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ご　挨　拶

早稲田大学	理事　恩　藏　直　人

　皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました早稲田大学の理事をしております恩藏でございま

す。特に文科系の研究推進を担当しておりますので、大学を代表して一言ご挨拶をさせていただ

きます。

　まず、本日、皆様方ご多忙のところ、第二十二回産研アカデミック・フォーラム、「環境の変

化と保険会社の統合的リスクマネジメント」にお集まりいただきまして、本当にうれしく思って

おります。

　実は、二十二回という回数を改めて見て思ったことがございます。回数からおわかりのように、

毎年一回行っているわけなのですが、第一回の産研アカデミック・フォーラムを開催したときに、

私は産業経営研究所の執行部である幹事という役職についておりました。そのとき、新しい形の

研究所、産学の交流ということを考えて、新たな企画としてアカデミック・フォーラムをスター

トさせたということでございます。それが二十年以上も経って、このような形で皆様とお会いで

き、またこのフォーラムが大いに発展していることを本当にうれしく思っております。

　今回のフォーラムでは、韓国の保険研究院の Khang,	Ho 院長、また保険業界からは日本の損

害保険協会シニアフェローなどをお務めになっております栗山泰史様をお迎えすることができま

した。また、本学からは森平爽一郎先生、中村信男先生、中出哲先生、そして李洪茂先生、いず

れもそれぞれの分野における第一人者の先生方でございます。このような先生方に講演者あるい

はパネリストとしてご登壇いただくことになりましたこと、本当に私としてもうれしく思ってお

ります。お忙しい中、お引き受けいただきました皆様方に心よりお礼を申し上げたいと思います。

　さて、近年は日本だけではなく、世界規模で巨大地震、あるいは異常気象に伴う災害が頻繁に

起こっております。このフォーラムでは、いざというときに契約者の役に立つ保険は一体どのよ

うなものだろうか、保険会社の利益となる保険とはどのようなものなのか、さらに保険業界のあ

り方はどうあるべきかといったことを専門家の立場から根本的に考えてみよう、見直してみよう

というものかと思っております。もちろん、先ほど申し上げた韓国から Khang,	Ho 院長もご同

席されますので、いわゆるアジア全体の視点からの議論も恐らくなされるのではないかと思って

おります。

　さて、早稲田大学では 2012 年にWaseda	Vision	150 というものを策定いたしました。本学の

皆さんはもちろんなのですが、外部の方もお聞きになっているかと思います。Waseda	Vision	

150 は早稲田大学が 150 周年を迎える年の 2032 年に向けて、そのとき早稲田大学がどうあるべ
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きか、あるいはどのような大学でありたいかといったことを考えて、大学全体がビジョンを策定

し、それに向けて大きく舵を切っております。

　その中では、大学として世界に貢献する高い志を持った学生の輩出、世界の平和と人類の幸福

の実現に貢献する早稲田の研究といったことを提案しております。今回はアカデミック・フォー

ラムですので、まさに研究面ということになるかと思いますが、このフォーラムでの議論が保険

会社の統合的リスクマネジメントの現状と課題を確認し、そしてより高度なリスク管理体制の構

築につながっていくのではないかと期待しております。

　最後になりましたが、本日お集まりいただいた皆様にとって、このフォーラムが有意義なもの

になりますことを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。すばらしい成果を期待し

ております。ありがとうございます。
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ご　挨　拶

早稲田大学	産業経営研究所所長　花　井　俊　介

　ご紹介いただきました産業経営研究所の花井でございます。主催者を代表しまして、一言だけ

ご挨拶を申し述べたいと思います。

　まず、今回のフォーラムを企画して、そしてわれわれ産業経営研究所と本日お見えの Khang,	

Ho 先生がヘッドをされている韓国の保険研究院と早稲田大学の保険研究所との共催を実現する

ために、いろいろな形でコーディネートの労をとっていただいた李洪茂先生に深く感謝したいと

思います。李先生、本当にありがとうございました。

　そして、このフォーラムの趣旨を理解していただいて、本当にお忙しい中時間をとって、本日

の講師を引き受けてくださった先生方に改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にあり

がとうございました。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。

　さて、今回のフォーラムのテーマというのは、保険会社の統合的なリスクマネジメントという

ことです。私自身、専門分野は経済史という分野でして、経済史の中には保険業界の発展の経済

史をやっている人もいるのですが、私自身はまったくそういうことはやっておりませんので、本

日のテーマに関してはずぶの素人ということになります。

　しかしながら、素人の私が見ても、たとえば 1990 年代に入って景気がおかしくなってから、

本来だったらわれわれのリスクを支えてくれなければいけない保険会社が、自分たちのリスクす

らコントロールできないで破綻するということが繰り返し起こってきました。こういう現実を見

ると、今回の取り上げられているテーマというのは、確かに専門家の方々のテクニカルな問題で

ある部分もあると思いますが、それだけではなくて、実はわれわれごく一般的な人間、つまり保

険に加入している側の人生設計をかなり大きく狂わせるような可能性も含んだ、ある意味重要な

社会問題であろうと思っております。

　このアカデミック・フォーラムの本来の趣旨というのは、専門的なトピックを取り上げて、研

究者、専門家の間で情報を交換し、意見を交換するということになりますが、今回、このフォー

ラムに限っていいますと、そういった本来の目的に加えまして、われわれ一般の人にとってもあ

る意味、非常に関心を持つ問題、あるいは持たなければいけない問題を取り扱っていると思いま

すので、学生を含めて一般の方々が多数参加してくださって、そしてそれぞれに有益な情報を得

て持ち帰る場になればいいのではないかと思っております。

　本日のフォーラムは、これから夕方までのかなり長丁場ということになりますが、講師の先生

方、ぜひよろしくお願いいたします。
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　また、最後になりましたが、会場にお見えの皆さん、お忙しい中、足をお運びいただきまして、

本当にありがとうございます。ぜひ最後の報告まで聞いていただき、さらに可能であればディス

カッションにも積極的に参加して、フォーラムを盛り上げていただければありがたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

　これで私の挨拶にかえたいと思います。失礼しました。
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問　題　提　起

Ⅰ． 講　  　演
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問題提起
　

早稲田大学 商学学術院教授　中　村　信　男

○司会者（久保所長補佐）　　それでは、内容に入るわけですけれども、これ以降は中出先生に

司会をお願いいたします。中出先生は、商学学術院の教授で、1981 年に一橋大学を卒業され、

ロンドン大学、ケンブリッジ大学で学ばれた後、東京海上日動火災保険、東京海上ホールディン

グスなどで長い勤務をされておいででした。

　それでは、中出先生、以降よろしくお願いします。

◯司会者（中出）　　ご紹介いただきました中出です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、

本当にお忙しいところご参加いただいて、ありがとうございます。

　では、早速講演に入っていきたいと思います。最初にお話しいただく中村先生についてご紹介

させていただきますと、略歴はこのチラシの裏面に書いてございますので、これを見ていただけ

ればありがたいのですが、中村先生は保険研究所のメンバーで、会社法、保険法を専門に非常に

水準の高い研究をされて、学会にも多大な貢献をされています。特に最近は、保険の分野でも多

くの論文や著書を発表されて、また実務についてもいろいろ勉強され、広い視野から保険制度を

捉えて、研究活動を進められている方でいらっしゃいます。

　それでは、中村先生、よろしくお願いいたします。

○中村　　ただいまご紹介いただきました中村でございます。私は問題提起ですので、簡単に本

日の要点、ポイントだけを説明して、あとはそれぞれの先生方の詳細な報告にゆずりたいと思っ

ております。

　（シート１・２）最初に、環境の変化と保険会社の統合的リスクマネジメントというのが本日

のテーマですが、次のパワーポイントのページをご覧いただきますと、本日扱うのは保険会社の

ERMという問題です。ERMとは、エンタープライズ・リスク・マネジメントの頭文字をとっ

た言葉です。従来、リスクの管理というのはやや消極的な話であったのですけれども、最近はリ

スクを積極的にとって、企業価値をいかに高めるかという企業価値向上の手段として考えられて

いるところです。

　ERMの一般的な定義というのは、次のようなものです。まず、自らの企業目標に向けて一定

の戦略的な目的を立てます。それを実現していく上で経営戦略をつくるわけですが、それを実施

していく際にいろいろなリスクに直面します。これを全社的に把握して、取るべきリスクは取る

し、避けるリスクは避けるというように、リスクの内容等に応じて、当該企業が直面するリスク

を選別し、企業にとって非常に重大なダメージを与えかねないような資産の減少とか負債の増加
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というものをもたらすリスクには的確に対処しながら、企業として持続的な発展を遂げていきま

す。それを通じて企業価値を持続的に向上させようとするわけですが、ERMとは、こうした一

連の全社的な取り組みと考えていただければいいのではないかと思います。その意味で、単に危

険を避けるとか、資産の減少を避けるというどちらかというとマイナスの問題ではなくて、もう

少しポジティブな問題、戦略的な取り組みであると理解できるのではないかと思います。

　先ほど当研究所の花井所長が指摘されましたように、保険会社はもともとリスクを引き受ける

組織でありますが、その保険会社自体がリスクの管理を十分できなくて、そのために破綻し、引

き受けたリスクそのものに的確に対応できないという問題が現に起きています。その意味では保

険の受益者の一人である私も、保険の受益者としてこの問題には無関心でいられないということ

です。

　ERMという言葉がいつ頃から出てきたのかということですが、シート２の真ん中あたりに書

いてございますように、直近でいいますと、2004 年に内部統制で有名な COSO が COSO-ERM

を発表し、保険会社だけではなくて、あらゆる企業にとってリスクマネジメントを全社的、統合

的に行っていくための枠組みを発表し、提唱しているというところに始まると思います。

　2009 年には国際規格であります ISO31000 で次のような定義がされていて、こちらのほうがど

ちらかというとわかりやすいかと思います。それによれば、リスクマネジメントというのは、組

織として立てた目的を実現していく際に影響を与える要素ないし問題があって、その中にはプラ

スの効果を与える景気の向上であるとか、競争環境がよくなったりとか、あるいは規制が緩和さ

れてコストが低減するというプラスの影響がある反面で、マイナスの影響もあって、後で森平先

生がご説明されたりする自然の大災害が発生して、それが保険会社にとって極めて甚大な影響を

与えるとか、栗山先生のご説明の中に出てくると思いますけれども、規制が強化されて、その規

制コストがかさむと、その関係で、保険会社としてのリスクもその分増えてくるという問題が出

てくるわけです。

　その他、地域によっては政変やテロという問題が出てきますと、保険会社にとっても、保険金

の支払いとの関係で非常に大きな問題であるということだと思います。こうしたいろいろな問題

が保険との関連で出てきますので、それらを選別して、それに対して保険会社として対応し、そ

のための全体的な枠組みづくりをすることが、ERMということだと思います。

　本日のテーマは、環境の変化に対応したリスクマネジメントということですが、パンフレット

の所長の挨拶の中にいくつかピックアップされておりまして、一つは、金融環境が国際化し、自

由化し、グローバル化し、ボーダレス化しておりますので、あるところで発生したクライシスが

地球全体に及ぶという非常に過酷な状況に現在置かれているということでございます。これは、

経済環境リスクといえると思います。

　それから、自然災害とか損害が巨大化するという問題もあります。先般の東日本大震災とその

後の福島第一原発の事故を想起すればこれは明らかでございまして、これは自然災害リスクとい
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うことです。

　このほか、消費者保護の強化という問題が出てまいりますが、先日、法律が改正されまして、

保険販売における消費者保護の強化が図られておりまして、これも保険会社として適切に対応し

ていかなければならない問題であることはいうまでもありません。的確に対応しませんと、保険

会社自体の信用を毀損するということですので、ERMの観点からも極めて重要な問題・リスク

であると思うのです。

　このように保険会社をめぐる周辺環境には従来はなかったいろいろな面での環境の変化が生じ

てきていて、それに順応しないと淘汰されて、市場から撤退しなければいけないということにな

りますし、保険会社だけの問題であればいいのでしょうけれども、保険の受益者等の不利益につ

ながって、社会全体に悪影響を及ぼしかねない。その意味では、非常にパブリックな問題だとい

えるのではないかと思います。

　（シート３）金融庁が 2012 年に保険会社に対して ERMヒアリングを行っていて、その結果に

ついて公表しております。金融庁が 2012 年にヒアリングする背景には、国際保険監督機構が、

各国の保険監督者、日本では金融庁に対し、保険会社に関連する重要な一切のリスクに対処して、

ソルベンシー、支払い能力を確保するために ERMというものを規制の中に導入することを要求

したという事情があり、これが一番大きな制度的背景です。

　それを受けて、金融庁は各社にヒアリングをかけているわけです。金融庁は、このヒアリング

の結果として、保険会社が今後、将来にわたって財務の健全性を確保しながら収益を改善してい

くためには、経営の戦略、全社的な戦略の問題として、保険会社が直面するリスクを事業全体で

洗い出して、それを統合的に管理した上で、取れるリスクは取って、企業価値の向上を図るとい

う全社的な体制の整備が重要だということを示しています。

　その上で、2014 年４月に金融庁は保険会社向けの総合的な監督指針というものを策定し、公

表しています。この中で、金融庁は、保険監督する上での評価項目といたしましてⅡ－３を挙げ、

そこに統合的リスク管理体制、ERM体制を設定しています。これは、保険会社の経営戦略の問

題だけではなくて、先ほど、産研所長の花井先生も指摘されましたように、契約者保護の観点か

らも極めて重要だという認識を金融庁は立てているわけです。

　この中で、金融庁が ERMの意義を説明しておりまして、保険会社が今後将来にわたって財務

の健全性を確保し、収益の改善を図り、それによって最終的には保険契約者、保険加入者の利益

を向上させていくためには、経営戦略なりリスク特性が保険会社ごとに違っていますので、それ

に応じて保険の引き受けに関わるリスク、保険料運用・資産運用リスク、市場の問題と信用リス

クだけでなく、保険会社の運営上のオペレーショナルリスク、本日、後で栗山先生などがご説明

される保険の販売上のリスクも含めて、それらを全社的に捉えて、経営者が中心となって、それ

を全社的にコントロールすることを求めているわけです。

　この問題は、学会等でも非常に関心を呼んでおります。2011 年の保険学会では、保険事業と
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ERMを議論の対象に取り上げています。これは、先ほどの IAIS の意向を踏まえて、日本での

