカルクライアントマネージャが技術クォートを受け入れたら、続
いてステップ６１４で、ローカルクライアントマネージャは市場クォート（引受割合およ
び引受料率など）を作成する。これは、市場の現状を踏まえて価格の調整を提案するもの
である。引受割合の入力の一部として、ローカルクライアントマネージャはｃａｔ引受割
当額を計算することができる。また、ローカルクライアントマネージャは、適切な予算を
確保できるかどうかを調べ、確保できない場合は引受割合を変更して割当される引受額を
調整することができる。
【０１９８】
　ローカルクライアントマネージャが引受割合と引受料率とを入力して市場クォートを作
成すれば、市場クォートはグローバルクライアントマネージャによるレビューができる状
態にある。しかしながら、ステップ６０１Ｂでのグローバルクライアントオフィスの振り
分け同様に、まずはグローバルクライアントマネージャが市場クォートのレビューに合意
しなければならない。このため、ステップ６１６では、グローバルクライアントマネージ
ャは、市場クォートをレビューするタスクを引き受けるか否かを判断する。
【０１９９】
　グローバルクライアントマネージャがこの作業を引き受けない場合、グローバルクライ
アントオフィスは拒否の旨の通知を受け、ステップ６０１Ｂに戻って新しいグローバルク
ライアントマネージャを任命する。
【０２００】
　グローバルクライアントマネージャが作業を引き受けたと仮定すると、続いてステップ
６２０で、グローバルクライアントマネージャはローカルクライアントマネージャが準備
した市場クォートをレビューする。
【０２０１】
　市場クォートのレビュー後、ステップ６１８では、グローバルクライアントマネージャ
がクォートを受け入れるか断る。グローバルクライアントマネージャがクォートを断った
場合、グローバルクライアントマネージャは回答にコメントを入れ、たとえば市場の現状
に基づく価格調整を提案することができる。
【０２０２】
　グローバルクライアントマネージャが市場クォートを断った場合、続いてステップ６２
２で、受再者インタフェース３１４はローカルクライアントマネージャに断りの旨を通知
し、ローカルクライアントマネージャに市場クォートを改訂する機会を与える。ローカル
クライアントマネージャは必要な変更内容についてグローバルクライアントマネージャと
協議することもできる。
【０２０３】
　改訂を行った後、ステップ６１８に戻り、グローバルクライアントマネージャは改訂後
の市場クォートをレビューし、これが受け入れ可能であるかをステップ６２０で判断する
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。このレビューのプロセス（ステップ６１８、６２０、６２２）はグローバルクライアン
トマネージャが市場クォートを受け入れるまで繰り返される。
【０２０４】
　ステップ６２０でグローバルクライアントマネージャが市場クォートを受け入れたら、
続いてステップ６２４で、グローバルクライアントオフィスはプログラムクォートを出再
者にリターンする。プログラムクォートには、たとえば、図１３Ａ～図１３Ｄを参照して
上述したようなスプレッドシートファイル（定型）および書類の添付資料（非定型）が含
まれる。
【０２０５】
　図３を参照すると、ステップ６２４の終わりはステップ３０５（受再者のクォート）の
終わり、受再者インタフェース３１４のクォーテーションステージ３２４の終わり、再保
険プレースのプロセス全体のフェーズ２（プログラムおよびプログラムクォートの出状）
の終わりを示す。
【０２０６】
　フェーズ３、ステップ３０６～３０７
【０２０７】
　プログラムクォートが出再者にリターンされたら、再保険プロセスは出再者がクォート
の評価を行うステップ３０６に進む。この評価の開始は、出再者インタフェース３１２の
評価および交渉ステージ３２０の開始ならびに、再保険プレースのプロセス全体の評価お
よび交渉フェーズ３の開始も示す。
【０２０８】
　図７Ａは、評価ステップ３０６（ならびに図３の交渉ステップ３０７の出再者側）を完
了するための代表的な方法の大枠を示している。図示のように、ステップ６２４で出再者
が受再者のクォートを受け取った後、出再者の再保険外交員がステップ７００にてクォー
トを評価する。具体的には、再保険外交員はクォート（定型データ）を出再者インタフェ
ース３１２にインポートする。そこには受再者からリターンされた再保険クォーテーショ
ンがまとめられた特別な画面が表示され、かつ各クォーテーションの詳細内容にアクセス
できるようになっている。任意に、ステップ７００の評価に出再者と受再者／ブローカー
との間の通信を入れておいてもよい。
【０２０９】
　図１４、図１５、図１６Ａ、図１６Ｂは、受再者からリターンされるクォーテーション
を出再者が受領するのに用いられる代表的な一連の画面を示している。一般に、受再者は
クォーテーションをｅ－メールでリターンし、出再者はクォーテーションファイルをｅ－
メールから分離し、これを（図２Ｂで説明したようにして）ホストサーバ２０１にインポ
ートする。出再者の再保険外交員はファイルをレビューし、それが何ら変更されていない
ことを確認し、かつクォーテーションが意味をなしていることを確認するであろう。続い
て再保険外交員は、図１４、図１５、図１６Ａ、図１６Ｂに示されるような受再者インタ
フェース３１２を使ってクォーテーションを処理するであろう。
【０２１０】
　図１４に示されるように、第１の画面１６００には、別々のライン上に、プログラムの
ディスパッチ受取人として各受再者が示されている。クォーテーションを参照するには、
再保険外交員はリンク１６０２をクリックする。図１５に示されるように、別の画面１６
０４で再保険外交員は「Ａｄｄ　Ｆｉｌｅ」ボタン１６０６を使ってクォーテーションフ
ァイルをアップロードすることができる。あるいは、再保険外交員は「Ｅｎｔｅｒ　Ｑｕ
ｏｔａｔｉｏｎ　Ｍａｎｕａｌｌｙ」ボタン１６０８をクリックし、クォーテーションを
手作業で入力することもできる。この機能は、受再者がクォーテーションスプレッドシー
トを完成させるのではなくクォーテーションを電話またはファクシミリでリターンした場
合や、プログラム構造の変更や追加が提案された場合に特に有用である。
【０２１１】
　ファイルの場所を見つけてボタン１６０６をクリックするかボタン１６０８を使ってク
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ォーテーションを手作業で入力した後、受再者インタフェース３１２は図１６Ａに示され
るような画面１６１０を表示する。エリア１６１２にあるボタンを使って、再保険外交員
は、ファイルを参照したりファイルを削除（たとえば、間違ったファイルが選択された場
合など）したり、あるいはファイルをアップロード（すなわちファイルを処理）したりす
ることができる。続いて、図１６Ｂの画面１６１４に示されるように、再保険外交員はフ
ィールド１６１６で「クォーテーションの完成（Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ
）」を選択し、「Ｇｏ」ボタン１６１８をクリックする。
【０２１２】
　場合によっては、出再者が受再者のクォーテーションを電子的に受信できないためクォ
ーテーションを手作業で出再者インタフェース３１２に入力しなければならないこともあ
る。たとえば、受再者によっては出再者に郵便またはファックスでクォーテーションを送
る従来の方法に固執することがある。図１７Ａ～図１７Ｃは、クォーテーションを手作業
で入力するこのシナリオを示している。図１７Ａは、すでに出状されたプログラムのステ
