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賠償責任リスクトレンド 
自動車業界

自動車業界は、電気自動車と自動運転車への変遷という激動の時代を迎えて

います。さまざまなテクノロジーの集中や今後の自動車業界の傾向は、賠償

責任保険のリスク状況に大きな影響を与えるでしょう。



トレンド 

コネクテッドカー/ソフトウェア制御自動車

自動車に使用される電子部品およびソフトウェアの重大性は近年増してきており、今後更に大
きくなっていくと予想されます。最新の自動車は「車輪付きの高性能コンピューター」と形容
され、複雑となるIT環境の一部となっています。テクノロジーの進化は事故の軽減や渋滞の解
消に役立ちます。一方で自動車が自動運転のソフトウェアによってよりますます制御されるこ
ととなり、よりインターネットに接続されることとなった場合、潜在的なソフトウェアの欠陥
とサイバーへのリスクは大きくなります。ドライビングアシストの技術の安全性は重要であ
り、そのシステムの欠陥は事故を引き起こし、自動車メーカーやそのサプライヤーの賠償問題
に発展します。

自動車プラットフォームの共有化

共有化されたプラットフォームによる自動車製造は自動車業界における重要な

傾向です。グローバルな自動車メーカーの多くは世界中でプラットフォームの

共用化とモジュラー戦略を採用することで従来の自動車プラットフォームの数

を減らしました。自動車メーカーのプラットフォームの共有化は潜在的なコス

ト削減とフレキシビリティの向上に寄与しましたが、同時にサプライチェーン

と品質管理の複雑化をもたらしました。メガプラットフォームによる部品の共

有化と部品発注量の増加は、同時発生する損害の潜在的可能性およびブランド

やモデルを横断した重大なリコールのリスクを引き起こす可能性があります。 

より厳格で広範なリコール規制

モデルを横断した部品の共通化と、多くの国の監督官庁による安全要件の厳格

化と警戒心の強まりによって、近年自動車リコールの件数は増加しています。

中国ではより厳しい規制を導入することで自動車業界のリコールシステムを向

上させ、インドでは自動車の義務的なリコールの指針の完成が近づいていま

す。 

米国運輸省の高速道路交通安全事業団(National Highway Traffic Safety 

Administration: NHTSA)はリコールの透明性を向上させ、報告されないリコ

ールを減らすための新しいデータベースの導入を始めています。多くの国で

は、より厳格で広範なリコール規制によって、リコールの規模や頻度が増加す

るでしょう。 

完成車メーカーからサプライヤーへのリスク移転 

完成車メーカーは潜在的な製造物責任、保証責任、リコール事故について、サプライヤー
により厳格な契約責任を求めるようになっています。Tier１サプライヤーは過去10年間の
サプライチェーンの統合により規模が大きくなり、新しい技術(LEDライトやバッテリー
など)の開発者となっています。この設計責任のシフトに伴い、自動車1台あたりのサプラ
イヤー側での価値創造は増加しています(現在は約75％)。このコストとリスクのサプライ
ヤーへの移転によって、自動車メーカーはそのコスト回収努力を強化し、リコールや保
証、修理費用を部品メーカーに請求することで、サプライヤーの生産物賠償責任やリコー
ル保険の損害率が悪化する可能性があります。
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コネクテッドカー/ソフトウェア制御自動車 

⚫ ̤                                                                                               完成車メーカーやサプライヤーは、コネクテッドカーに

おけるプライバシーとセキュリティ問題を最優先とする必
要があります。 

⚫ ̤        通常の生産物責任の一部としてのサイバー危険への意識

を高める。 

⚫ ̤                                                                             コネクテッドカーに強固なマルチレイヤーのサイバーセ

キュリティを装備します。 

⚫ 厳密なリスク評価アプローチを確立することでソフトウェ
アとデータセキュリティに対する潜在的な脆弱性、脅威、

リスクを特定します。 

⚫ 積極的にデータ侵害や脅威を監視、検出します。 

̤                                                                                                       ̤                                                                                                                 

⚫ ̤                                                                  自動車制御および事故の責任がドライバーから自動車
メーカーにシフトすることで、賠償責任に関する様々

な固有の、複雑な質問に対処します。 

⚫                                                                   コネクテッドカーのプライバシーとデータセキュリテ
ィに対するサイバーリスクを特定の補償で対処し、従

来の保険商品でのこのリスクを吸収しません。 

⚫                                                                   ビッグデータ分析の専門性を構築し、保険数理および
モデリング手法を構築し、更なる自律的な機能に備え

ます。 

̤

自動車プラットフォームの共有化 

⚫ ̤                                               グローバルで総合的品質管理(Total Quality 

Management: TQM)システムを導入し、技術的複雑性と
大量の共有化に関するリスクを扱います。 

⚫ グローバルでの大規模リコールを扱う、リコールプランを
向上させます。 

̤

⚫ ̤完成車メーカーのプラットフォームおよび部品共有化の
戦略について理解します。 

⚫    プラットフォームの共通化と完成車メーカー/サプライヤーの部品共

有化の使用を通じて、巨大損失、同時発生損失の潜在的な可能性につ
いて分析します。その可能性は引受アプローチに反映します。 

⚫ ̤                                                                  品質基準の継続的な適応および改善を行い、設計およ
び製造段階でのミスを最小にします。 

⚫ ̤部品サプライヤーの製品ポートフォリオおよび顧客の範囲を理解し

ます(契約の概要、規模や設計、主要製品のバッチサイズ等)。 

より厳格で広範なリコール規制 

⚫ ̤                                               サプライヤーは自動車リコールのデータベースや顧客からの
苦情、品質クレーム、修理記録を継続的に監視し、分析する

必要があります。 

⚫ ̤サプライヤーと完成車メーカーのリコールプランを評価します。 

⚫ 主要な市場におけるリコールデータを積極的、迅速に分析するプロセス
を実装します。 

̤
⚫ ̤                                               自動車メーカーは規制の変化について常に注目し、これらの
変化に対応する準備をしなくてはなりません。 ⚫ ̤                          リコール事故の頻度と重大度のパターンの変化を保険料算出に反映させ

ます。 

⚫ ̤                  リコールプランに対する改善と、規制や法律による報告要件

を満たしたリコール手続きの制定やアップデートを行うた
め、関連するすべての部門によって構成される組織を立ち上
げる(リコール担当者を含んだ部門横断組織など)。 

⚫ ̤                               政府の規制の変化と市場に与える影響を注意深く監視し、リコー
ル保険に与える影響について理解します。 

⚫ ̤リコールの演習(モックリコール)を通してリコールプロ

セスの潜在的な脆弱性を特定し修正し、リコールプラン
を改善させる。. 

完成車メーカーからサプライヤーへのリスク移転 

⚫ ̤設計や製造仕様を契約書面に明確に記載します。 

⚫    定期的に発注書の条件を更新し、賠償責任の移転に関する記載を明
確にし、適切に補償されるようにします。 

⚫ サプライヤーはリコールや賠償事故の根本原因を迅速に特定し、是
正措置の提案をするための準備をする必要があります。 

⚫ ̤事故が発生した際の迅速な対応を可能とするため、製品検査や受け
入れ基準に関する主要な記録を保持します。 

⚫ ̤サプライチェーンにおける被保険者の立ち位置と責任を理解し、リ
コール保険および生産物賠償責任保険に対する適切なアプローチを

行います。 

⚫ ̤                                      完成車メーカーとサプライヤーの関係性を注意深く監視し、それ
らの変化による賠償責任への影響を評価します。 
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