展開ということを考えて、学会でいち早く議論したものですが、各保険会社も昨今、ERMの取

り組みをアニュアルリポートなどの中で公表しています。その背景には、リーマンショックとい

う経済環境の非常に劇的な変化ですとか、自然災害の最たるものというべき東日本大震災といっ

たものが非常に大きな契機となっているようで、学会のみならず実務でもすでに積極的に取り組

んできています。

　（シート４）問題は、これに対して金融庁はどういう評価をしているのかということです。リ

スクマネジメントを行う上で何をしたらいいのかという標準的なフレームワークがまだ日本では

確立されていないということもありまして、保険会社としては、現在も行っている各社のリスク

管理をより一層高度化していくために、とりあえず今行っているリスク管理体制を前提にこれを

もう一度チェックして PDCA サイクルを回し、一層の高度化を図っていって、リスクマネジメ

ントしながら企業価値の向上を図るという全社的な活動につなげていくということが重要だと考

えているようであり、金融庁としても、まだ発展途上の問題だという認識をしているところでご

ざいます。

　そういう状況でございますので、本日のアカデミック・フォーラムでは、第一に、保険会社の

ERMという面に着目して、そこでの課題は何であるか、第二に、まだ金融庁も保険会社の ERM

が必ずしも万全ではないといっておりますので、それを今後改善していくためにどういった方策

を立てることが適当で、それがどういう意味を持つのか、ということを実務的にも理論的にも詰

めたいということでございます。

　そこで、各講演者からは、今申し上げた問題意識からそれぞれご報告をいただきます。韓国保

険研究院の院長の Khang 先生からは、今申し上げたテーマでプレゼンテーションをしていただ

き、その後、災害リスクの問題を中心に森平先生からご報告があり、保険の販売の募集の規制強

化との関係でどのようなリスクが保険会社に発生しようとしているかということを栗山先生が報

告され、最後に李先生が環境の変化と保険会社の ERMの問題を統括して検討するということで、

本日の各講演者のプレゼンテーションを行っていただきます。

　私からは問題提起ということで、十分な問題提起ができたかどうか自信はありませんが、私か

らの報告は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
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シート２

第22回 産研アカデミック・フォーラム

環境の変化と保険会社の
統合的リスクマネジメント（ERM）

☆問題提起

早稲田大学商学学術院教授 中村信男

2014年6月27日（金） 早稲田大学国際会議場井深大記念ホール

1 はじめに

1 ERM（Enterprise Risk Management）の意義と提唱

＊企業が企業理念の実現に向け設定した戦略目的を達成するための経営戦略を実行する上で直面する様々な

リスクを全社的に把握し、企業としてのリスク選好度に応じてこれを管理することにより、企業の存亡に影響する

資産の減少や負債の増加に対処しつつ企業の持続的発展ないし企業価値の持続的向上を図るための全社的

リスクマネジメントの手法（戦略的なリスク管理）

＊2004年にCOSO（The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission）がCOSO‐ERMとして発表。

＊ISO31000（2009年）：リスクを「組織としての諸目的の達成に影響を与える要素」と捉え、プラスの影響（目的の

達成にプラスの効果を与えるもの：景気の向上、競争環境の改善、規制緩和等）とマイナスの影響（目的達成の

阻害要因：景気悪化、製品不具合の発生、競合他社の新規参入、自然災害発生、規制強化、政変・テロetc）を

踏まえたリスクマネジメントを提唱

2 環境の変化に対応したリスクマネジメントの順応の必要

シート１
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シート４

シート３

2 保険会社のERMとその制度的背景

1 保険会社を取り巻くリスクの多様化・複雑化⇒保険会社が将来に亘り財務の健全性を確保しつつ収益性の

改善を図るためには、各保険会社が経営戦略の一環として、直面するリスクを事業全体で統合的に管理する

ERMの整備が重要（金融庁「保険会社に対するＥＲＭヒアリングの結果について」（2012年9月6日）「1．目的」）。

＊IAIS, Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 2011, ICP 16：保険

監監督者に対し、保険会社が関連する重要なあらゆるリスクに対処することを求めるソルベンシー確保のための

ERM要件を導入することを規定したことが一つの制度的背景。

2 金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」（2014年4月）の策定・公表

＊保険監督上の評価項目として、Ⅱ‐3「統合的リスク管理態勢」を設定。契約者保護の観点からも重要と認識。

Ⅱ‐3‐1（意義）：保険会社が将来にわたる財務の健全性確保および収益性の改善を図るため、それぞれの経営

戦略およびリスク特性等に応じ、保険引受リスク、資産運用リスク（市場リスク、信用リスク等）はもとより、オペ」

レーショナル・リスク等を含め内包する種々のリスクを統合的に管理し事業全体でコントロールするERM（統合的

リスク管理態勢）を整備することが、大規模かつ複雑なリスクを抱える保険会社にとって重要と明記。

3 保険会社のERMをめぐる議論・態勢整備の状況

1 2011年保険学会全国大会共通論題「保険事業とERM」での議論

2 各保険会社におけるERMの取組み←リーマンショック、東日本大震災等々も契機。

e.g., 日本生命「日本生命の現状2013」―株価、金利等の経済状況の変動、医療技術の進歩、大災害の発生等、

生命保険会社を取り巻く環境の大きな変化のもと、顧客ニーズを踏まえた多様な商品・サ―ビスの提供と

保険契約者への安定的な配当還元を実現しつつ、長期の保障責任を全うするため、長期安定的に収益を

向上させつつ財務の健全性を確保することが必要であり、そのためにはリスクをより網羅的・体系的に把握

し、収益とリスクの連関性をより強く意識した運営を行う必要がある。そのためERM態勢の高度化に取組む。

東京海上日動火災保険：グループとして関わる様々なリスクを定性・定量の両面から把握し、これを有効に

活用して、会社全体のリスク、資本、リターンを適切にコントロールし、企業価値の最大化を目指す。これに

より財務の健全性を維持しつつ、持続的な収益性の向上を図り、グローバルに競争力を発揮できる経営

管理体制の構築を目指す（アニュアルリポート2013）。

3 金融庁の直近の評価：RMの標準的な枠組みがまだ確立されていないこと、保険会社としてはリスク管理の

一層の高度化に向けた不断の取組みが重要であることも併記（保険会社向けの総合的な監督指針・Ⅱ‐3‐1）。
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4 今回のアカデミック・フォーラムの狙い

保険会社のERMの取組みの具体化とその進展状況

→課題は何かを探り、今後の改善方策に役立てることが実務のみならず理論的にも有用。

各講演者からの基調報告

(1)Khang, Ho 韓国保険研究院院長：韓国における保険市場の環境変化と保険会社のリスクマネジメント

(2)森平爽一郎 早稲田大学商学学術院教授：大災害デリバティブと保険会社のリスクマネジメント

(3)栗山 泰史 日本損害保険協会シニアフェロー・日本損害保険代理業協会アドバイザー・丸紅セーフネット

株式会社常勤監査役：保険募集ルールの変革と保険業界の対応

(4)李 洪武 早稲田大学商学学術院教授：環境の変化と保険会社のERM規制

シート 5

シート 6

ご清聴をいただき、有難うございました。
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講演　１
韓国における保険市場の環境変化と
保険会社のリスクマネジメント

保険研究院（韓国）院長　Khang,	Ho

◯司会者（中出）　　それでは、講演に移りますが、韓国の保険研究院の院長をされている

Khang，	Ho 先生に「韓国における保険市場の環境変化と保険会社のリスクマネジメント」とい

うテーマでお話をいただきます。

　まず、保険研究院というものは日本では馴染みがあまりないかもしれませんので、概要の説明

をさせていただきます。2008 年に設立されて、67 名の組織で、そのうち博士号を持っている方

が 27 名といった研究組織であるとのことです。研究院の出資については、生損保の 44 社が共同

で設立しているのですが、内容としては非常に公的な役割が高くて、中立的な立場から政府当局

に監督や政策の方向、あり方といったものを提示したり、産業の発展のために経営戦略、方向と

いうことについても中立的・客観的な立場から研究の裏づけをもって提示していくとのことです。

いわゆるシンクタンクとしての機能と政府の中枢的な企画立案能力というものをあわせ持った組

織であるといえます。そこの長でいらっしゃるということになります。

　Khang，	Ho 先生は、ソウル大学を卒業して、修士も出られた後、アメリカのジョージア大学

で保険学専攻で博士号を取得されております。その後、韓国でさまざまな活躍をして、お手元の

パンフレットの裏に詳細が書いてあるとおりですが、現在、院長をされています。

　Khang 先生は、韓国において、実務も踏まえ、国全体の政策の立案に深く関わっていらっし

ゃる先生です。本日は韓国の問題をかなり幅広くいろいろなテーマを取り上げてお話をいただく

ことになっております。

　それでは、Khang，	Ho 先生、よろしくお願いいたします。

◯ Khang　　皆様、こんにちは。ただいまご紹介にあずかりましたKhang，	Ho でございます。

　本日、日本の保険専門家の皆様方と日本、また韓国の保険産業の懸案につきまして、深く意見

を交わす機会を持ちましたこと、非常にうれしく思っております。

　また、このような発表の機会を与えてくださいました早稲田大学の関係者の皆様方に感謝申し

上げます。とりわけ産業経営研究所の花井所長、またフォーラムのコーディネータでいらっしゃ

います李洪茂先生にも深く感謝の言葉を申し上げたいと思います。

　（シート１）本日のフォーラムの大きなテーマでございますが、保険会社におけるリスク管理

であります。ですので、私が申し上げますテーマも韓国保険市場における環境変化および保険会

社のリスク管理でございます。

　（シート２）しかしながら、今この場にいらっしゃる皆様方は、韓国保険市場につきましてそ
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れほどお詳しくないと伺いました。したがいまして、韓国経済、また保険市場における概要を先

に申し上げ、その後、現在進められております韓国保険市場の主な環境変化、また環境変化によ

る影響、保険会社におけるリスク管理の方向性につきまして申し上げたいと思います。

　まず、韓国経済と保険市場における主な特徴について、第一点目、韓国経済および金融市場の

規模、二点目、保険市場の規模、三点目、商品および資産の構成、四点目、韓国保険会社の財務

健全性といった順番で申し上げたいと思います。

　（シート４）左側にありますグラフでございますけれども、2010 年国内総生産を基準にしまし

て、全世界上位の 15 の国の GDP 規模、また一人当たりの所得をあらわしたものです。韓国の年

間総生産でございますけれども、１兆ドル程度でございます。これは、世界で 15 番目の経済規

模でありまして、一人当たりの年間所得は２万ドル前後でございます。また、金融機関が保有し

ております総金融資産でございますけれども、2013 年基準にしまして２兆 9000 億ドル規模でご

ざいます。このうち保険会社が保有している資産が１/ ４を占めております。

　（シート５）次に、韓国保険市場の保険料の規模を見てみたいと思います。年間収入保険料で

ございますけれども、1,390 億ドルでございまして、世界保険市場における３％のシェアを占め

ております。

　また、韓国の GDP に比べまして総体的に高い市場規模を見せておりまして、右側の図をご覧

いただければと思いますが、12.1％という非常に高い保険浸透度を見せています。

　（シート６）韓国の主な保険種目でございますけれども、その構成をご覧いただければおわか

りいただけると思いますが、生命保険におきましては終身保険、変額年金が主なメインを占めて

おります。損害保険におきましては、自動車保険、３年以上の長期保険といった市場で成長を牽

引しています。

　（シート７）先ほども申し上げましたように、保険会社が総金融資産の１/ ４を保有しており

ますけれども、そのほとんどの資産は債券を中心にして構成されています。生命保険会社は、総

資産の 58.6％を債券を中心にした有価証券として保有しています。また、損害保険会社も総資産

の 51.9％を債券を中心として保有しています。これは、韓国の損害保険会社の主なメイン商品が

長期保険でありますので、生命保険も同じような資産構成を見せているからであります。

　（シート８）つづきまして、韓国における支払い能力規制について申し上げます。これまでに

支払い能力規制は、保険会社の保険金の支払い能力を高め、競争を促進するという方向で進化し

てきました。韓国の変化は 1990 年代、2000 年代、2010 年代と三つの時期に分けて考えてみるこ

とができます。1990 年代におきましては、すべての保険会社に画一した金額を担保として要求

するという形でなされていました。事実、この時期におきまして保険会社の健全性の維持は、保

険料と資産運用に対する直接規制により多く依存しておりました。

　しかしながら、経済危機の後、保険料と投資に対する直接規制を減らし、準備金、また資本に

対する間接規制を強化し始めました。この時期に採用されました資本規制が、リスクによって要
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求資本も算出する EUソルベンシーⅠ形態の支払い余力の規制であります。グローバル金融危機