ータスページを示している。ボックス１７２０で示されるように、出再者はリストアップ
された受再者からこのプログラムに対するクォーテーションをまだ受領していない。その
後出再者がクォーテーションをファックスで受信したと仮定すると、出再者はこのクォー
テーションを手作業で入力しなければならない。このため、出再者は「クォーテーション
を手入力する（Ｅｎｔｅｒ　Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ　Ｍａｎｕａｌｌｙ）」ボタン１７２２
（図１５のボタン１６０８に相当）をクリックする。
【０２１３】
　これを受けて、図１７Ｂに示されるように、出再者インタフェース３１２は、受再者ご
との入力クォーテーションデータページ１７２４を表示する。ここには、プログラム情報
と提案されたレイヤおよびオプションがリストアップされている。受再者のクォーテーシ
ョンをオプション／レイヤごとに入力するには、出再者はアイコン１７２６をクリックす
る。これを受けて、図１７Ｃに示されるように、出再者インタフェース３１２は、受再者
の引受料率およびシェアを含む受再者のクォートされたレイヤの詳細を出再者が入力でき
る入力クォーテーション詳細ページ１７２８を表示する。
【０２１４】
　図１８Ａ～図１８Ｃはそれぞれ代表的な画面１８００、１８０２、１８０３を示してい
る。この画面をとおして、再保険外交員はクォーテーションを比較し、ステップ７００の
評価を終えることができる。図１８Ａに示されるように、画面１８００によって、再保険
外交員は自分がどのプログラムについてクォーテーションを参照したいのかを定義するこ
とができる。再保険外交員は、事業機会またはディスパッチ番号でプログラムを検索する
ことができる。プログラムの場所を見つけて選択した後、再保険外交員は「クォーテーシ
ョンを比較する（Ｃｏｍｐａｒｅ　Ｑｕｏｔｅｓ）」ボタン１８０４をクリックし、選択
されたプログラムについて受け取ったすべてのクォーテーションを参照する。
【０２１５】
　これを受けて、図１８Ｂに示されるように、出再者インタフェース３１２は画面１８０
２を表示する。これは、エリア１８０６で、クォーテーションの提供を要請してきた受再
者／ブローカーが提供したプログラムおよび料率ならびにシェアを表している。エリア１
８０６には、最初にディスパッチ受取人として設定された全受再者があげられている。「
ｏｐｅｎ」というエントリはクォーテーションをリターンしていない受再者を示す。「ｎ
ｉｌ」というエントリはクォートを断った受再者を示す。再保険外交員はプログラム名１
８０８をクリックし、クォーテーションの詳細をレビューすることができる。
【０２１６】
　図１８Ｃは、クォーテーション比較画面１８０３の別の例を示している。この例は、各
々が複数の受再者に配られる３つのプログラムを示している。画面１８０３のマトリクス
は、出再者が受再者によるすべてのオファーを使いやすい形で１回参照して比較するのを
手助けし、複数のプログラムおよび複数の受再者についてのさまざまなプロポーザルのリ
クエストの出状を管理する上で価値のある追跡ツールとして機能する。このステップを完
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了する従来の方法には、伝統的に郵便またはｅ－メールによるクォーテーションのリクエ
ストが織り込まれているが、この方法ではどのリクエストならびにどの版のリクエストを
どの受再者に送ったのか分からなくなってしまうことが多い。本発明の追跡の効果によっ
てこのような混乱が回避される。
【０２１７】
　出再者の再保険外交員が評価を終えた後、出再者は最終価格を設定して引受希望シェア
を選択された受再者と交渉できる状態になる。このため、ステップ７００の最後は図３の
評価ステップ３０６の終わりになる。再保険プレースのプロセス全体の残りのステップ３
０７および３０８は、出再者と受再者との間の交渉ならびにコラボレーションである。こ
の交渉とコラボレーションの間、出再者は評価・交渉ステージ３２０およびプレースステ
ージ３２２で出再者インタフェース３１２を使って作業を行うのに対し、受再者は交渉ス
テージ３２６および署名ステージ３２８で受再者インタフェース３１４を使って作業を行
う。
【０２１８】
　図７Ａおよび図７Ｂは、図３の交渉ステップ３０７を終えるための代表的な方法の大枠
を示している。図７Ａは受再者との交渉にあたって出再者が終えるステップを示す。図７
Ｂは出再者との交渉にあたって受再者が終えるステップを示している。図７Ａから始める
と、出再者の再保険外交員が受再者のクォートを評価した後、ステップ７０２において、
出再者の再保険外交員はプログラムの最終構造を（定型データ入力によって）確立する。
具体的には、出再者の再保険外交員は、どのプログラム／レイヤオプションを採用するか
を判断し、要するに、この時点まで互いに排他的な複数のオプションで構成されている場
合もあった再保険プログラムの「構造」を固める。出再者の再保険外交員は、選択された
カバーの対価として出再者が受再者に支払う共通の価格も入力する。出再者の再保険外交
員はさらに、どの受再者およびブローカーに引受希望シェアのクォーテーションの提供を
求めるかを判断する。ブローカーの場合は、出再者の再保険外交員は、特定の受再者につ
いての引受希望シェアのクォーテーションを提供するようブローカーに要請することがで
きる。あるいは、出再者の再保険外交員は、受再者の信用力に合わせて出再者の基準と契
約に基づいて「承認された」受再者のプールに連絡をとり、クォートするようにブローカ
ーに要請することもできる。
【０２１９】
　図１８Ｂは、再保険外交員がプログラムの最終構造を確立する（ステップ７０２）のに
用いることが可能な画面１８０２を示している。図示のように、最終構造の一部となるプ
ログラムおよびレイヤオプションを選択するにあたって、出再者の再保険外交員はチェッ
クボックス１８１０を選択する。もっともらしさのチェックの一部として、出再者インタ
フェース３１２は、出再者の再保険外交員がプログラム／レイヤオプションの間違った組
み合わせを選択したときは警告メッセージを出す。最終構造の選択後、出再者の再保険外
交員は「交渉フェーズを実行する（Ｐｒｏｃｅｅｄ　ｔｏ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ　Ｐ
ｈａｓｅ）」ボタン１８１２をクリックする。
【０２２０】
　図７Ａを参照すると、最終構造が設定されたら、ステップ７０４で、幹事再保険外交員
は、プログラム構造、最終価格、出再者の再保険外交員が行った受再者／ブローカーの選
択内容をレビューする。幹事再保険外交員は必要に応じて修正内容を（定型データとして
）入力する。
【０２２１】
　図１９は代表的な交渉画面１９００を示しており、この画面で幹事再保険外交員は最終
的な正味グロス保険料率をデータフィールド１９０２に入力し、交渉時に好ましい関係者
をリンク１９０４で指定し、フィールド１９０６でリーダー（すなわち、特約の負担割合
が最大の受再者（単数または複数））を選択し、提案された引受希望シェアをフィールド
１９０８で受再者／ブローカーに提案する。
【０２２２】
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　図７Ａを参照すると、ステップ７０６において、幹事再保険外交員は（図１９の「プロ
セス開始（Ｓｔａｒｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）」ボタン１９１０をクリックすることで）選択
された受再者／ブローカーから引受希望シェアをリクエストする。幹事再保険外交員は、
