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AXA グループ、シニアエグゼクティブの人事と医療保障分野の
グローバルビジネスラインの新設を発表
˃ トーマス・ブベル、医療保障分野のグローバルビジネスラインの CEO、およびグループのマネジ
メントコミッティメンバーに就任
˃ ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ、AXA アジアの CEO、およびグループのマネジメントコミッティメン
バーに就任
˃ ジャック・ドゥ・ペレティ、アクサ生命の社長 兼 CEO、およびグループのエグゼクティブコミッティ
メンバーに就任
上記は 2015 年 3 月 1 日付の人事。
AXA グループは、会社組織の弛まぬ改善によってお客さまのご要望により良くお応えし、引き続きビジネスの発
展を図るために、本日、シニアエグゼクティブの人事と、医療保障分野のグローバルビジネスラインの新設を発表
します。
現アクサ生命社長 兼 CEO のジャン=ルイ・ローラン・ジョシは、AXA アジアの CEO に就任し、AXA の会長 兼
CEO アンリ・ドゥ・キャストゥルにレポートします。AXA アジアは、中国、インド、香港、そして東南アジアなどアジア
地域（日本を除く）における生命保険分野（貯蓄性商品を含む）および損害保険分野のビジネスを横断的に統括
します。AXA は 2013 年、アジア地域において 29 億ユーロの売上を計上するとともに、グループ全体の新契約価
値の 22％を創出しています。ローラン・ジョシは、現在 AXA のエグゼクティブコミッティメンバーであり、AXA アジ
アの CEO を退任するマイク・ビショップの職務を引き継ぎます。
また、ジャン=ルイ・ローラン・ジョシは、グループのマネジメントコミッティメンバーに就任します。
アクサ生命の社長 兼 CEO には、現 AXA フランスの AXA Particuliers/Professionels で CEO を務めるジャック・
ドゥ・ペレティが就任し、アンリ・ドゥ・キャストゥルにレポートします。アクサ生命は、死亡・医療保障分野の商品に
注力し、年間 50 億ユーロの売上を計上しており、グループの生命保険分野（貯蓄性商品を含む）において 5 番
目の規模となっています。なお、ジャック・ドゥ・ペレティはグループのエグゼクティブコミッティメンバーに就任しま
す。
アンリ・ドゥ・キャストゥルは今回の人事について以下のとおりコメントしています。「マイク・ビショップに心から感謝
の意を表したい。彼がリーダーシップを発揮し、アジア地域におけるビジネスの構築に尽力したことによって、AXA
アジアは、グループの成長エンジンのひとつとなった。彼が会社を去ることは誠に残念であるが、今後の活躍を祈
念している。」
「ローラン・ジョシは、2011 年に発生した東日本大震災の直前にアクサ生命の社長 兼 CEO に着任した。彼は、震
災対応において、エグゼクティブチームと共に、すばらしいリーダーシップを発揮し、お客さまや社員を支援するた
めに勇気ある行動を見せてくれた。また、彼とアクサ生命のチームは、会社の変革において目覚ましい成果を達
成するとともに、会社を収益を伴う成長軌道に乗せた。私は、ローラン・ジョシが参画意識の高いチームと共に、
AXA アジアを、地域の保険業界におけるリーディングカンパニーへと発展させてくれるものと確信している。」