の後、EU方式からリスクを細分化した RBC 制度に転換して今に至っています。2012 年からは

RBC 強化プランを進行中でありますし、準備金、時価評価を含む IFRS ４フェーズの施行に備え

た準備も行っています。

　（シート９）韓国の RBC 制度は、日本の制度と類似しております。要求資本の算出の際に、保

険会社がさらされている危険を大きく保険、金利、信用、市場、運営といった五つのリスクに分

けております。各リスク別の危険額を算出する基準は、バリュー・アット・リスク（VaR）を使

用して、測定期間は一年としています。一方、保険、金利など、また総要求資本対比、余剰資本

の比率であります RBC 比率 100％が保険会社が遵守しなければならない比率です。したがいま

して、金融監督当局は RBC 比率が 100％に至らない場合には、保険会社に対して経営改善措置

を要求し、50％に至らない場合には営業縮小など、経営に直接介入します。

　（シート 10）2013 年 12 月現在、韓国保険会社の RBC 比率を見てみますと、すべての保険会社

は最小限 RBC 比率の 100％を超えておりますし、また大多数の保険会社は金融監督当局の勧告

レベルであります 150％以上を維持しています。2013 年 12 月現在、生命保険は 286.3％、損害保

険は 261.1％であります。

　（シート 11）ここまで韓国の保険産業について紹介いたしました。これからは、韓国保険市場

における環境変化によりまして、大きく人口の高齢化、低金利と低成長など経済環境の変化、規

制環境の変化に分けて申し上げたいと思います。

　人口の高齢化が根本的な変化であるとするならば、それに伴う低金利、また低成長というもの

は、保険産業をさらに厳しくする、より大きな目に見えるような環境変化であると思います。こ

の規制環境の変化とともに、韓国保険市場におきましては、さらに多くの変化がもたらされるも

のと予想されます。

　（シート 12）まず、規制環境の変化であります。韓国の規制変化は、規制の国際的な整合性の

追求とともに、非常に早いスピードで変化しています。韓国は日本と異なりまして、IFRS の全

面採択をした国家です。金融危機を経まして、会計の透明性、また、IFRS の採択が当然に思わ

れたからであります。

　2018 年を前後にしまして、保険会社の準備金の時価評価の義務づけという大きな変化をもた

らすものと予想されます。また、グローバル金融危機の後、G20 を中心として進められており

ます金融市場の安定化、また、そのための IMF などの国際基準遵守に関する評価というもの

は、監督の規定、また ICP、保険基本原則の一貫性の向上作業としてあらわれています。それに

伴いまして、定量評価におきましては RBC 強化プランの進行、また定性評価におきましては、

ORSA、つまり内部資本自己評価制度の導入検討作業が行われています。

　その結果、韓国保険会社におきましては、強化された RBC 基準を二年以内に満たさなければ

なりませんし、IFRS ４フェーズで準備金時価評価に備えまして、早ければ 2018 年までに準備金
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を今よりたくさん積まなければならないものと予想しています。

　（シート 13）韓国の経済でございますけれども、今までの高い成長率、また高い金利を期待す

ることができない経済へと変化しています。ご覧のように、韓国の経済成長率は世界の経済成長

率よりも高くありません。通貨危機、また金融危機を経過しまして、長期金利の下落という傾向

が繰り返されています。

　（シート 14）最後に見てみたい最も根本的な変化というものは、人口の高齢化であります。韓

国の人口構造は、三十代から四十代の中間層から高齢層へと早いスピードで移行しています。65

歳以上の人口が全体人口で占めている割合でございますけれども、2000 年には７％でありまし

たが、2012 年現在、11.8％に増加しました。このようなスピードであるならば、2018 年には高

齢者社会に入り、2030 年にはその割合が 24.3％に達するものと予想されます。

　（シート 15）韓国の人口高齢化の特徴でございますけれども、増加する平均寿命、また世界

で最も低い出生率であるといえます。2012 年現在の合計特殊出生率でございますけれども、女

性一人当たり 1.3 名にすぎません。一方、平均寿命は 81.4 歳に増加し、また 65 歳の平均余命は

20.1 年へと増加しています。それによりまして、主な先進国とは異なりまして、韓国では将来、

生産可能な人口が大幅に減少するものと予想されます。それによって財政負担の増加、また潜在

成長率の下落、家計における老後に関する危険というものが総体的に大きくなるといえます。

　（シート 16・17）それでは、環境変化の影響について見てみたいと思います。持続的な金利の

下落によりまして、保険会社の投資利益率が準備金の負担利率よりも低くなり、逆ざやが拡大し

ています。右側のグラフに示されています。2000 年以前に販売しました高金利、金利確定型の

商品を基にしたグラフです。現在、一部の生命保険会社におきましては、すでに逆ざやを経験し

ておりますし、こういった低金利が持続する場合には、資本勘定の投資利益で逆ざやを補填する

ことができないという危険が増加するものと思われます。

　（シート 18）逆ざやについて具体的に見てみましょう。2012 年初めをベースに見てみますと、

生命保険の保険料積立金の 54％が金利確定型でした。また、保険料積立金の 35％に適用される

確定金利が６％以上です。一方、投資利益率は４％後半です。その結果、現在一部の生命保険会

社は、資本から発生する収益によって逆ざやを埋めている状況です。現在の成長率と金利の水準

を仮定しますと、逆ざやの解消に今後十五年以上はかかると思われます。

　一方、損害保険会社の長期保険は、大半が金利連動型の商品です。逆ざやの問題は、今はそれ

ほど大きな問題ではありません。しかし、金利連動型の場合も逆ざやの問題は存在します。生命

保険と損害保険ともに長期市場金利に近い３％以上の最低保証利率が適用されている商品が全体

の金利連動型準備金の 50％以上を占めているため、今後逆ざやが発生するおそれがあります。

　（シート 19）金利の下落は、資産と負債が金利に対してどれぐらい敏感か、そのギャップによ

る資本減少のリスクや金利危険も伴います。保険会社の場合、資産価値が増えることで相対的に

負債価値が増えるため、資本が減少することがあります。とりわけ生命保険会社は、金利リスク
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が RBC が求める資本の 50％以上を占めています。

　一方、低金利によって変額保険の需要が大きく増えています。変額保険に適用されている最低

保証オプションによって市場リスクも増えています。

　（シート 20）韓国の保険会社は、資産と負債のデュレーションのギャップを減らすことで金利

リスクに対応してきました。韓国の保険会社は、一方では長期資産の保有を増やして資産のデュ

レーションを増やしてきました。しかし、韓国の長期物の資産が足りないため、金利連動型の商

品の割合を増やす商品構成の変化を通じて、負債のデュレーションを減らすことに注力していま

す。

　（シート 21）次は、低成長が及ぼす影響について見てみましょう。最近、収入保険料が落ち込

んでいます。特に生命保険の場合、税制の改革に伴う保険の駆け込み需要を除けば、保険料の増

加率は足踏み状態です。韓国経済が低成長経済に差しかかっているからです。結局、既存の商品

のポートフォリオでは、保険料の増加は期待できない状況です。そのため、韓国の保険会社は、

低成長時代に見合う新しい成長エンジンを探さなければなりません。これは、保険会社にさらに

多くのリスクを引き受ける方向で商品の開発を促すことになると思います。

　つけ加えますと、人口の高齢化に伴ってリスクも高まりますが、健康保障と所得保障の需要は

増えると思われます。その市場が増えるわけです。先ほど申し上げましたように、韓国の人口構

造は、中心の年齢帯が 35歳から 44 歳の中高年層に変わっています。人口構造の変化は、主に二十

代から五十代をターゲットにして商品を開発、販売してきた保険会社にすでに大きな影響を与え

ています。変額年金を含む個人年金が保険市場をリードし、次第に年金維持率が改善し、終身年

金の選択が増え、それだけ保険会社は長寿リスクにさらにさらされることになると思われます。

　（シート 22）また、保険需要が健康保障を中心に変わることも保険会社がさらされることにな

る保険リスクをさらに増大させると思われます。人口の高齢化によって、保険会社は今まで消極

的に引き受けていたリスクをこれからは積極的に引き受け、保険会社の役割に対する社会の要求

も大きくなっています。

　（シート 23）最後に、規制環境の変化に伴う影響です。韓国は、規制の国際的な整合性を高め

るために、2018 年、IMF、FSAP の金融安定化プログラムの評価と IFRS ４フェーズⅡに備えて

規制の強化を進めています。

　しかし、規制強化の細部の内容はまだ固まっていません。そのため、保険会社が RBC の基準

を満たし、準備金の時価評価を行う中で、多くの試行錯誤が懸念されています。保険会社は運営

リスクが増えています。それに備えて万全を期する必要があります。

　一方、規制が不確実になりますと、保険会社は新しい規制対応に躊躇することになり、規制の

推進力も弱まります。

　（シート 24）今まで申し上げた環境変化の影響をまとめてみましょう。経済の環境変化、人口

高齢化という社会的な環境の変化、規制環境の変化があります。保険会社は、逆ざやや資産と負
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債の満期のディスマッチのリスクなど、金利のリスクにさらにさらされています。健康保障や所

得保障の需要の増加によって、さらに多くの保険リスクにさらされることになると思います。保

険会社は、規制の不確実さにも効果的に対応しなければならないという課題も抱えることになり

ます。

　（シート 25）ここからは、リスクに関連して、保険会社のリスク管理について見てみましょう。

金利リスクの管理や保険リスクの管理、規制の不確実さへの対応の順に申し上げます。

　（シート 26）金利リスクに備えて、保険会社は資産と負債の経済的なディスマッチを減らす必

要があります。韓国の保険会社は、長期資産のウエートを拡大してきました。しかし、国内の長

期物の市場が足りないため、最近は長期の海外資産の投資も増やしています。

　一方、デリバティブ商品や金融再保険など、リスクを減らす手段はありますが、取引コストが

高く、複雑なヘッジ会計などの原因によって、これを活用するには多くの制約があります。その

ため、現在、韓国の保険会社は資産の構成より商品構成の変化に注力すると思われます。

　一方、変額保険の最低保障オプションや金利連動型商品の最低保証利率も、低金利環境で重要

なリスク管理の対象となっています。

　（シート 27）次は、低成長、高齢化時代に必要な健康保険市場のインフラ構築についてです。

国民健康保険がカバーしない自己負担分の保険の標準化、また病院が保険会社に保険金を直接請

求する第三者請求制度、健康保険公団と保険会社の間で行われる情報交換などは、保険リスク管

理について議論されている主なテーマです。

　長寿リスクの管理の必要性も高まっています。大半の年金がまだ積み立て段階にあり、維持率

が低いため、韓国の保険市場の長寿リスクは大きくないと思われます。しかし、急激な死亡率の

改善や終身保険の年金切り替えへの増加など、長寿リスクが高まる可能性は十分あります。

　このような点を考慮しますと、死亡保険や年金の商品構成による自然なヘッジの可能性は不確

実な状況です。そのため、資本市場を活用した長寿リスクの管理対策も模索する必要があります。

　（シート 28）RBC の強化や IFRS ４のフェーズⅡが導入されますと、保険会社のリスク管理の

必要性はさらに高まると思われます。しかし、健全性の規制が行われる場合、要求される資本の

増加や準備金の増加が予想され、保険会社は RBC 比率の下落に対応する必要があります。RBC

比率の下落は、保険会社にリスクの縮小を求める一方、新しい環境で積極的なリスクを引き受け

る必要があります。

　また、IFRS ４のフェーズⅡが適用されると、準備金が増え、保険会社は多くの資本減少に直

面することになります。現在、健全性の規制強化プランには、このような影響が総合的に反映さ

れていません。細部の案も確定していないため、規制の不確実さが大きい状況です。そのため、

保険会社は規制の不確実さを経営戦略を立てるときに十分考慮する必要があります。

　（シート 29）規制変化の方向から説明しますと、国際的に支払い能力の規制変化というのは、

ソルベンシー・マージンの規制変化は、保険会社がよりリスクを敏感に反応するように、かつ保
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険会社のリスク管理を促す方向に進められています。しかし、財務健全性規制の究極の目標は、