クォーテーションのリクエストの出状について上述したものと同じ技術的メカニズム／プ
ロセスを使用して、引受希望シェアディスパッチのリクエストをリリースする。たとえば
、引受希望シェアディスパッチのリクエストには複数の再保険プログラムが関与している
ことがある。その文書（非定型）はいずれも、自動的に準備されたクォートスプレッドシ
ート（定型）と一緒に特定の受再者またはブローカー用のパッケージファイルに圧縮され
ている。
【０２２３】
　幹事再保険外交員が引受希望シェアのリクエストをリリースした後、ステップ７０８で
は、リクエストを関係者の受再者宛に送付する。このリクエストは、たとえば、受再者に
再保険パッケージをダウンロードするよう求めるｅ－メールである。このパッケージには
、添付文書（非定型）と、引受希望シェアを指定する場となるフォーマット済クォートス
プレッドシートファイル（定型）とを含むことが可能である。この出状は、クォーテーシ
ョンのリクエストの出状について上述した方法と同じ方法で行われる。
【０２２４】
　図２０Ａ～図２０Ｃは、引受希望シェアのリクエスト用の代表的なダウンロードファイ
ルのコンテンツを示している。このファイルには複数のワークシートを有するＥｘｃｅｌ
ワークブックが含まれる。図２０Ａに示されるように、第１のシート２０００は、引受希
望シェアのリクエストについての背景、引受希望シェアを提出する上での指示、出再者の
連絡先の情報を受再者に与えるものである。これらの代表的な指示の中には、ワークブッ
クが１以上の再保険プログラムに関する引受希望シェアのリクエストであり、そのワーク
ブックには「非割合」タブと「割合」タブとがある旨が説明されている。非割合タブには
、引受希望シェアを必要とする非割合プログラム（該当する場合）が含まれる。割合タブ
には、引受希望シェアを必要とする割合プログラム（該当する場合）が含まれる。この指
示では、ワークブックの異なるワークシートを、ワークブックと一緒に送信されている可
能性のあるすべての文書と一緒にレビューするよう受再者に求めている。また、この指示
では受再者の引受希望シェアを指定されたフィールド（斜線付きの黄色など）に入れるよ
う受再者に求めている。さらに、指示には、どのように参加を拒否するか、引受希望シェ
ア終了時に文書をどのように出再者にリターンするか、引受希望シェアの期限はいつか、
質問がある場合は誰に連絡を取ればよいかといったことも説明されている。このワークブ
ックの第１のシート２０００には、引受希望シェアを終えることに関する一般的なコメン
トを入れておくことも可能である。
【０２２５】
　図２０Ｂは、非割合特約の引受希望シェアを入力するための代表的なワークシート２０
０２を示している。スプレッドシートの左側の部分２００４には、出再者が過去に入力し
たものとして、特約について説明する定型の特約データ（日付、レイヤリング番号、保険
種目、免責額、復元、提案された料率など）がリストアップされている。スプレッドシー
トの左側の部分２００４のデータフィールドは保護され、受再者が上書きできないように
なっている。スプレッドシートの右側の部分２００６にはデータフィールドが設けられ、
受再者はここに引受希望シェアを入力する。非割合ワークシート２００２と同様に、図２
０Ｃは割合特約の引受希望シェアを入力するための代表的なワークシート２００８を示し
ている。
【０２２６】
　図７Ｂに示されるように、受再者が引受希望シェアのリクエストを受け取った後、ステ
ップ７１０において、受再者のグローバルクライアントオフィスは、プログラム構造が最
初にクォートしたものと比較して大きく変更されているか否かを判断する。グローバルク
ライアントオフィスは、交渉の対象となるオプションも示し、特約ごとに最終料率を入力
する。
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【０２２７】
　ステップ７１０において、構造がさほど変更されていない場合は、プロセスはステップ
７１２Ａにスキップし、この時点でグローバルクライアントオフィスはローカルクライア
ントマネージャによる引受希望シェアの作成（後述）をリクエストできる状態にある。し
かしながら、構造が大きく変更されている場合は、ステップ７１２Ｂにおいて、グローバ
ルクライアントオフィスは、アンダーライター、グローバルクライアントマネージャ、ロ
ーカルクライアントマネージャを任命して引受希望シェアの仕事を任せ、アンダーライタ
ーに新たな引受希望シェアのクォーテーションの提供を要請する。クォーテーションフェ
ーズ２（図６のステップ６０２を参照のこと）と同様に、アンダーライターは、そのクォ
ーテーションに取り組む合意をするか否かを判断する。アンダーライターが作業を断るの
であれば、アンダーライターはグローバルクライアントオフィスに拒否の旨を通知し、ス
テップ７１２Ｂに戻ってグローバルクライアントオフィスが別のアンダーライターを任命
する。作業を割り当て直すのではなく、グローバルクライアントオフィスは最初に任命し
たアンダーライターに作業を行うよう強く依頼してもよい。
【０２２８】
　アンダーライターが作業を引き受けた場合は、ステップ７１６において、アンダーライ
ターは新たな技術クォートを作成する。
【０２２９】
　新たな技術クォートが完成した後（あるいは構造がさほど変更されていない旨をグロー
バルクライアントオフィスがステップ７１０で判断した後）、ステップ７１２Ａにおいて
、グローバルクライアントオフィスはローカルクライアントマネージャからの引受希望シ
ェアをリクエストする。ただし、ローカルクライアントマネージャが引受希望シェアを作
成する前に、ステップ７１２Ｂのグローバルクライアントオフィスと同様に、まずはロー
カルクライアントマネージャが作業を引き受けなければならない。このため、ステップ７
１８では、グローバルクライアントマネージャは引受希望シェアを準備するタスクを引き
受けるか否かを判断する。
【０２３０】
　グローバルクライアントマネージャが作業を引き受けない場合、グローバルクライアン
トオフィスは拒否の旨を通知され、ステップ７１２Ｂに戻って新たなグローバルクライア
ントマネージャを任命する。作業を割り当て直す代わりに、グローバルクライアントオフ
ィスは最初に任命したグローバルクライアントマネージャに作業を行うよう強く依頼して
もよい。
【０２３１】
　グローバルクライアントマネージャが作業を引き受けたと仮定し、ステップ７２０にお
いて、グローバルクライアントマネージャは出再者の最終料率に基づいて引受希望シェア
（定型データ）を入力する。引受希望シェアを決定するにあたり、ローカルクライアント
マネージャは出再者に意見を求めることができる。さらに、ローカルクライアントマネー
ジャは、最初のクォーテーションを提供したアンダーライターと特約について協議するこ
とが可能である。
【０２３２】
　ローカルクライアントマネージャが引受希望シェアを作成した後、ステップ７２２にお
いて、グローバルクライアントマネージャは引受希望シェアをレビューする。ステップ７
２４では、グローバルクライアントマネージャは引受希望シェアを受け入れるか引受希望
シェアを拒否し、補正をリクエストする。
【０２３３】
　グローバルクライアントマネージャが引受希望シェアを拒否した場合、ステップ７２６
において、受再者インタフェース３１４はローカルクライアントマネージャに拒否の旨を
通知し、ローカルクライアントマネージャに引受希望シェアを改訂する機会を与える。
【０２３４】
　改訂を行った後、ステップ７２２に戻り、グローバルクライアントマネージャは改訂後
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の引受希望シェアをレビューし、これが受け入れ可能であるか否かをステップ７２４で判