「また、ジャック・ドゥ・ペレティをアクサ生命の新 CEO に任命できることをうれしく思う。ペレティは、フランスのみな
らずヨーロッパにおいて最も卓越した保険のスペシャリストであり、過去 13 年間、AXA フランスのエグゼクティブコ
ミッティメンバーとしてフランスにおけるビジネスの変革に貢献してきた。私は、彼がアクサ生命を新たな発展のス
テージへと導いてくれるものと確信している。」
また、AXA グループは、医療保障分野のグローバルビジネスラインを新設します。このビジネスラインはトーマ
ス・ブベルが担当し、アンリ・ドゥ・キャストゥルにレポートします。医療保障分野のグローバルビジネスラインは、損
害保険分野、生命保険分野に続いて 3 つ目のグローバルビジネスラインとなります。この人事と同時に、ブベル
はグループのマネジメントコミッティメンバーに就任します。また、現職である AXA ドイツの CEO 職を引き続き務
めて、AXA 北中東ヨーロッパ地域のＣＥＯであり、生命保険分野のグローバルヘッドであるジャック・ドゥ・ヴォクル
ワにレポートします。
AXA グループの医療保障分野のビジネスは、2013 年には 110 億ユーロの売上を計上し、世界で第 3 位（米国を
除く）の規模となっており、成熟市場と新興市場双方において地歩を築き、地域分散が進んでいます。このグロー
バルビジネスラインはパリに本部を置き、生命保険分野のグローバルビジネスラインと人材を共有します。
本件について、アンリ・ドゥ・キャストゥルは以下のとおりコメントしています。「医療保障は、お客さまをケアし、健
康で快適な暮らしをお過ごしいただくためのサポートをご提供する分野であり、お客さまをお守りするという私たち
の使命の中核を成すものである。医療保障分野に特化したグローバルビジネスラインの新設によって、医療保障
分野のビジネスに特化したグローバルなアプローチを実現し、AXA の専門性を活かして世界各地で拡大している
お客さまのニーズに対応することができる。現在、AXA グループの医療保障分野の委員会「グローバルヘルスボ
ード」の会長であるトーマス・ブベルは、これまでも AXA の医療保障分野の発展に貢献している。彼のリーダーシ
ップやＡＸＡドイツにおけるすばらしい実績も、彼がこの新たな取り組みを牽引するにふさわしい人材であることを
裏付けている。」
アンリ・ドゥ・キャストゥルは以下のとおり締めくくっています。「今回の人事がマネジメントコミッティやエグゼクティ
ブコミッティのみならず、グループ全体に恩恵をもたらすことを確信している。豊かな経験を有する経営陣は、長期
にわたる AXA の優位性を保つうえでの強みである。AXA は今後も保険業界において最高の人材を惹きつけ、そ
の育成に尽力していく。」
今回の人事は、2015 年 3 月 1 日付で、AXA グループのマネジメントコミッティおよびエグゼクティブコミッティの機
構に反映します。また、AXA グループのＨＰでご確認いただけます。
（http://www.axa.com/en/governance/structure/management）

トーマス・ブベル
2012 年に AXA ドイツ CEO として AXA に入社。着任前は、チューリッヒ ファイナンシャル サービス（ZFS）の
スイスの CEO、2005 年から 2008 年は、スイスのウインタートウルのボードメンバーとしてチーフオペレーテ
ィングオフィサーやチーフマーケティング・ディストリビューションオフィサーを歴任。また、2000 年から 2005
年は、ボストン コンサルティング グループでドイツおよび海外の銀行・保険セクターへのコンサルティング業
に従事。
WHU コブレンツ（ドイツ）の経営学修士号、ランカスター大学（イギリス）の MBA、ザンクトガレン大学（スイス）
の博士号を保有。2008 年、世界経済フォーラムの「Young Global Leader」に選出される。

ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ
2006 年、AXA によるウインタートウルの統合に伴い AXA に入社。AXA ベルギーのエグゼクティブコミッティ
メンバーに就任し、マルチディストリビューション業務を統括。着任前は、ベルギーの銀行におけるマネージ
ングディレクターおよび COO を経て、ウインタートウルヨーロッパアシュランシズにおいて生命保険の引受査
定の担当し、リテールおよび SME 部門のヘッドを歴任。2008 年、AXA ガルフ・中東の CEO に就任。
ベルギーのルヴァン・カソリック大学（Université Catholique de Louvain）にて経営管理学を修め、保険数理
学修士号を取得、またニューヨークのカレッジ・オブ・インシュランス（College of Insurance）にて MBA を取得。

ジャック・ドゥ・ペレティ
AXA グループによる UAP の買収によって 1996 年に AXA に入社。その後、ペレティ氏は AXA フランス内の
数地域を担当し、2001 年には AXA フランスのエグゼクティブコミッティメンバーに就任するとともに、AXA
Courtage （AXA フランスの代理店に特化した会社）の CEO に就任。2003 年には AXA Entreprises（AXA フ
ランスの SME ビジネスに注力する会社）の CEO に就任。2009 年には AXA Particuliers/Professionnels
（AXA フランスの小売業や個人事業主のお客さまに注力する会社）の CEO に就任。2006 年からフランス損
害保険協会の会長、2010 年から AXA Protection Juridique の会長、2012 年から AXA Banque の会長職を
それぞれ歴任。
パリのエコール・ポリテクニーク、国立航空宇宙大学院大学 (École nationale supérieure de l'aéronautique
et de l'espace)、トゥールーズ政治学院（Institut d'Etudes Politiques de Toulouse）、スタンフォード大学大学
院、Institut des Actuaires Francais 大学院を卒業。米国スタンフォード大学の修士号を保有。アクチュアリー。
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