保険会社の財務健全性を強化し、どんな場合でもいかなる場合でも保険契約者との約束を守らせ

ることです。そのため、健全性規制の変化は、保険会社が現在の慣行を修正し、新しい制度にな

れる十分な準備期間を提供し、新しい体制に柔軟に移行できるように設計する必要があります。

　また、さまざまなリスク軽減手段を認め、保険会社が変化に対応する手段を設けることも規制

プランに反映し、保険会社のアグレッシブな対応を誘導する必要があります。

　（シート 30）韓国の保険産業において、リスクや資本管理は日増しに重要になってきました。

また、保険会社は将来の市場の不確実さだけでなく、規制の不確実さにも備える必要があります。

そのため、保険会社の経営陣は経営の現場と意思決定においてリスクに常に注目して考える必要

があります。すべての商品は異なるリスクにさらされているため、保険料はそのリスクによって

決まる必要があります。そのため、商品の開発から保険金の支払い審査に及ぶすべてのプロセス

において危険をモニタリングし、その結果を商品開発段階から反映するリスク管理が必要です。

これは、ERMの概念とつながると思います。

　また、リスク調整利益に基づいた成果指標を示し、強いリスク管理文化を定着させる必要があ

ります。また、単なる規制の遵守のレベルを超えて、経営陣がビジョンを示し、リスク管理を率

先して改善していく必要があります。

　（シート 31）以上をもちまして発表を終わります。私の発表が保険会社のリスク管理に関連し

て、日本と韓国の保険産業が抱えているさまざまな懸案問題について虚心坦懐に話せるきっかけ

になることを希望します。ご清聴ありがとうございました。ディスカッションの時間により有益

な意見交換が行われることを期待いたします。ありがとうございました。

◯司会者　　Khang,	Ho 先生、どうもありがとうございました。先生のお話の中で、韓国と日本

で違うところはいろいろあるものの同じような重要な問題に遭遇して、いろいろな努力をしてい

るということが伝わってくるご講演だったと思います。また、限られた時間の中に示唆に富むい

ろいろな提言、これからの方向性まで示していただいたお話だったと思います。
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シート 1

シート 2
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シート４

シート３
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シート 5

シート 6

―26―



シート 8

シート 7
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シート 9

シート 10
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シート 12

シート 11
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シート 13

シート 14
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シート 16

シート 15
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シート 17

シート 18
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シート 20

シート 19
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シート 21

シート 22
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シート 24

シート 23
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シート 25

シート 26
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シート 28

シート 27
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シート 29

シート 30
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シート 31
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講演　２
大災害デリバティブと保険会社の
リスクマネジメント

早稲田大学	商学学術院教授　森 平 爽 一 郎

○司会者　　それでは、次に森平先生にお話しいただきます。森平先生は、テキサス大学オース

チン校でファイナンスの Ph.D. を取られていらっしゃいまして、現在、早稲田大学大学院ファイ

ナンス研究科教授でいらっしゃいます。保険研究所のメンバーでもありまして、森平先生は保険、

それからファイナンス、その両方にまたがる分野、リスクといったものに計量的なアプローチも

加えて、さまざまな研究をして、広く学会で活躍されていらっしゃいます。

　それでは、森平先生、よろしくお願いいたします。

◯森平　　ただいまご紹介にあずかりました森平でございます。

　私は、保険のことは日本では留学する前はまったく知らなくて、1980 年にアメリカに留学い

たしまして、初めて保険をアカデミックに勉強する機会や世界があるのだということを知りまし

た。ちょうどその頃は保険学とファイナンス理論がお互いに融合するという時期でありましたの

で、ファイナンス理論と保険学を一緒に勉強する機会に恵まれました。

　本日は、保険会社にとって大災害リスク、とりわけ、大災害リスクの新しいリスク管理手法と

して、保険会社や再保険会社が資本市場を通じた統合的なリスク管理を行う手法としての大災害

債券のことについてお話をしたいと思います。私がこうした問題に興味を持ったのは、留学中に

おける大災害リスクについて勉強する機会があったことがきっかけです。1979 年に、アメリカ

ペンシルバニア州、スリーマイル島の原発事故が起きました。博士課程学生のための保険学のゼ

ミで、自然大災害や原発事故を保険会社や資本市場がどのように受け止めたかを実証したいろい

ろな文献を読んで、その研究概要を発表するという機会がありました。これまで、まさか原発事

故が再度日本で起きると思いませんでしたけれども。

　（シート４）本日は、まず大災害リスクは一体何かということをお話しします。それから、保

険会社にとっての大災害リスクはどんな意味を持つのか、大災害リスクに対する、保険会社や規

制当局の対応はいかなるものなのか。とりわけ、保険会社の ERMにおいて、大災害デリバティ

ブの持つ意味についてお話をしたいと思います。

　（シート５）ソルベンシー・マージンや最近の EUソルベンシーⅡ規制では、保険会社は大災

害リスクについても考えなければいけないといっています。

　（シート６・７・８）さらに、これらの大災害リスクは、保険会社が抱えるそのほかのリスク、

つまり、保険引受、カウンターパーティ、デフォルト、信用リスクといったものとも相関がある

から、相関の存在についても十分に考えて、あらかじめ必要な資本を積んでいなければいけない
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といっています。

　（シート９）大災害というと主に自然災害リスクを想定しますので、生命保険会社は関係ない

と思うかもしれません。生命保険では大数法則が働くということを授業で教えます。つまり、生

命保険を購入した契約者がどんな要因によって死ぬかは、人さまざまです、平時にあっては、契

約者の死因に相関がないはずです。そうしたときに多くの人に生命保険を売れば、たとえば 10

万人に売ったとき、誰が死ぬかは保険会社はよくわかりません。ところが、何人死ぬかというこ

とはほぼ確実にわかります。これが大数法則の直感的な考え方です。そういう意味では、生命保

険会社というのはかなり良いビジネスをやっているわけです。なぜかというと、生命保険会社は

最初に保険料をいただきますので収入が確定しています。その後、何人死ぬかということがわか

っていれば、保険金支払いコストは大数法則によりほぼ確実です。そうしますと、収入から費用

を引いた収益はほぼ確実になります。日本では、少なくとも戦後、保険金支払いリスクによって

失敗している生命保険会社はないと思います。

　ところが、生命保険会社は、必ずしも大数法則がよく効く世界に生きているわけではありませ

んし、生命保険証書に、テロと、戦争とか地震による死亡にたいしては保険金は払わないことが

あるということをあらかじめ示しています。こうした災害が生じたときには、一斉に生命保険金

の支払いを行わなければいけないからです。なぜならこれらのリスクは生命保険会社の存在の前

提である大数法則を満たさないからです。ということは、今回の東日本大震災のときには保険金

を支払わなくても良かったのです。しかしすべての生命保険会社は短期間に素早く保険金支払い

に応じました。そういう意味で、生命保険会社にとっても地震や津波という大災害リスクがある

わけです。

　（シート 10）生命保険会社にとっては、パンデミック（疫病の大流行）リスクが非常に重要で

す。この図の左上のグラフは 1947 年から 2013 年までの期間、35 歳の男性と女性が 36 歳になる

まで一年間の死亡率の推移を示したものです。図の下の線が女性、上の線が男性の死亡率を示し

ています。35 歳男女という壮年であっても戦後間もないころの死亡率は非常に高かったのです

が、1975 年にかけての二十年間ぐらいで急激に下がっていることがわかります。

　1980 年以降の 35 歳男女の一年間死亡率を拡大して示したのが左下の図です。2011 年に東日

本大震災があり、35 歳の男性と女性の死亡率が少し上がりました。しかし、この上昇度合いは、

ほかの年に比べると極めて大きいというわけではありません。大数法則は十分働いています。

　これに対し、図の右上を見てみましょう。これは 70 歳の女性と男性が次の 76 歳の誕生日を迎

えるまでの一年間の死亡率の 1947 年から 2013 年までの推移です。1990 年以降を拡大したとこ

ろが右下の図です。確かにお年寄りの方が今回の震災で多く亡くなったといわれていますが、そ

のことが 2011 年の死亡率を見ると確認できます。しかし、ほかの年と比べて、それほどの上昇

率ではありません。

　右上の図にもどって 1957 年あたりのところの 75 歳男女の死亡率が急激に上昇していることに
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注意してください。保険学の講義でこれが何を意味しているのかを社会人の学生さんたちに聞く

のですが、今の若い方で正確に答えることができる人は保険会社の人でもまれです。実はこれは

アジア風邪、香港風邪に由来する死亡率の上昇を示しています。アジア風邪というのは今でいう

「鳥インフルエンザ」です。つまりパンデミックリスクです。インフルエンザ流行に関わる生命

保険金支払いについては、もちろん免責になりません。

　（シート 11）保険会社にとって大災害リスクとはどんなものか、考えてみましょう。大災害リ

スクというのは、生じる確率は極めて小さいのです。たとえば百年に一回とか起きない出来事で

すが、もし起きたらば膨大な保険金の支払いが、いちどきに行われるというリスクです。こうし

た大災害リスクに対して生命保険会社は、通常、異常危険準備金を積み、それでも足りない部分

は、再保険によって対処しています。

　損害保険会社というのは、さまざまな自然災害リスクをカバーする保険を売っています。

　（シート 12・13）こうしたものについて、最近は、再保険だけに依存するのではなく、大災害

債券（CAT 債：Catastrophes	Bonds）といわれているものを発行し、大災害リスクの管理をし

ようとする動きが顕著になりつつあります。CAT債の市場は再保険市場に比べますとまだまだ

小さいのですが、最近はその重要性が認識されるようになっています。再保険が保険会社、再保

険会社の間でのリスク移転を行っているのに対し、多様なリスクを保険会社と資本市場との間で

リスク移転を行うという重要な特徴があります。

　CAT債は、ここに示したような七つのタイプのリスク、つまり、１）	米国のハリケーン、２）	

米国の地震、３）	米国のその他のリスク、トルネード（竜巻）と山火、４）	欧州の暴風雨、５）

日本の地震と津波、６）日本の暴風雨、それから、最後に、７）	これら１から６までをいくつか

組み合わせたものがあります。

　日本においてもさまざまな形で CAT	Bonds が発行されております。保険会社だけでなくて、

事業会社でもこうしたものを発行する動きがあります（言い換えれば保険に頼らない大災害リス

クの管理です）。

　（シート 15・16）先ほどいいましたパンデミックリスクを、CAT 債を用いて、再保険会社が

どのように処理しているかという実例を示しましょう。

　この図の横軸は英国、イタリア、スイスとアメリカの死亡率を加重平均したものです。縦軸が

三年満期の CAT債の満期時の額面支払額です。この CAT債は、スイス再保険会社（Swiss	Re）

によって 2004 年に発行されました。発行額は４億ドル（約 400 億円）です。通常の信用リスク

のない国債であれば満期がくれば約束した額面が償還されます。ところが、Swiss	Re が発行し

た債券はでは、三年間の加重平均指数 qの「最大値」が、基準となる 2002 年の死亡率の値 q０の

1.3 倍までであれば、額面４億ドルの元本が償還されます。ところが、最大死亡率が 1.3 倍を超

えると額面償還額は少しずつ減少していきます。もし三年間の死亡率の最大値が基準年の 2002

年度の死亡率の 1.5 倍になると、４億円の償還は行われません。この債券に投資をした投資家は
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投資額をすべて失うことになります。一方、この債券を発行したスイス再保険会社は、発行時の

資金４億ドルを安全な国債等で運用していますが、いったん死亡率の急激な悪化が生じたときに

は、一部あるいは全部の償還を行いません。そのかわりに、再保険金の支払いに充てることにな

ります。

　ところが、実際、先ほどのグラフでお見せした 1950 年代に起きたような鳥インフレエンザの

流行がおきることはほとんどないだろうといわれているのです。なぜかというと、医療技術が進

歩し、新しい薬を大量かつ迅速に、また安価に製造出来る技術も整いつつあるといわれています。

けれども、Swiss	Re 等の再保険会社は、毎年繰り返しこういう債券を世界中の投資家に対して

発行しています。そのかわり、この CAT債券に投資をした投資家に対して、この場合であれば、

三ヶ月もの US-LIBOR（ほとんど信用リスクがない債券の利子とみなされます）に 1.35％を上乗

せした金利を毎年払うということになります。世界中の機関投資家、特にヘッジファンドなどが

こうした CAT債を購入しています。

　（シート 17）もう一つの事例をお話ししたいと思います。JA 共済という非営利組織形態の保

険会社があります。農協が運営している共済、保険会社です。実は農協は利益の１/ ３を金融で

稼いでいます。皆さん、農協といいますと、農民のための組織ですから、農産物を売買して、そ

の手数料を得ているのかと思いますけれども、利益の１/ ３は保険や銀行業務で稼いでいるので

す。

　JA 共済は「建物更生共済むてき」という風水害や火災による損害をカバーする損害保険を売

っています。しかし、この保険の特徴は、水害や火災のみならず、同時に地震や津波災害をもカ

バーします。私もさがみ共済という農協の準組合員になっています。この保険を買うためには、

農協の組合員でないと買えないからです（農協は共同組合組織です）。

　（シート 18）JA 共済はこの「むてき」という保険を売っていますが、大地震が起きたときの

保険金支払いリスクを再保険を用いて管理をしていますが、それとともに、日本の地震や津波に

対する保険金支払いに備えるために、MUTEKI という名前の大災害債券を、投資家に対して発

行しています。

　（シート 19・20）JA 共済はMUTEKI	Limited という特別目的会社をケイマン諸島につくりま

して、全体で 10 億ドルの発行枠を持つ大災害債券、MUTEKI を発行しました。2008 年５月に

はその内の第一回発行で、３億ドル。つまりおおよそ 300 億円を調達いたしました。この債券の

運用期間は 2008 年５月 14 日から 2011 年５月 14 日の三年間です。この債券を買った投資家は、

百年に一回程度の確率で生じる地震があると、元本は全額棄損します。2011 年３月 11 日に大震

災が起きました。東日本大震災は千年に一度の確率で生じた地震でしたので、当然、この債券に

投資をした投資家は投資額が全損になりました。

　もし地震があと二ヵ月後、つまり５月 15 日以降に起きていたら、投資家は３億ドルを満期に

受け取って、なおかつ LIBOR プラス 440bps、つまり 4.4％上乗した金利を毎年受け取りました。
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さらにこのMUTEKI という大災害債券には、特別条項がついていまして、2011 年５月 14 日の