断する。このレビューのプロセス（ステップ７２２、７２４、７２６）はグローバルクラ
イアントマネージャが引受希望シェアを受け入れるまで繰り返される。
【０２３５】
　ステップ７２６でグローバルクライアントマネージャが引受希望シェアを受け入れたら
、続いてステップ７２８で、グローバルクライアントオフィスは特約ごとに引受希望シェ
アを出再者にリターンする。引受希望シェアのプログラムクォートには、たとえば、スプ
レッドシートファイル（定型）と書類の添付資料（非定型）とを含み得る。
【０２３６】
　図７Ｂは、最終プログラム構造を入力し、交渉の対象となるプログラム／レイヤオプシ
ョンを作り、特約ごとに最終料率を入力する責任をグローバルクライアントオフィスが担
う、集中的なモデルを示している。分散的なモデルでは、グローバルクライアントオフィ
ス（分散的なモデルには存在しない）ではなく、ローカルクライアントマネージャがこれ
らのタスクを実行する。
【０２３７】
　図７Ａに戻り、ステップ７２８で受再者が引受希望シェアを出再者にリターンした後、
ステップ７３０において出再者の再保険外交員が引受希望シェアをレビューし、変更が必
要であるか否かを判断する。再保険外交員は、引受希望シェアを定型データとしてホスト
サーバ２０１にロードし、出再者インタフェース３１２によって提供された特別報告書と
画面の値を比較する。
【０２３８】
　出再者の再保険外交員が受け取る引受希望シェアが電子的なものではない（ファックス
または郵便で受け取るなど）場合、再保険外交員は引受希望シェアを手作業で入力しなけ
ればならない。図２０Ｄおよび図２０Ｅはそれぞれ、引受希望シェアを再保険外交員が手
作業で入力するのに用いられる代表的な画面２０１０および２０１２を示している。図２
０Ｄは、出状された引受希望シェアのステータスページを示している。ボックス２０１４
で示されるように、再保険外交員は、このプログラムの引受希望シェアをリストアップさ
れた受再者から受け取っていない。その後再保険外交員が引受希望シェアの回答を電話ま
たはファクシミリで受け取るとすれば、再保険外交員はクォーテーションを手作業で入力
しなければならない。このため、再保険外交員は「シェアを手入力する（Ｅｎｔｅｒ　Ｗ
ｒｉｔｔｅｎ　Ｓｈａｒｅ　Ｍａｎｕａｌｌｙ）」ボタン２０１６をクリックする。
【０２３９】
　これを受けて、図２０Ｄに示されるように、出再者インタフェース３１２は、受再者ご
との入力引受希望シェアページ２０１２を表示させる。ここには、プログラム情報と提案
されたレイヤおよびオプションがリストアップされている。再保険外交員は受再者の提案
されたシェアを引受希望シェアボックス２０１８に入力する。
【０２４０】
　引受希望シェアをレビューした後、構造の補正が不可欠であると再保険外交員が判断し
た場合、ステップ７０２に戻って再保険外交員は新たな構造および／または価格を選択す
る。続いてプロセスは構造が補正されている以外は上記にて概説したように７０２から継
続される。
【０２４１】
　ステップ７３０で再保険外交員が引受希望シェアを受け入れた場合は、ステップ７３２
に進み、合意された引受希望シェアは署名して事業のプレースを終えられる状態にある。
【０２４２】
　図２１Ａおよび図２１Ｂは、ステップ７３０および７３２で受再者からの引受希望シェ
アを再保険外交員がレビューして合意するのに用いられる代表的な画面２１００および２
１０２を示している。図２１Ａに示されるように、出再者インタフェース３１２には、出
再者のデイリーアジェンダの中に引受希望シェアがリストアップされる。交渉ディスパッ
チを作成すると、デイリーアジェンダには交渉データ比較用のレコードと交渉プロセスに
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参加する一受再者／ブローカーごとに１つのレコードとが表示される。
【０２４３】
　受再者は、交渉ワークシートを引受希望シェアと合わせてｅ－メールの添付ファイルと
して再保険外交員にリターンする。再保険外交員はこのファイルを再保険外交員のハード
ドライブに保存する。このようにしてファイルを出再者インタフェース３１２にアップロ
ードできるようになる。あるいは、再保険外交員は引受希望シェアを手作業で出再者イン
タフェース３１２に入力することもできる。
【０２４４】
　図２１Ａの引受希望シェアリンク２１０６がクリックされたことに応答して、出再者イ
ンタフェースは図２１Ｂの画面２１０２を表示する。画面２１０２において、再保険外交
員は、回答フィールド２１０８で「クォーテーションの完成（Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ　ｃｏ
ｍｐｌｅｔｅ）」オプションを選択し、「Ｇｏ」ボタン２１１０をクリックして引受希望
シェアに合意する。引受希望シェアのチェックボックス２１１２は、受再者からの交渉フ
ァイルの処理に成功し、引受希望シェアデータの欠けている行が残っていないことを示す
。
【０２４５】
　「クォーテーションの完成（Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）」が選択された
ことに応答して、出再者インタフェース３１２は、再保険外交員のデイリーアジェンダを
図２１Ａに示すように更新する。具体的には、受再者のレコードが完成してデイリーアジ
ェンダから削除され、「シェアに署名する（Ｓｉｇｎ　Ｓｈａｒｅ）」レコードだけが残
ることになる。
【０２４６】
　図７Ａのステップ７３２の終了は、図３の交渉ステップ３０７の終わりならびに、再保
険プレースのプロセス全体の評価および交渉フェーズ３の終わりを示す（図１および図３
を参照のこと）。ステップ３０７の終わりは、出再者インタフェース３１２の評価および
交渉ステージ３２０と受再者インタフェース３１４の交渉ステージ３２６の終わりとも一
致する。
【０２４７】
　フェーズ４、ステップ３０４
【０２４８】
　図３を参照すると、ステップ３０７でプログラムおよび引受希望シェアを交渉した後、
ステップ３０８で事業のプレースを終えて再保険プレースのプロセスは終了する。ステッ
プ３０８は、出再者インタフェース３１２のプレースステージ３２２と一致し、受再者イ
ンタフェース３１４の署名ステージ３２８と一致する。
【０２４９】
　図８は、事業プレースステップ３０８を終えるための代表的な方法の大枠を示している
。図示のように、図８においてＬＲＯ、ＲＯ、受再者と付した横の行で明らかなとおり、
事業プレースステップ３０８には出再者（幹事再保険外交員および再保険外交員）と受再
者とが関与する。このステップでは、出再者は出再者インタフェース３１２のプレースス
テージ３２２で交信し、受再者は受再者インタフェース３１４の署名ステージ３２８で交
信する。
【０２５０】
　ステップ７３２で引受希望シェアに合意した後、出再者の再保険外交員はステップ８０
０で最終シェアを割り当てる。再保険外交員は、クォーテーションのリクエストおよび引
受希望シェアのリクエストについて上述したものと同じ技術的メカニズム／プロセスを使
用して、各関係者に最終シェアを割り当てる。再保険外交員は、引受シェアを定型データ
として獲得し、書類を非定型データとして添付する。
【０２５１】
　シェアを割り当てたら、ステップ８０２において、幹事再保険外交員は最終シェアをレ
ビューし、必要に応じて変更をほどこす。次に、幹事再保険外交員は最終シェアを承認し
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、これを定型データとして受再者宛に出状する。最終シェアの出状には、クォーテーショ
ンのリクエストおよび引受希望シェアのリクエストについて上述したものと同じ技術的メ
カニズム／プロセスを必要とする。
【０２５２】
　図２２Ａおよび図２２Ｂは、最終シェアを割り当てるための代表的な出再者インタフェ
ース画面２２００および２２０２を示している。図２２Ａに示されるように、出再者イン
タフェース３１２は、出再者のデイリーアジェンダに、最終シェアに署名するタスクをリ
ストアップする。図２２Ａの「Ｓｉｇｎ　Ｓｈａｒｅ」リンク２２０１がクリックされた
ことを受けて、出再者インタフェースは図２２Ｂの画面２２０２を表示する。画面２２０
２において、出再者は引受シェアデータフィールド２２０３に最終引受シェアを入力する
。出再者はチェックボックス２２０４を使ってリーダー（単数または複数）を選択し、「
Ｇｏ」ボタン２２０６をクリックして受再者に彼らの最終シェアを通知する。
【０２５３】
　図８を参照すると、ステップ８０４において、受再者またはブローカーは自己の最終シ
ェアの通知を受ける。この通知は、たとえば、受再者／ブローカーに再保険パッケージの
ダウンロードをリクエストするｅ－メールである。各関係者にそれぞれのシェアが伝えら
れる。集中的なモデルでは、グローバルクライアントオフィスが最終シェアに署名する。
分散的なモデルでは、ローカルクライアントマネージャが最終シェアに署名する。
【０２５４】
　図２３Ａおよび図２３Ｂは、最終引受シェアの確認をするための代表的なダウンロード
ファイルの中身を示している。このファイルには複数のワークシートを有するＥｘｃｅｌ
のワークブックが含まれる。図２３Ａに示されるように、第１のシート２３００は、引受
シェアの確認について受再者に説明するものであり、出再者の連絡先情報を含んでいる。
シート２３００には、ワークブックが１以上の再保険プログラムの引受シェア確認である
旨が説明され、ワークブックに「非割合」タブと「割合」タブが含まれる旨も説明されて
いる。非割合タブには非割合再保険プログラム（該当する場合）が含まれる。割合タブに
は割合再保険プログラム（該当する場合）が含まれる。
【０２５５】
　図２３Ｂは、最終引受シェアを報告するための代表的なワークシート２３０２を示して
いる。スプレッドシートには、出再者が過去に入力したものとして、特約について説明す
る定型の特約データ（日付、レイヤリング番号、保険種目、免責額、復元、提案された料
率など）がリストアップされている。カラム２３０４には各プログラムの引受シェアがリ
ストアップされる。
【０２５６】
　典型的な事例では、最終シェアは引受希望シェアと等しくなる。しかしながら、出再者
が全額引受できなかった場合あるいは受再者がプロセスの後になって手を引いた場合など
、時には最終シェアと引受希望シェアとに開きが出る場合もある。この場合、手を引いた
受再者のシェアを残りの関係者間で均等に分割することが可能である。よって、残りの関
係者は各々調整後のシェアを引き受けまたは拒否することになる。
【０２５７】
　図８に戻ると、参加受再者がそれぞれの最終シェアを受けた後、再保険外交員は確定事
業規則をステップ８０６で決済システムに入力し、ステップ８０８で再保険特約書を印刷
する。次に、ステップ８１０、８１２、８１４では、幹事再保険外交員、再保険外交員、
受再者がそれぞれ約款に署名する。ステップ８１６および８１８では、署名の入った約款
を受再者と出再者の双方が所持する。最後に、ステップ８１８において、該当する事業が
プレースされる。
【０２５８】
　本発明の一実施形態では、ステップ８０６～８２０が少なくとも部分的に電子的な手段
で行われ、好ましくは完全に電子的な手段で行われる。言葉を変えると、ステップ８０６
～８２０の一部または全部に、出再者と受再者（単数または複数）を特約の契約条件なら
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びに引受希望シェアに法的に拘束する電子取引が両当事者間で用いられる。要するに、ホ
ストサーバ２０１は出再者が割り当てして受再者（単数または複数）が合意したシェアと
最新の契約条件とを獲得し、対応する定型データおよび非定型データを最終的な拘束力の
ある合意条項すなわち約款に取り入れる。
【０２５９】
　電子署名、電子メール、電子査定、デジタル文書作成などのオンライン取引ツールを利
用して、出再者および受再者（単数または複数）は、ステップ８０８～８１８に示される
ように最終的な拘束力のある合意条項をやり取りし、署名し、アーカイブを作成する。最
近になって制定された連邦法（国内外における商取引に関する電子署名法および統一電子
取引法など）では、これらの電子署名や電子契約に法的効力を与えている。
【０２６０】
　ステップ８１８の再保険事業のプレースの最後は、図３のステップ３０８およびフェー
ズ４の終わりを示し、よって再保険プレースのプロセス全体の終わりを示している。
【０２６１】
　図３を参照すると、受再者への出状は１回の発生として説明されてはいるが、これらの
出状はもちろん複数回繰り返されることもある。たとえば、ステップ３０４では、出再者
がクォーテーションのリクエストを受再者のグループ宛に出状した後で別の受再者を配分
の中に入れなければならないことに気付いた場合、本発明のこの実施形態によれば、出再
者は図１２Ｂの画面１２１８に戻り、追加の受再者を選択し、リクエストをその受再者に
も出状する。別の例として、クォーテーションのリクエストを出状した後、出再者が望ま
しいクォーテーションをひとつも受け取れないこともあり、この場合はステップ３０３お
よび３０４（図３）に戻って改訂を行い、同じ受再者のグループに対してプログラムの出
状をやり直すことができよう。別の例として、交渉ステップ３０７で引受希望シェアのリ
クエストの出状が複数回必要になる場合がある。よって、当業者であれば明らかなように
、図３のプロセスについては、それぞれの状況での必要性に応じてループして出状ステッ
プに戻ることが可能である。
【０２６２】
　出再者を再保険プレースのプロセスにナビゲートするだけでなく、本発明の典型的な実
施形態では、出再者はプロセスの間と後に格納された多種多様な概要報告書ならびに詳細
報告書を得られる。たとえば、出再者インタフェース３１２ではいくつかの報告書が得ら
れ、出再者はこれを使って非割合または割合特約全件の報告書ならびに１つのプログラム
内に含まれる特約全件の報告書などの特約レベルデータを閲覧することができる。一例と
して、図２４Ａおよび図２４Ｂは、プログラム概要ページ２４０８およびプログラム詳細
２４１０をそれぞれ示している。ページ２４０８には、事業グループ、グループ部門、事
業機会、保険種目、特約形態などの適切なデータと一緒に、出再者の進行中のプロポーザ
ルがリストアップされ、それぞれのステータスが示されている。ページ２４１０には、事
前にクォートされた保険料ならびに引受希望シェア、クォートされた保険料ならびに引受
希望シェア、交渉による保険料ならびに引受希望シェアをはじめとするプログラムの詳細
がリストアップされる。
【０２６３】
　再保険プロセスの制御とレポーティングに加えて、本発明の別の実施形態では大規模な
データアーカイブ作成機能が得られる。アーカイブ作成機能によって、再保険データおよ
び取引履歴の価値のある保管庫が提供される。
【０２６４】
　本発明のアーカイブ作成機能によれば、図３のプロセス全体を通して生成されたすべて
のデータ（定型または非定型）、取引情報、通信内容を、書込保護されたファイルの形で
１以上のデータベースレポジトリに格納する。たとえば、出再者のプログラム要件、リス
クデータ、プログラムに関する通信内容、受再者からのプロポーザルを、ホストサーバ２