満期前にやや規模の小さい、五十年に一回の地震が起きますと、さらに 3.5％上乗せいたします。

4.4％プラス 3.5％ですから、7.9％の高い金利がもらえます。その代わり、その後、百年に一回の

規模の地震が起きれば、元本 300 億円は消し飛んでしまします。

　事実、東日本大震災が起きまして、この債券は破綻いたしました。ということは何をいってい

るかというと、JA 共済にとってはこの債券のデフォルトは悪いことではないのです。この大災

害債券で調達をした３億ドルはほとんど国債で運用されておりますが、直ちにそれを売り、現金

化し、「建物共済むてき」の保険金支払いに充てたのです。ですから、あの地震が起きたとき、

資本市場で世界の国の国債の価格が下がりました。なぜかというと、JA 共済などの生命保険会

社が持っている国債を直ちに売って、保険金支払いに回すのではないかという憶測も大きな理由

だったと思います。

　（シート 21）JA 共済の大災害債券MUTEKI の構造を説明しましょう。地震が起きますと、携

帯電話やスマートホンで警戒音が鳴りますけれども、このもとは強震ネット（K-net）によって

います。

　（シート 22）図の右側に示すような地震計が日本国中に千数ヵ所ほど置かれています。それが

黒い点です。地震が起きると、その情報が気象庁に送られ、それが各人の携帯に到着するシステ

ムです。

　（シート 23）その一方、JA 共済は図の赤い点で示されたところに多くの「建物共済むてき」

を売っています（農村地帯というより、首都圏が主だということに注意してください）。

　この赤い点のそれぞれに、JA 共済が販売している建物共済むてきの保険金支払額を勘案した

重みを掛けて指数をつくります。それが日本地図の左側に示されています。

　（シート 24）この指数の推移が図に示されています（実際の指数の値でなく、その考え方だけ

を示したものですが）。横軸の左端が発行時の 2008 年５月 14 日です。満期は三年後の 2011 年５

月 14 日です。ところが、３月 11 日にあの大地震が起きまして、この指数がぼんと上がりました。

図の二つの横線の内の上を突き抜けました。したがって、額面を全額投資家に支払いしませんで

した。投資家は全損です。実は CAT	Bonds は、今まで数多く発行されていますが、全損になっ

たのは今までMUTEKI だけです。普通、世界各国の社債に投資すれば信用リスクがあって、社

債のデフォルト率はどの国でももっと高いのです。しかし、CAT	Bonds 市場ではこのとき初め

て全損するという事態が起きました。一部棄損した CAT債券でさえ数件です。これも自然災害

で起きたのではなくて、リーマンショックのとき、リーマンが売りの相手側になっていたために、

倒壊するとカウンター・パーティー・リスクがあるという形で CAT	Bonds の価格が下がりまし

たけれども、今回はまさに自然災害で起きました。

　（シート 30）JA 共済はMUTEKI という債券を発行していたのですが、これに投資をしていた

投資家は全損したわけです。CAT債は安全だという神話があったが、やはり全損するというよ
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うなことがあるのだから、投資家はもうこりごりだ、こんなものは絶対買わないと思うかもしれ

ません。しかし、JA 共済は 2011 年３月から約一年近くたって同じ内容の KIBOU という名前の

CAT	Bonds を再度発行しました。今回は、さすがに支払い金利はもっと高くなります。金利は

米国国債の金利に５％から 16％から 14% 上乗せするという形になりました。しかし、即日完売

です。日本では、東海、東南海、南海地震があるのではないか、東京の直下型地震があるといわ

れていますけれども、この債券は完売です。

　（シート 32）こうした CAT債の価格はどのように推移するのでしょうか。これは、スイス再

保険会社が発表している CAT	Bonds 指数の推移です。2009 年５月のリーマンショックで CAT

債の価格が急激な下落を示しました。これは、大災害債券の売り手であった投資銀行、特にリー

マンが破綻するというリスクや買い手であった機関投資家の需要が減少することからです。しか

し、その後指数は急激に回復しました。しかし、2011 年３月に大震災が起き、そのショックで

価格指数全体も下落をしましたが、その後の回復はリーマンショック時よりも早かったのです。

　（シート 33）CAT	Bonds に投資をしたときのリスクをみましたが、そのリターンはどうなる

か考えてみましょう。2002 年１月に 100 円、あるいは 100 ドルでもいいですが、多くの CAT債

に投資します。この図はその後の十年間で一体いくらになるかを示しています。約 2.2 倍になり

ます。ということは、おおよそ年率８％で平均して価格が増加していることになります。CAT

債の破綻はごくわずかなのに対して、機関投資家にとっては、極めてよい投資先だということに

なります。この点を別の観点から確かめてみましょう。

　（シート 36）これは 2010 年の第一四半期から 2012 年第二四半期までの、東日本大震災が生じ

たときを挟んで発行された 134 銘柄の CAT	Bonds の発行時の LIBOR プラスアルファの金利の

分布を示しています。リスクプレミアム金利は、平均すると大体８％、最低で３％、最高で 18%

になります。

　（シート 37）ファイナンス理論では、「ハイ（ロー）リスク・ハイ（ロー）リターン」といい

ます。言い換えれば、リスクが低いのにリターンが高いことはありえないといいます。ところが、

CAT債市場では、「美味しい話、つまり、楽してもうかる機会」があるのです。今まで 1000 銘

柄近くの CAT債が発行されていて、たった一件しかデフォルトしていない。これは、社債に比

べればすごくデフォルト率が低いのです。それにもかかわらず、平均して LIBOR プラス、平均

して８％の金利を払うということになります。しかももっといいことは、多くの場合、ここの自

然災害リスクと経済リスクがほぼ無相関です。そうしますと、ヘッジファンドのように世界中

の金融資産に投資している人たちにとっては、CAT	Bonds を買って全体のリスクを減らすこと

ができます（分散投資の原理）。つまり、金融資産に集中投資をしている機関投資家にとって、

CAT債への追加投資は、分散投資によって、ポートフォリオ全体でのリスクを減らすことがで

きるのです。この点は次の図に示されています。

　（シート 38）この図の、横軸はモルガン・スタンレーが発表している世界中の株に投資したと
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きの指数で、縦軸が今いった CAT	Bonds の指数を示しています。この図に 2002 年の１月から

2012 年８月までの月次リターンをプロットしてみると、相関がほとんどないのです。そうしま

すと、ファイナンスの理論を習った方はわかると思いますが、相関がゼロの商品であれば、期待

リターンはもっと低くなければいけないのに、実際は８%以上の高いリターンが実現している

のです。なぜそうなのかということについて、多くの研究者が盛んに研究していますが、確定的

な説明はできていないのが実情です。こうした不思議な現象をさして「大災害パズル CAT	bond	

puzzle」と呼んでいます。

　多分、行動経済学、あるいは行動ファイナンスに関するような知見でこれを説明せざるを得な

いのでしょう。

　（シート 41）あともう一つの災害を対象にした非常にユニークな大災害債券があります。日本

の大きな保険会社が、以前は多く発行していたのですが、金商法ができてからこうしたものがほ

とんど売れなくなりました。私は東日本大震災以降、こうしたものが再度手軽な商品とし発行さ

れるべきだと思っています。特に少額短期の保険会社にとっては、中小企業が直面する大災害リ

スクをヘッジする手段としては、従来保険会社が提供してきた損害保険に代わるとはいえないま

でも、それを補完するものとしてよいのではないかと思います。

　（シート 42）これは、日数カウント側の天候デリバティブといわれているものです。二つの例

をお話ししたいと思います。

　（シート 45）沖縄で一番大きなサーファーショップだといっていますけれども、規模としては

非常に小さい会社である「シーサー」という会社があります。この会社に対して琉球銀行が新し

い形の保険、実際は大災害デリバティブを売りました。琉球銀行がこのデリバティブを自分で作

るわけではありません。単に小売りするだけであります。このデリバティブの作り手であり、卸

売りをするのは当時の東京海上火災です。

　どういうデリバティブズかというと、2002 年 10 月 10 日から 2002 年 12 月 31 日までの約二ヵ

月ちょっとの間、沖縄管区気象台統括地域で秒速 15 メーター以上の暴風雨になる日数が二日以

上であれば、二日目から一日当たり一口あたり 208 万円の保険金をシーサーという会社は受け

取ることができます。ただし、支払い上限額は一口 100 万円の支払いに対して保険金支払額は

1,040 万円、つまり五日分までということになります。シーサーはこれを一口 100 万円で買いま

した。販売額のうち 10％が琉球銀行に手数料と支払われます。銀行にとって手数料としては非

常にいいビジネスです。

　10 月から 12 月、本土では寒い時期ですから、サーフィンの好きな人たちは沖縄に行って楽し

もうとします。しかし、そこに秒速 15 メーターという暴風雨がくれば、宿泊のキャンセルがでて、

この会社は多大な損害を被るかもしれません。もしものことを考えて、このデリバティブを購入

したわけです。

　（シート 47）こうしたデリバティブは、一時期、金融商品取引法が施行される以前までも非常
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に盛んに行われまして、ありとあらゆる自然災害について（地震や津波を対象にするものは少な

かったのですが）、こうしたデリバティブが発行されていました。たとえば漬け物屋さんとか木

曽川下りの船の会社がこうした保険デリバティブを買ってきました。

　ところが、金商法が施行された後、これを売る立場である銀行がちょっと難しい資格をとった

人を説明のため窓口に置かなければいけなくなりました。しかも、こういうデリバティブのリス

クをよく知っている人が説明する人でないといけないということになりました。そうしたことは

大事なことなのですが、コストを考えるととても引き合わないということで、銀行が一斉にこう

した災害デリバティブの販売から手を引いてしまいました。

　しかし、私は東日本大震災以降、日本の中小企業が直面するこうした多様な自然災害リスクを

ヘッジするためには、従来からの損害保険に加え、再度こうした形の保険を考えてもいいのでは

ないかと思います。こうした保険を中小の保険会社が売って、もちろん大きな保険会社が売って

もいいと思いますが、それらを束ねて再保険市場にリスクを転嫁する、あるいは、すでに述べた

ような CAT	Bonds を発行して、リスクを世界中に拡散するといった仕組みが必要ではないかと

私は思います。それがERMを今後進める場合における一つの非常に重要なツールになりますし、

多くの人々、われわれ国民一人ひとりの命と健康を担保するような新しい仕組みになるのではな

いかと思っています。なかなか難しい問題があると思いますけれども、安倍内閣の国土強靭化計

画において考えても良いスキームかと思います。

　また、東京海上などは、発展途上国においてこうした形の非常に安い日数カウント型のデリバ

ティブを売っているようです。日本円で一口 500 円といった規模で台風の被害を農民の人にカバ

ーするといったものを発行しているようです。発展途上国援助の一環として、日本政府がこうし

たデリバティブの再保険を引き受けるといったことも、考えられると思います。

　（シート 48）本日の私の話をまとめますと、保険会社がさまざまなリスクを引き受けてそれを

プールすることにより、つまり分散投資をすることによりまして、リスク処理をしています。そ

して、それでカバーできないものに関しては、十分な異常危険準備金を積み、再保険や本日申し

上げたような保険デリバティブによって、広くほかの人にそれを転嫁することによってリスク管

理を行っているということになります。

　保険会社自身のリスク管理は、個々のリスクを全社的な観点から見ようとする ERMを中心に

展開するようになってきていますが、そのときにおいて大災害リスクをどう取り扱うかは非常に

難しい仕事です。実は、大災害が起きる確率、そのものが不確実なのです（地震学者が自信がな

くなったのはそうしたことです）。従来、経済学者はリスクを見積もるときに、確率を計算でき

ればそれでよしとしたのですが、確率そのものが不確実であるという問題、こうしたものに今ま

であまり興味を持ちませんでした。不確実なものはリスクを見積もれば、そこで不確実性の処理

は終わりだということになったのです。

　シカゴ大学におりましたナイトという有名な経済学者がおりますが、ナイト的不確実性といわ
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れたものがあります。それが大災害リスクにおいてプライシング、商品設計において重要になっ

てきます。そういう意味では、こうした大災害債券の価値を決め、販売する場合、単にたとえば

従来、伝統的なアクチュアリーだけではだめで、ファイナンスだけでもだめで、そうしたものを

統合したアプローチというものが必要になってきているのではないかと思います。そうしたもの

をベースにして、先ほど私が最後に申し上げたような多様なリスクを分かりやすい形で、小口で

処理できるような日数カウント型のデリバティブが今後日本にとって必要なのではないかと思っ

ております。

　（シート 49）ERMについては、『統合リスクマネジメント』という本がありまして、英書で

600 ページぐらいあるのですが、私は一橋大学の米山先生とほかの若い方とこれの翻訳を三年ぐ

らいかけてやりました。なかなか難しい本なのですが、いわゆる保険経済学の立場から統合リス

クマネジメントについて説明していますので、もしご関心がある方は読まれたらいいと思います。

　また、数理的な側面、ERMというのはいろいろな側面がありまして、マネジメントフィロソ

フィー、つまり経営学の立場から保険会社の統合的なリスクをどう取り扱うかといった側面もあ

りますし、前に申し上げたような経済学的なアプローチをする場合もありますが、数理的なアプ

ローチも重要です。最近、統合リスクマネジメント、ERMに関する国際資格ができました。こ

の国際資格の日本版もできました。その資格試験のために必要な参考文献としてこの本がありま

す。大部でやや難しい本かもしれませんけれども、こうしたもので ERMの勉強について若い人

がチャレンジされたらいいのではないかと思います。

　時間が超過しましたが、私の話はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございまし

た。

◯司会者　　森平先生、どうもありがとうございました。保険とファイナンスの融合した分野の

重要性をかなりビビッドな形で示していただいたと思います。
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シート１

シート２

大災害デリバティブと 
保険会社のリスクマネジメント 

早稲田大学商学学術院 
森平 爽一郎 

早稲田大学  産業経営研究所 
アカデミック・フォーラム 

環境の変化と保険会社の統合的リスクマネジメント（ERM） 

2014年6月27日 
国際会議場 井深大記念ホール 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 1 

津浪（Tsunami) 大槌町 

観光船 はまゆり http://hilightphoto.com/?p=652  

津浪のメカニズム NGJより 津浪 スリランカ NGJより 

大災害（CAT) リスク 
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シート３

シート４

福島第ー原発事故 
2011年3月21日午後４時１０分、4号炉爆発 

東京電力提供 
大災害（CAT) リスク 

今日の講演内容 

1. 大災害リスクとは？ 
2. 保険会社にとっての大災害リスク。 

1. 生命保険会社にとって。 
2. 損害保険会社にとって。 

3. 大災害リスクに関するデリバティブズ 
1. 3つの実例を通して考えてみる。 

1. パンデミックリスクを対象とする大災害債券。 
2. 日本の地震を対象する大災害債券 
3. 冷夏リスク、台風リスクを対象にするイベントデリバティブ 

4. まとめ 
 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 4 
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シート５

シート６

EU ソルベンシーIIの枠組み 
ーソルベンシー必要資本ー 

日本アクチュアリー会 「経済価値ベースのソルベン
シー規制に係る技術的検討：諸外国の規制動向」、
2013年8月 森平 大災害リスクと保険会社ERM 5 

リスク・モジュール統合の相関行列 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 6 
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シート７

シート８

生保引受リスク・モジュール 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 7 

損保引受リスク 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 8 
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シート９

シート 10

生命保険会社にとってのリスク 

1. 死亡率の不確実性 
2. 「大数法則」によって、死亡率の「変動」リス

クはほぼ無視できる 
1. 互いに独立な死因による死亡 
2. 独立でない死因は「免責規定」によって無視で

きる。 

3. これ等は条件は本当か？ 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 9 
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森平 大災害リスクと保険会社ERM 
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シート 11

シート 12

損害保険会社にとってのリスク 

1. 損害保険リスクには大数法則が成立するとは
言えないものがある。とりわけ、 

2. 大災害リスク 
1. 起きる確率は非常に小さいが、 
2. いったん生じれば莫大かつ緊急の保険金支払が

必要になる。 
3. 日本は様々自然災害リスクに直面している。 

1. 自然災害リスクの質と規模が変化している、例え
ば気候温暖化 

2. 人的な大災害のおそれが高まっている。 
1. 原発事故 
2. 大規模工場事故 
3. テロや戦争 
 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 11 

大災害債券（CAT債） 
（Catastrophes Bonds） 

1. 利払あるいは元本の償還額が、大
災害にリンクしている債券 

2. （再）保険会社が保険引受リスクを
ヘッジする。 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 12 
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シート 13

シート 14

CAT債が対象にする主なリスク 

1. 米国暴風雨（ハリケーン） 
2. 米国地震 
3. 米国その他のリスク（トルネード、山火事他） 
4. 欧州暴風雨 
5. 日本地震・津波 
6. 日本の暴風雨（台風） 
7. 多地域＋他種類のリスク（AU+NZの地震や台風、メ

キシコの地震や台風、南ヨーロッパの地震など） 
 
最近では、長寿や死亡率リスクを対象にしたものも増加している

森平 大災害リスクと保険会社ERM 13 

日本におけるCATボンドの例 

1. 1997年：東京海上、地震、1億ドル 
2. 1999 年：オリエンタルランド、地震、1億ドル 
3. 2007年：三井住友会場、台風、1.2億ドル 
4. 2007年：JR東日本、地震、2.6億ドル 
5. 2008年：JA共済、地震、3.0億ドル（総枠10億ドル） 

1. 投資家への元本返済は100パーセント減額） 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 14 
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シート 15

シート 16

森平 大災害リスクと保険会社ERM 15 

実例１：Swiss Re(スイス再保険） 
短期死亡率債券 

1. ２００４年１２月から２００７年１月までの、満期３年の
Cat(astrophe)債券 

2. 額面 $４００M, つまり、発行額 
3. 利子支払い：年1回、３ヶ月US$LIBOR+1.35% 
4. 投資家に取ってのリスク：年齢調整後、三年間の最大

死亡率指数qがある一定水準を超えると額面償還額が
削減される。 

5. 死亡率指数はSwiss Reによって作成。EU4カ国死亡率
指数の加重平均 
1. 重み：US(70%),UK(15%),Italy(5%), and Switzerland(2.5%)  
2. q=Max[q2004,q2005,q2006] 
3. ベース死亡率 q0=2002年の水準 

Swiss Re死亡率債券 額面償還額 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 16 

0
q0 1.3q0 1.5q0

死亡率指数 q 

q=Max[q2004,q2005,q2006] 

額面償還額 

死亡率の増加に対して額面償還額が一部棄損する 

400 0

0

1.5$400
0.2

q qM
q

 −
× 
 

ここで、q0は
2002年の死亡率

0

0

1.5
0.2

q q
q


−

− 
 
 

$400 1M ×

死亡率を反映したこの割
合で額面償還額が削減 

の支払い 

元本償還
額ゼロ！ 
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シート 17

シート 18

森平 大災害リスクと保険会社ERM 17 

実例2: JA共済による建物更

生共済「むてき（無敵？）」の
証券化としてCAT債発行 

JA共済 地震リスク証券化：目的 
全国共済農業協同組合連合会 

• 本会では、建物更生共済を中心とした共済契約の引受を通じ、地震や台
風などの自然災害に対する保障を契約者に提供しているため、大規模
自然災害が発生して も経営の健全性を損なうことなく契約者の負託にこ

たえられるように、主に伝統的な再保険によって保有する自然災害リスク
の移転を図っています。 

• しかしながら、伝統的な再保険市場はひとたび世界的な大規模自然災害
が発生すると、その後の再保険料の高騰、再保険会社の信用力低下、さ
らに再保険取引規模の縮小等が起こることがあります。 

• そのため、この不安定性を補完し、安定的なリスク移転のポートフォリオ
を構築するために、本会はこれまでリスク移転方法の多様化を検討・実
施してきており、今回の証券化もこの一端を担うものとして、平成15年の
証券化に続いて実施しました。 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 18 
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シート 19

シート 20

JA共済 地震リスクの証券化 
全国共済農業協同組合連合会 

1. 発行体： MUTEKI Limited（ケイマン、SPC) 
2. 最終的な受益者：全共連 
3. カウンターパーティー：ミュンヘン再保険（S&P格付：AA-） 
4. 発行枠；10億ドル（シェルフ・プログラム、今回は3億ドル） 
5. 満期： 2008年5月14日から2011年5月14日（残存期間3年） 
6. 格付： Ba2（ムーディーズ）  
7. 利回り： LIBOR＋440 bps、ドロップダウン・イベント発生後の

追加リスクプレミアムは、更に350 bpsの上乗せ金利 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 19 

JA共済 地震リスクの証券化 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 20 
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シート 21

シート 22

強震ネット（K-net) 
気象庁「強震観測のページ」を参照 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 21 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 22 

朝日新聞データベースから 
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シート 23

シート 24

指数の作成 
MunichRE（ミューヘン再保険会社）資料より 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 23 

JA共済 地震リスク証券化 ケース1  
100年に1回程度の震災が生じたとき 

時間(t) 

指数： It 

０ 

満期： 2011年5月14日 

元本が毀損し始める指数
値=984 その確率をPFL: 
Prob. of First Loss 
1.02%(約98年に1回)の確
率 

元本が完全に毀損する：
指数値=1420, その確率
をPLL：Prob. of Last Loss 
0.62%(約161年に1回)の
確率 

24 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

2011年3月11日 

LIBOR＋4.40 %の金利支払い 

元本が
棄損す
る場合 

全く元本が償還
されない 

元本の一部棄
損が始まる 
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シート 25

シート 26

JA共済 地震リスク証券化 ケース1 
指数値(横軸)とCAT債額面償還額 (縦軸) 

25 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

指数値： It 

額面 

0 

$400M 

1,420 984 

PLL: Prob. of Last Lossが 
0.62%(約161年に1回)の確率で PFL: Prob. of First Lossが 

1.02%(約98年に1回)の確率で 

線形補完した毀損率 

元本が完全に毀損する：指数
値=508。その確率をPLL= 
1.80%(約56年に1回)の確率 

JA共済 地震リスク証券化 ケース2   
50年に1回程度の震災が生じたとき 

時間(t) 

指数： It 

０ 

元本が毀損し始める指数
値=276  PFL=2.78%(約36
年に1回)の確率 

26 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

LIBOR+4.40 % + 3.50% 指数値：191、確率4%(約
50年に1回の確率）で生
じる天井に！ 

LIBOR + 4.40% 

ドロップダウン条項 
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シート 27

シート 28

JA共済 地震リスク証券化 ケース2  
指数値(横軸)とCAT債額面金額 (縦軸) 

27 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

指数値： It 

額面毀損率(%)  

０ 

$400M

1,420 984 

PLL: Prob. of Last Lossが 
1.80%(約56年に1回)の確率で 

PFL: Prob. of First Lossが 
2.78%(約36年に1回)の確率で 

276 506 

LIBOR+4.40 % + 3.50%の追
加金利支払いが発生 

ドロップダウン条項 

トリッガー条項 
ー元本毀損が始まる条件－ 

1. リスク指標型（ベーシスリスクが大きい、透明性、
迅速性が高い） 

1. パラメトリック（Parametric)： 被害の客観的尺度（震
度・マグニチュード（地震）、風速（台風）、降雨量（風
水害））に対応 

2. モデル（Model)： 客観的な尺度＋その他の条件を
含む損害測定モデルの計算結果に対応 

2. 損害額対応型（ベーシスリスクが小さい、透明
性、迅速性に劣る） 

1. 指数（Index)： 保険金支払額指数に対応。北米
（PCS：Property Claim Services),欧州暴風雨（PERILS) 

2. 実損（Indemnity) ： 被保険者の損害に対応 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 28 
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シート 29

シート 30

JA共済 地震リスク証券化 
 トリガー 

1. MUTEKI Limitedの発行した債券は、日本国内全域で発生し
た地震の強震記録（K-net)をもとに、 

2. 所定の方法で算出された指数が一定水準を超えた場合に
元本減額の条件を満たすことになります。 

3. 元本減額となりうる地震の規模は、概ね100年に1回程度の
規模を想定していますが、 

4. 25年に1回程度の規模の地震が発生した場合には、50年に
1回程度の規模まで元本減額の条件が引き下がる「ドロップ
ダウン条項」が付帯されています 

5. 【参考】 リスク証券によるカバーイメージ図  

森平 大災害リスクと保険会社ERM 29 

2012年1月! 
「全共連」引き続き、「KIBOU(希望)」を発行！ 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 30 