０１上に格納する。アーカイブ作成機能では、クォーテーションのリクエスト、提出され
たプロポーザル、プロポーザルに関係する通信内容を含む受再者宛に出状されたデータな
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らびに出再者のファイルを、ファイル転送サーバ２０２上に格納する。もちろん、アーカ
イブ作成機能によって、ローカルネットワークまたは出再者のハードドライブなどのロー
カルに上記の情報を格納することもできる。
【０２６５】
　アーカイブ化される個々のデータは、本発明の具体的な実現形態ならびに出再者の個別
事情によって異なる。代表的な実現形態では、アーカイブ作成機能によって図３のプロセ
スの中でデータ、プロポーザルまたは通信内容がまとめられた要点を獲得する。たとえば
、本発明の一実施形態では、リスクデータの提供と調印ならびに、提案申込書（プログラ
ム）または提案されたリニューアルパッケージの作成および調印に関与する全当事者の活
動を文書化した監査証跡を自動的に作成する。監査証跡には、たとえば、個人の識別、時
刻、日付、それぞれの当事者の注釈を含み得る。
【０２６６】
　図３のプロセスの要点をアーカイブ化するもうひとつの例として、ステップ４０６（図
４）の後で印刷されたリスクデータをアーカイブ化することができ、ステップ５１０（図
５）の後で出状されたリニューアルプログラムをアーカイブ化することができ、ステップ
６２４（図６）の一部としてクォートをアーカイブ化することができる。通信内容に関し
ては、出再者と受再者（単数または複数）との間でなされた協議のスレッドをアーカイブ
化し、完全な取引記録を提供する。図１５、図１７Ａ、図２０Ｄ、図２１Ｂは、代表的な
協議のスレッドを示している。この通信記録は、両当事者間でのコラボレーションにオフ
ラインでの通信（会議、電話など）を伴うことの多い交渉ステップ３０７で特に有用であ
る。このアーカイブ作成機能を用いることで、出再者はこれらのオフライン通信の趣旨を
入力し、再保険プレースのプロセスをさらに効率よく追跡することができる。
【０２６７】
　アーカイブ作成機能によって構築されたデータレポジトリを十分に活用し、本実施形態
の別の態様では大規模なデータ編集操作機能が得られる。編集操作機能は出再者がクォー
テーションを定型化する作業を楽にするもので、たとえばコピープログラム機能が含まれ
る。
【０２６８】
　コピープログラム機能は基本特約データを（リニューアル前年の）過去に入力されたリ
ニューアル情報からコピーし、データを当年のリニューアルに容易に利用できるようにす
る。出再者はコピーしたデータを必要に応じて編集または修正することができる。図２５
Ａ～図２５Ｃは、出再者インタフェース３１２の代表的な画面を示し、出再者はこれを使
ってリニューアルデータをコピーすることができる。図２５Ａに示されるように、この機
能を有効にするには、出再者はリンク２５０２をクリックする。これによって、図２５Ｂ
に示されるように出再者は新たなプログラム名をフィールド２５０４に入力することがで
きる。また、出再者は、図２５Ｂに示される他の詳細内容を必要に応じて補正することも
できる。一旦終えたら、出再者は「Ｃｏｐｙ」ボタン２５０６をクリックする。これを受
けて、図２５Ｃに示されるように、新たなプログラムが作成され、「サブミッションを準
備する（Ｐｒｅｐａｒｅ　Ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ）」画面に表示される。出再者は、図２
５Ｃに示されるようにプログラムの詳細を修正することができる。
【０２６９】
　本発明の別の実施形態は、再保険プレースの専門用語の国際標準を定める国際共通用語
ソフトウェアツールを提供すると同時に、ユーザに都合よくアクセス可能な用語集を提供
するものである。従来の実務では、再保険プレース事業の国際的な調和に対する大きな障
害に、世界の異なる地域で使われる対照的な専門用語がある。特に、同一の再保険プレー
スの概念が、アジア、欧州、米国などの３種類の市場で３通りの名称で呼ばれることがあ
る。また、異なる市場で別の再保険プレースの概念を表すものとして同一の用語が使われ
ることもある。当然のことながら、グローバルな再保険取引の関係者であれば用語の多く
が紛らわしいことに気付くことになる。
【０２７０】
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　こうした専門用語の問題に対処するために、本発明は、関係者、プロセス、算定、その
他の概念など、再保険プレース事業の構成要素を示すのに用いられる名称を標準化する世
界共通のユーザインタフェースおよびテンプレートを構築するものである。出再者インタ
フェース３１２および受再者インタフェース３１４は、これらの世界共通のユーザインタ
フェースの例である。本発明のこの実施形態によれば、インタフェース３１２および３１
４ではそれぞれ、プログラム契約条件、期間、価格などの再保険関連データを説明する上
で同一の名称を使用している。たとえば、図１１Ｄは、出再者インタフェース３１２で用
いられるプロポーザル／プログラム情報（プログラム、再保険のタイプ、保険種目、危険
など）および非割合レイヤおよびオプション（特約形態、カバー、ＡＡＤおよびＡＡＬな
ど）の標準化した名称を示し、これを受再者インタフェース３１４にも反映させている。
このように、出再者と受再者は互いに合意した定義を使って標準化フレームワーク内で取
引することができる。参加する出再者および受再者の数が増えるにつれて、標準化した専
門用語が一層広く受け入れられるようになるため、すべての関係者が市場について理解し
やすくなり、真に世界市場の妨げとなる専門用語の障害が取り除かれ、再保険プレースが
なお一層効率のよいものとなる。
【０２７１】
　本発明のこの実施形態の国際共通用語は、クォーテーションのリクエスト、引受希望シ
ェアのリクエスト、署名された確認内容との絡みで、出再者と受再者との間でやり取りさ
れる定型データによってさらに普及する。たとえば、図１３Ｂ～図１３Ｄを参照して上述
したクォーテーションワークブックは、標準名称で表される標準見出しの下に、出再者と
受再者が、契約条件、価格、シェアを入力するのに用いるテンプレートを提供するもので
ある。出再者および受再者は、このテンプレートを使用すれば、国際共通用語を理解して
これを受け入れられることになる。
【０２７２】
　出再者および受再者が国際共通用語を理解してこれに従うのを手助けするために、本発
明のさらに別の実施形態では、マウスポインタを再保険プレース用語の上に合わせたとき
に定義のポップアップボックスまたはウィンドウを表示する国際共通用語ソフトウェアツ
ールを提供する。図２６はこのポップヒント機能を示している。ユーザインタフェース上
の各用語は、こうした用語の定義を他の市場での類語または同義語と一緒に収録した用語
集データベースにリンクしている。したがって、図２６に示されるように、「ｃｏｖｅｒ
」という用語は定義にリンクしている。「再保険レイヤのカバー（レイヤ）。保険契約ま
たは再保険契約の条項に従い提供される、損害に対する保護。」このように、たとえばユ
ーザにとってデータフィールドの中身が何を意味しているのか定かでなかった場合、この
ユーザは該当するデータフィールドの名称の上にマウスポインタを合わせるだけでその名
称の定義あるいは、おそらくはユーザにとって馴染みの深い類語にアクセスできる。
【０２７３】
　本発明の一実施形態によれば、ポップ辞書機能は出再者インタフェース３１２または受
再者インタフェース３１４のバックグラウンドで動作し、マウスポインタが指定の用語の