1. 発行体(SPV:特別目的会社）：Kibou Ltd. (Series 2012-1） 
2. 最終的な受益者：全共連 
3. カウンターパーティー： Hannover Re （S&P格付：AA-） 
4. 組成会社：GC Securities are arranger and bookrunner 
5. リスクモデリング会社: AIR Worldwide発行枠 
6. リスク対象：強震ネットK-Netで測定される日本の地震 
7. トリッガータイプ：パラメトリック指数 
8. $300M10億ドル 
9. 満期： 2012年1月14日から2015年5月14日（残存期間3年） 
10. 格付： BB+（ S&P）  
11. 元本の毀損は、 

1. 指数が、1,050に達すると始まり、指数が1,150で全損。それ以前に、 
2. 指数が、270あるいはそれ以上に達することがあると、元本の毀損の開始と

全損は、指数が490から590の水準に「ドロップダウン」する。 
12. 利回り：  Treasury money market funds + 5%, ドロップダウン・イベント発生後の

追加リスクプレミアムは、更に9%の上乗せ金利 

次のARTEMISを参照
http://www.artemis.bm
/deal_directory/kibou-
ltd-series-20121/ 
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シート 31

シート 32

CAT債の一般的な仕組み 

（再）保険会社 
投資家 

ヘッジファンド、年金基金、
ソブリンファハンドなど 

事業会社 

信託銀行 

特別目的会社 
SPC 

をタックスヘイブンに設立 

投資金額 

LIBOR＋リスクプレミアム：EERR 

額面（ トリガー条件該当しない場合） 
毀損額面（トリガー条件該当） ＋ 

保険金支払い 
保険料 

投資金額 

保険料 

トリガー条件該当時の 
保険金支払 

LIBOR＋リスクプレミアム 

カウンターパーティ 
リスクを排除するため 

その他の関係者 
格付け機関 

CATリスク計測会社 

6 

4 

1 

5 

2 3 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 31 

スイス再保険 ＣＡＴボンド価格リターン指数 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SRCATPR:IND 

格付け会社ムーディーズ・イ
ンベスターズ・サービスによ
ると、300余りのＣＡＴボンドの

うち、災害を受けて甚大な損
失を被ったのは２件にとど
まっている。CATボンドのパ
フォ－マンスは株式や商品、 
ジャンク債のパフォーマンス
を上回る 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 32 
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シート 33

シート 34

Historical Lane Financial Insurance Return Index (LFIRI) 

 2002年に100ドルを投資、2012年第1四半期まで の累積  

森平 大災害リスクと保険会社ERM 33 

100
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160

180

200

220

240

TR Index

IR Index

10年で2.2倍！ 
金融リスクと相関が 

極めて低いにも関わらず 

保険リターン 

トータルリターン 

CAT債価格指数の月次リターン 
（SwissRe Global Cat Bond） 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 34 
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シート 35

シート 36

2010年発行94件のCAT債のリスク調整後期待損失 

ELP + (LIBOR+α) 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 35 
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シート 37

シート 38

なぜCAT債が投資家にとって 
魅力的なのか？ 

1. 大災害イベントが生じる確率は小さい 
2. 多くのタイプ（地震、風水害、竜巻、生命理数く）

CATリスクに投資すると、リスクを分散すること
ができる 

3. 多額の金融資産（債券、為替、株、商品）に投
資している投資家（年金基金、ヘッジファンド、
投資銀行）にとって、金融リスクと自然災害リス
クの相関はほぼゼロ（システマティックリスクβ）
はゼロ！ それにもかかわらず 

4. CAT債のリスクプレミアムは極めて高い！ 
5. おかしい！ CAPMを用いて考えてみよう 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 37 

世界株価指数（MSCI ACWI)と 
CAT債価格指数（SwissRe Global Cat Bond） 

38 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

2002年1月から2012年8月までの月次リターン%の比較 

相関係数=0.19が極

めて低い、傾き
=0.025 

C
AT

債
価

格
指

数
（

Y)
 

y = 0.63+0.025x   
R² = 0.0363 
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シート 39

シート 40

CATボンド 発行データベース 

Catastrophe Bond & Insurance-
Linked Securities Deal 
Directory 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 39 

1. CAT債のリスクプレミアムがなぜ高いのか？ 

1. 曖昧性回避(Ambiguity Aversion) 
2. 近視眼的損失回避(Myopic Loss Aversion) 
3. 選択バイアスと閾値行動（VaR） 
4. 元本損失の“おそれ” 
5. 固定的な学習費用 

Bantwal and Kunreuther[2000],  “A Cat Bond Premium Puzzle?” Journal of 
Psychology and Financial Markets 1 (1), 76–91  

40 森平 大災害リスクと保険会社ERM 
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シート 41

シート 42

（大）災害デリバティブ 

1. 日本の保険会社が自然災害リスク
をデリバティブの形で引き受ける 

2. 保険会社は、災害デリバティブリス
クを、再保険によってヘッジする。 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 41 

日数カウント型の天候デリ
バティブズ：二つの事例 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 42 

名古屋：  
ベンディングマシンサービス
会社のための冷夏デリバティ
ブズ(最高気温日数に関する
コールオプション） 

沖縄諸島： 
（株）シーサのための暴風雨デ
リバティブズ 
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シート 43

シート 44

実例3:冷夏デリバティブ 
（コールオプション） 

1. 買い手: (株)パブリック・ベンド・サービス（名古屋） 
2. ブローカー:名古屋銀行 
3. オリジネータ:三井住友海上火災保険 
4. 契約期間(T): 2006年6月20日から8月20日の62日間において 
5. 保険金支払額(g0):   

1. 名古屋地域（名古屋管区気象台）の 
2. 1日の最高気温が 
3. 行使日数であるセ氏30度未満の日数20日(k=20)を上回る場合、 
4. 21日目から超過日数に応じて1日あたり(g0 =13万9千円を支払う。 

6. 上限支払い額: 500万円（約36日分＝上限56日－下限20日）.  
7. 保険料(C0) :保険料は100万円（内1割は名古屋銀行への手数料） 

43 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

オプションの用語では 

• 原資産： 名古屋の日次最高気温が35℃以
下の日数 

• 契約期間：T=N=62日 
• 行使日数：k=20日 
• オプション 
• ペイオフ：一日あたりg0 =13万9千円 
• 行使価格：K= g0×k=139.000×20日= 
• オプションタイプ：ヨーロピアン・コール 

44 森平 大災害リスクと保険会社ERM 
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シート 45

シート 46

実例4：暴風デリバティブズ 

1. 買い手: （株）シーサー（SEASIR Co.）, 沖縄最大のダイビング
ショップ（訓練、宿泊、飲食店など）. 

2. ブローカー: 琉球銀行 
3. 売り手: （株）東京海上火災 
4. 保険 

1. 2002年10月10日から2002年12月31日までのあいだで 
2.  沖縄管区気象台統括地域で、秒速15メーター以上の暴風雨になる

日（原資産）XTが 

3. k=2 日以上あれば、 
4. 2日目から1日あたり保険金をg0=208万円を、 

5. 上限支払い額:  1040万円（５日分まで）を上限として支払う 
6. 保険料(C0) : シーサーは2002年9月24日に保険料をC0=100

万円支払う。うち10％は琉球銀行への手数料支払い. 

45 森平 大災害リスクと保険会社ERM 

46 

日数カウント型 デリバティブの意味 

0 満期日数 (t=T） 

「計数過程」に従う 

TX

満期日t=T （XT）における特
定天候イベント発生日数

最高気温
が３５℃
以下の総
日数：Xt

日数：ｔ

契約開始 t=0 

ストライク日数(k) 

0 ,0T TC g Max X k = − 
 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 

天候リンク債のペイオフ：
XT×g0 円

冷夏コールオプション 
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シート 47

シート 48

大災害を対象にした 
イベントデリバティブの可能性を探ろう 

1. こうした「イベントデリバティブ」の販売は、買ってかなり好
調であった。その理由は、 

1. 中小企業にとって、保険では十分対応出来ないリスクをヘッ
ジできた。 

2. 銀行、とりわけ、地域金融機関にとって、 
1. リレーションシップ・バンキング、トータルコンサルティングの手段と

して、 
2. 銀行の収益性を高める一助として 

2. 金融商品取引法の施行以降、販売は急速に減少 
3. こうしたデリバティブを、地震、津波、風水害、その他の

「大災害リスク」にも広げるような 
1. 立法、規制改革が必要 
2. 小規模短期保険会社にとっての利点 
3. 再保険や、これ等デリバティブのデリバティブの可能性 

 
 
 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 47 

まとめ 
1. 保険会社は、 

1. 多様なリスクを引き受けて、 
2. その多くをプール（分散投資）することにより、また 
3. 再保険や保険デリバティブによって他に転嫁することにより 
4. リスクマネージメント機能を提供してきた。 

2. 保険会社自身のリスク管理は、個々のリスクを、全社的な観点
から見ようとするERMを中心に展開するようになってきている。そ
の時における 

3. 大災害リスクの特徴と 
4. 資本市場を通じた保険引受リスクが、大災害債券によって、 

1. どの様に処理されているのか？ 
2. 大災害債券の構造 
3. 大災害債券パズルとはなにか？ 
4. 今後の大災害債券のあり方。 
5. 日本の現状にあった大災害デリバティブの可能性について 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 48 
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シート 49

シート 50

参考文献 
第7章 なぜリスクは企業にとって高くつくのか？ 
第8章 リスクマネジメント戦略:二重性と大域性 
第9章 損失発生後の投資決定と損失の測定 
第10章 損失後資金調達―調達可能性と機能不

全投資 
第11章 損失後ロスファイナンス, 流動性と債務

再交渉 
第12章 コンティンジェント・ファイナンス 
第13章 コンティンジェント・レバレッジ戦略とハ

イブリッド負債 
第14章 ヘッジングと保険 
第15章 組織形態とリスクマネジメント：有限責

任 
第16章 事例研究：異常災害リスクの証券化 

A.ドハーティ著、森平・米山訳、『統合リスクマネジメント』、中央経済社､2012年 
伝統的なリスクマネジメントと新しい金融リスクマネジメントを融合し、統合リスクマネ
ジメントという理論的フレームワークと基礎概念を提供。 

参考文献 

森平 大災害リスクと保険会社ERM 50 

P.スウィーティング他、松山他訳、『フィナンシャル
ERM: 金融・保険の統合的リスク管理』、朝倉書
店、2014年 

ERM国際資格であるCERAの標準テキストの翻
訳。ERMを支える数理手法について丁寧に説明 
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講演　３

保険募集ルールの変革と保険業界の対応
　　　　　　　　　　　　　日本損害保険協会	シニアフェロー
　　　　　　　　　　　　　日本損害保険代理業協会	アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　丸紅セーフネット株式会社	常勤監査役　栗　山　泰　史

◯司会者　　それでは、時間になりましたので、再開させていただきたいと思います。

　つづきましては、日本損害保険協会のシニアフェローでいらっしゃる栗山先生にお話をいただ

きます。テーマは「保険募集ルールの変革と保険業界の対応」です。

　栗山先生は、日本損害保険協会の前常務理事、現在はシニアフェローで、また日本損害保険代

理業協会のアドバイザーにも就任されています。長い間、損害保険業界において実務はもちろん、

市場全体のいろいろな制度、こういったものをつくり上げてきて、金融庁との関係も含めまして

いろいろと活動されて、わが国の現在の秩序構築に多大な貢献をされてきました。現在も各種の

貢献をされたり、また講演に行ったり、あるいは海外から招かれて日本の実情をいろいろお話し

されるといったような形で幅広くご活躍されています。栗山先生からは、募集関係のルールの変

革というテーマで、特に保険募集分野でのリスクの問題についてお話をいただくことになってい

ます。

　それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

◯栗山　　栗山でございます。（シート１）私からは、表題に出ておりますけれども、「保険募集

ルールの変革と保険業界の対応」ということでお話をいたします。

　実は、このテーマに関しましては、つい先だって、５月 23 日に新しい保険業法が国会を通過

しています。したがいまして、今回の話は、まさにこれから起こる旬の話というように受けとめ

ていただいていいと思います。

　ちなみに、保険会社というのはさまざまな業務を行っております。保険商品の開発ということ

もありますし、事故が起こりましたらば損害調査という形で保険金の支払い業務を行います。ま

た、保険契約者からいただいた保険料につきましても、これをより有利な形で運用するという業

務もあります。さまざまな業務が保険会社にございますけれども、本日はその中で保険の募集、

販売に関わる切り口についての話であります。

　（シート２）一言で保険募集と申しますけれども、この保険募集ということに関する法の変遷

を最初にお話ししたいと思います。

　実は、保険募集ということに関して、わが国においては三つの特徴がございます。一つは、わ

が国は欧米のようないわゆる保険ブローカー、お客様の代理人として保険会社と折衝し、お客様

に有利な保険を提供するというもの、すなわち、お客様の代理人が保険ブローカーなわけですけ
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れども、日本におきましては、保険ブローカーが活躍する余地というのは、実はこれまでのとこ