上におかれたときに用語集データベースの中身を表示する。本発明のさらに他の実施形態
では、ポップ辞書機能を受再者へのスプレッドシートファイルのディスパッチの一部とし
て入れておき、異なる受再者がファイルを開いたときに受再者がその用語集にアクセスし
、リクエストされた情報について理解し、データフィールドに正しい内容を記載できるよ
うにする。
【０２７４】
　本発明の再保険プレースシステムおよびプロセスは、以下にあげるもののうち１以上を
含む大きな利点をもたらすものである。
　・プロセス全体の一層良好な制御
　・出再者が再保険のプログラムを開発し、リスクを市場に出再する上でのコラボレーシ
ョンの要件を管理できるようにする、特約事業の作成およびリニューアルに対する解決策
　・透明性の増大
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　・ポートフォリオを最適化できる可能性の向上
　・プレース速度の増加
　・別の解決策提供の促進
　・内部での再保険データ収集および検証の複雑さを制御し、再保険パートナーとのコラ
ボレーションを簡単にすることで、保険業者と受再者との間の価値連鎖の出再者側での一
層効果的な管理を助長
　・すべての内部再保険データについての共有のレポジトリを作成し、市況および機会の
ベンチマーキングを単純化することによる、プレース全件の可視性およびレポーティング
の提供
　・時間の節約になるプロセス（これについては戦略的なレビューおよび分析に適用可能
）を構築し、タイミングの良いデータ配信を行うことによる、戦略的な意志決定の支援。
【０２７５】
　本願明細書では本発明を再保険に照らして説明しているが、本発明のシステムおよび方
法は形態を問わずどのような保険の販売、また他者のリスクを引き受けるための合意条項
の生成にも同等に適用されることは、当業者であれば明らかであろう。
【０２７６】
　本発明の好ましい実施形態についての上記の開示内容は例示および説明を目的としてあ
げたものである。全体を網羅することや本発明をここに開示の厳密な形に限定することは
想定していない。上記の開示内容からみれば、当業者には本願明細書に記載の実施形態に
対する多くの変更例および改変例が自明であろう。本発明の範囲は特許請求の範囲の記載
内容ならびにその等価物によってのみ定義されるものである。
【０２７７】
　さらに、本発明の典型的な実施形態を説明するにあたり、明細書では本発明の方法およ
び／またはプロセスを特定のステップの並びとしてあげている部分がある。しかしながら
、この方法またはプロセスが本願明細書に記載のステップの特定の順番に依存しない範囲
で、当該方法またはプロセスはここに記載の特定のステップの並びに限定されるものでは
ない。当業者であれば明らかなように、ステップの並びを変えることも可能な場合がある
。したがって、明細書に記載のステップの特定の順序は特許請求の範囲に記載の内容を限
定するものとは解釈されないものとする。また、本発明の方法および／またはプロセスを
対象とする特許請求の範囲は、そこに記載の順序でステップを実行することに限定される
ものではなく、当業者であれば、こうした並びについては変更してもよく、それでもなお
本発明の趣旨および範囲が維持されることは容易に判断できよう。
【図面の簡単な説明】
【０２７８】
【図１】本発明の一実施形態による、再保険プレースのプロセスの４つのフェーズを示す
フローチャートである。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による、本発明の方法を実施するための代表的なシステム
アーキテクチャの概略図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による、本発明の方法を実施するための代表的なシステム
アーキテクチャの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による、図１の４つのフェーズをより詳細に示すフローチャ
ートである。
【図４】本発明の一実施形態による、出再者がリスクデータを集めて再保険の需要を評価
するのに用いる代表的な方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による、出再者がリニューアルパッケージを準備し、このパ
ッケージを受再者宛に出状するのに用いる代表的な方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態による、受再者が再保険クォートを提供するのに用いる代表
的な方法を示すフローチャートである。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、出再者および受再者がそれぞれクォートを評価し
て再保険プレースの交渉を行うのに用いる代表的な方法を示すフローチャートである。
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【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、出再者および受再者がそれぞれクォートを評価し
て再保険プレースの交渉を行うのに用いる代表的な方法を示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態による、再保険事業のプレースを完了するための代表的な方
法を示すフローチャートである。
【図９Ａ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが事業機会を作成するのに用い
る代表的な画面を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが事業機会を作成するのに用い
る代表的な画面を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが事業機会を作成するのに用い
る代表的な画面を示す図である。
【図９Ｄ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが事業機会を作成するのに用い
る代表的な画面を示す図である。
【図９Ｅ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが事業機会を作成するのに用い
る代表的な画面を示す図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態による、出再側トランザクタがリスクデータを収集して
一覧表示するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態による、出再側トランザクタがリスクデータを収集して
一覧表示するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｃ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｄ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｅ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｆ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１１Ｇ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが再保険構造プロポーザルを
準備して送付するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャがクォーテーションのリクエ
ストのディスパッチを作成するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャがクォーテーションのリクエ
ストのディスパッチを作成するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１２Ｃ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャがクォーテーションのリクエ
ストのディスパッチを作成するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１２Ｄ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャがクォーテーションのリクエ
ストのディスパッチを作成するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１２Ｅ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャがクォーテーションのリクエ
ストのディスパッチを作成するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態による、出再者によって提案されたプログラムに対する
クォーテーションを受再者が提供するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態による、出再者によって提案されたプログラムに対する
クォーテーションを受再者が提供するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１３Ｃ】本発明の一実施形態による、出再者によって提案されたプログラムに対する
クォーテーションを受再者が提供するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１３Ｄ】本発明の一実施形態による、出再者によって提案されたプログラムに対する
クォーテーションを受再者が提供するのに用いる代表的な画面を示す図である。
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【図１４】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを出
再者が受け取るのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを出
再者が受け取るのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを
出再者が受け取るのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを
出再者が受け取るのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを
出再者が手作業で入力するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを
出再者が手作業で入力するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１７Ｃ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたクォーテーションを
出再者が手作業で入力するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが各受再者から受け取ったク
ォーテーションを比較するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが各受再者から受け取ったク
ォーテーションを比較するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１８Ｃ】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが各受再者から受け取ったク
ォーテーションを比較するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態による、出再側マネージャが受再者と交渉する参加契約条
件を準備するのに用いる代表的な画面を示す図である。
【図２０Ａ】本発明の一実施形態による、引受希望シェアに対するリクエストの代表的な
ダウンロードファイルのコンテンツを示している。
【図２０Ｂ】本発明の一実施形態による、引受希望シェアに対するリクエストの代表的な
ダウンロードファイルのコンテンツを示している。
【図２０Ｃ】本発明の一実施形態による、引受希望シェアに対するリクエストの代表的な
ダウンロードファイルのコンテンツを示している。
【図２０Ｄ】本発明の一実施形態による、引受希望シェアを再保険外交員が手作業で入力
するのに用いる代表的な画面を示している。
【図２０Ｅ】本発明の一実施形態による、引受希望シェアを再保険外交員が手作業で入力
するのに用いる代表的な画面を示している。
【図２１Ａ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされた、オファー引受希望
シェアを受け取るのに出再側マネージャが用いる代表的な画面を示す図である。
【図２１Ｂ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされた、オファー引受希望
シェアを受け取るのに出再側マネージャが用いる代表的な画面を示す図である。
【図２２Ａ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたオファーされた引受
希望シェアを再検討し、最終シェアを割り当てるのに出再側マネージャが用いる代表的な
画面を示す図である。
【図２２Ｂ】本発明の一実施形態による、受再者からリターンされたオファーされた引受
希望シェアを再検討し、最終シェアを割り当てるのに出再側マネージャが用いる代表的な
画面を示す図である。
【図２３Ａ】本発明の一実施形態による、最終引受シェアを確認するための代表的なダウ
ンロードファイルのコンテンツを示す画面を示す図である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施形態による、最終引受シェアを確認するための代表的なダウ
ンロードファイルのコンテンツを示す画面を示す図である。
【図２４Ａ】本発明の一実施形態による、出再者向けにプログラムおよびポートフォリオ
報告書を提供する代表的な画面を示す図である。
【図２４Ｂ】本発明の一実施形態による、出再者向けにプログラムおよびポートフォリオ
報告書を提供する代表的な画面を示す図である。
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【図２５Ａ】本発明の一実施形態による、受再者がこれを用いて既存のプログラムを新た
なプログラムに複製することが可能な代表的な画面を示す図である。
【図２５Ｂ】本発明の一実施形態による、受再者がこれを用いて既存のプログラムを新た
なプログラムに複製することが可能な代表的な画面を示す図である。
【図２５Ｃ】本発明の一実施形態による、受再者がこれを用いて既存のプログラムを新た
なプログラムに複製することが可能な代表的な画面を示す図である。
【図２６】本発明の一実施形態による、代表的なポップヒント機能を示す代表的な画面を
示す図である。
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