ろあまり大きなものではございませんでした。明治になって近代的な意味での保険が日本に導入

されて以降、わが国においては保険会社の代理人としての保険代理店による保険の募集が長く行

われてきたわけであります。

　明治 12 年に初めてできた保険会社、東京海上保険会社でありますけれども、東京海上保険会

社が最初に委託した代理店は三井物産であります。しばらくして三菱株式会社、今の三菱商事に

委託しております。また、明治 22 年に設立されました東京火災保険会社、これは後の安田火災、

今の損害保険ジャパンでありますけれども、日本で最初の火災保険会社として設立されたこの会

社が委託した代理店は町や村の庄屋さんといった地域の名士であります。または、日本火災とい

う会社がその後できましたが、最初に委託した代理店は岡山第二十二国立銀行であります。

　つまり、日本において保険が始まった当初、たとえば、いうならば 1,000 円の掛金を払って、

事故があったときに 100 万円の保険金が支払われるといったような、ある種のマジックのような

ものを信じる人は誰もいなかったわけでありまして、それを人々に信じてもらい、保険というも

のが普及する上で非常に大きな貢献をしたのが三井や三菱というビッグネーム、国立銀行が持つ

信用力、または町や村の名士の信頼の力、これらが保険の普及を当初支えてきたわけであります。

　実は、この保険契約者と代理店の関係、つまり信頼をベースにして保険に入るという関係は、

今まであまり変わることなく続いてきた、少なくともそういう側面があるということを一つご記

憶いただきたいと思います。これについては後ほどもう少しお話します。

　そして、日本において一つ目の特徴としての保険代理店による募集を前提にして、監督に関し

て、保険会社を通じた間接的な募集の監督がこれまでずっと行われてきたわけであります。つま

り、代理店は保険会社の代理人であるために、行政、今でいうと金融庁ですけれども、行政は保

険会社を監督する、そして保険会社が代理店を監督するという二段階の監督をつくることによっ

て、保険の募集に関する監督が行われてきた。これが二つ目の特色であります。

　もし欧米のように保険ブローカーが大きな募集の担い手であるならば、ブローカーは保険会社

の代理人ではなくお客様の代理人ですから、直接行政が監督しなければなりません。それに対し

て日本は、99％以上が代理店による募集であるために、行政は保険会社を監督する、そして保険

会社が代理店を監督するという枠組みが成立していたわけであります。

　三番目の特徴、保険会社が代理店を監督するといったときに、その前提として一社専属である

ことが必要になります。つまり、一つの代理店が複数の保険会社の取引をしていると、ある保険

会社を監督しても、その会社を通じて見える代理店の姿は一部にしかすぎません。そういうこと

もあり、わが国においては明治から大正、昭和の初め、長きにわたってさまざまな議論はありま

したが、業界の自主ルールでもって一社専属制がずっと継続してきたわけであります。この三点

がわが国における保険募集の特徴をつくっていると申し上げていいと思います。

　そして、具体的な法律という意味では 1900 年（明治 33 年）に保険業法が施行され、1939 年、
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日本における本格的な保険業法はこれに端を発すると申し上げていいと思いますが、改正保険業

法が施行され、先ほど申しました三つの特徴がずっと長く維持されてきたわけであります。

　しかしながら、戦中戦後さまざまな保険をめぐる混乱の中で、一社専属制が乱れていく、そし

てその結果、保険に関する乗換募集という問題が生ずるということがありました。そして、その

ような混乱の中で、戦争が終わった三年後、昭和 23 年に「保険募集の取締に関する法律」が施

行され、この法律によって、生命保険に関しては代理店の一社専属制が初めて法律に明記されま

す。

　損害保険に関しては触れていませんが、まったく同じときに別の法律ができています。「損害

保険料率算出団体に関する法律」というものです。実はこの法律によって、日本の損害保険の場

合、主要な商品については全部の保険会社が同じ保険を同じ保険料で募集しなければ法律違反に

なるという厳格な商品規制が敷かれたわけであります。つまり、損保に関していえば、全部の保

険会社が同じ商品を同じ値段で売るわけですから、あたかも一つの保険会社しかそこに存在しな

いというような状態が生まれたわけであります。結果、損害保険業界に関しましては、代理店の

乗合が認められることになりました。

　しかしながら、時代を経て、そのような厳格な規制の弊害がさまざまな形で見られるようにな

ってきた。そして、それは保険だけというよりも、より大きく銀行証券を含む金融業全体におけ

る規制の弊害が顕著に見られた。そのような中で、当時、橋本龍太郎首相のもとで行われた金融

ビッグバンの一環として、保険に関しても全面的な自由化が行われ、保険業法が改正されたわけ

であります。このときに生損保の相互参入や料率算定会制度、先ほどの全社が同じ商品を同じ値

段で売るという制度、そうしたものが見直され、またわが国においても、ここで初めて代理店で

はなくて保険ブローカーというものが認められることになったわけであります。このとき、銀行

証券とともに保険に関しても、現在に続く国民に極めて深い関係のある全面的な改革が行われま

した。

　しかしながら、このとき銀行証券において改革が行われる一方で、保険においては手つかずの

領域が一つ存在しました。実はそれが募集であります。このとき銀行については銀行法が改正さ

れ、証券に関してはそれまでの証券取引法が衣替えした金融商品取引法が施行されました。しか

しながら、保険に関してのみ、昭和 23 年の募取法がほとんど中身を変えることなく、1996 年の

保険業法に横滑りで入れられることによって、募集に関しては大きな変化が生じないということ

になったわけであります。

　皆さんも現実の体験としておわかりになる方が多いと思いますが、たとえば銀行や証券の窓口

で投資信託、そのほかの金融商品を買おうとしたときには、耐えられないほどたくさんの説明を

聞かなければ売ってさえもらえないというのが現在の金融商品における募集の仕方でありますけ

れども、こうしたことが生じたのは、まさに金融ビッグバンのもとで行われた金融商品に関する

募集の根本的な変化があったからであります。そして、そのときに保険は変わることなく、それ
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から約二十年になりますが、ずっと昔ながらの募集の仕方がわが国においては継続していたとい

うのが実態であったわけであります。

　（シート３）しかしながら、そのような形で二十年近くが経ったとはいうものの、この間いく

つかの事件もあり、行政的な観点で保険の募集のあり方が検討されてまいりました。この一つが

販売勧誘のあり方 PT、2005 年から 2006 年にかけて行われたプロジェクトチームでの議論であ

ります。ここにおいては当時世の中を騒がせた保険金の支払い漏れ事件を踏まえて、ある種のパ

ッチワークとして二つの対応が行われたわけであります。

　一つが契約概要・注意喚起情報の交付というものであり、もう一つが保険契約者の意向確認書

面の取付けという作業であります。この二つが保険金支払い漏れ事件を受けた当面の対策として

設けられました。しかしながら、このときの対応はその根拠法が相当程度迂遠なものであるとい

うこともあって、実質的にこの二つの措置は形式的なものにならざるを得ず、現在に至っていま

す。

　そういう中で保険募集のあり方を根本から考えたときに、どういうところに論点があるのだろ

うかという観点で検討されましたのが、「保険の基本問題ワーキンググループ」の「中間論点整理」

で、これは 2008 年から 2009 年にかけて行われた議論であります。ここにおいては、かつてのよ

うに全社がまったく同じ商品を同じ値段で売るのではなくて、各社ばらばらの商品を売るように

なる中で、自分にとって何がいい商品なのかというような専門家のアドバイスを求めようとして

も、中立的な情報を簡単には得られないという問題意識が示されました。そしてそれをベースに、

個別論点として情報提供義務や募集文書のあり方、募集主体の問題、募集コストの開示、募集人

の資質向上等の十項目の論点が整理されたわけであります。

　こうした保険に関する議論とは別にわが国における保険を含む金融全体のあり方について現状

を分析し、これからどうあるべきなのかという観点での議論が金融審議会の場で行われました。

これが「金融業の中長期的なあり方ワーキンググループ」における議論で、「現状と展望」とい

う報告書が出ています。ここにおいても内外のプレイヤーが顧客目線で競い合い、金融イノベー

ションが生み出される市場をつくらなければならない。そこにおいてはお客様が負担するコスト

構造の透明化が図られなければならない。売り手が銀行や証券や保険会社に従属的であるのでは

なく、むしろそうした会社から離れてお客様の側に立って行動するべきなのだという製販分離の

問題、また、保険に関していえば、保険ブローカーや乗合代理店といったような中立的な立場で

お客様に対してアドバイスをする売り手、そうしたものが不足している中で顧客サイドに立った

独立系金融仲介業者の育成が必要だということが指摘されています。この問題は非常に重要な視

点でありますので、後ほどお話をいたしますが、ぜひご記憶ください。

　（シート４）つまり、金融庁の問題意識を簡単に申し上げますと、少子高齢化等の社会経済の

変化を背景にして新しい消費者ニーズが多様な形で出てきた。一方で、民間企業が金融や保険の

自由化の中で独自にさまざまなイノベーティブな行動を起こす。結果として、保険ショップ等が
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生まれ、またはダイレクト販売といったようなものが生まれ、銀行も窓販をするようになり、さ

まざまな募集形態の多様化が起こって、昔ながらの保険募集、すなわち、生命保険会社の営業社

員、または損保の代理店による募集だけではなくて、さまざまな売り手が出てきた。しかしなが

ら、そういうところが国民生活センター、そのほかに苦情の多発をもたらすこともまたあったわ

けであります。

　そこで、もう一度思い出していただきたいのですが、行政は保険会社を監督する、保険会社が

代理店を監督するといったときに、たとえば銀行、または来店型ショップ等の大型乗合代理店は

ほとんどの保険会社と取り引きのあるとても大きな代理店ですから、こういったようなものが保

険会社のコントロールの下でいうことを聞くのかということになりますと、決してそんなことは

期待できません。つまり、行政は保険会社を監督し、保険会社が代理店を監督するという、従来

型の監督のあり方に一定の限界が生じるようになってしまったわけであります。

　（シート５）そして、様々な現象の全体を踏まえ、商品のあり方、保険募集制度の今日的な見

直しの必要があるということで、金融審議会において本格的な議論がなされたわけであります。

ちょうど二年前のことです。そして、それから一年間かけて、何とその間に十六回もの議論を行

い、一年前の 2013 年６月 11 日に公表されたのが金融審議会保険ワーキンググループの報告書で

あります。これには二つの柱がありまして、一番が保険商品・サービスのあり方、二番が保険募

集・販売ルールのあり方という二つの柱によって構成されています。しかしながら、今回の報告

書のポイントは、二番目の保険募集・販売ルールのあり方にあると断言してよいと考えています。

　つまり、明治の時代から続く、保険会社のコントロールが効く代理店による募集を前提にした、

金融庁は保険会社を監督する、そして保険会社が代理店を監督するという枠組みにほころびが生

じる中で、保険募集に関する規制のあり方を根本から見直そうというのが今回の報告書の本旨で

あるわけであります。したがいまして、なかなか厳しい言葉が使われています。保険募集に係る

規制の再編成、規制を根本から編成し直すという「再編成」という言葉が使われています。また、

右側ですが、保険募集の基本的ルールを創設する、「創設」という言葉が使われています。つまり、

今現在は何もないということであります。何もないところに新しいルールをつくるという行政当

局の思いがこの言葉に込められています。そして、そこでつくられる新しいルールとは何か。今

現在、法律のどこにも書かれていない保険募集人の義務であります。

　（シート６）「規制の再編成」と「基本的ルールの創設」についてお話します。最初に、保険募

集人の義務、これはどのようなものであるか。（１）を見ていただきますと、「情報提供義務等、

保険募集全体に通じる基本的なルールを法律で明確に定める」ということになっています。今現

在何も義務がないところに法律で明確に義務を定めるというわけですが、これは大きく二つの切

り口で捉える必要があります。一つは、保険募集人一人ひとりの義務です。そして、もう一つは、

会社としての組織的な義務です。保険募集においては、相対で一人の募集人が一人の保険契約者

に対してさまざまな保険の説明をしながら最終的な契約に至ります。一人ひとりの保険募集人が
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保険契約の見込み客と話をするときに、今までは何の義務もありませんでした。しかし、ここか

ら先、その保険募集人は意向把握義務、情報提供義務という義務を負うことになります。保険会

社の社員であれ、代理店の使用人であれ、コールセンターで保険の説明をする電話の窓口にいる

人であれ、すべての人が一人ひとりで負う義務が意向把握義務であり情報提供義務であります。

　このような形で個々の募集人が法律上初めて義務を負うことになるわけですが、そうなります

と、当然その人たちを雇う会社、組織というものには会社や組織としての責任が生じてまいりま

す。具体的にいえば、社長としての経営上の責任であります。これがいわゆる体制整備義務とい

うものであります。募集人がしっかりとした意向把握義務、情報提供義務を果たすために教育や

指導や管理を徹底する、そうした責任をこれからは保険会社だけでなく、代理店の経営者も負う

ということになるわけであります。

　そして、中でも来店型の大型乗合代理店のようにたくさんの保険会社と取り引きをし、そして

たくさんの保険会社のさまざまな商品の中からお客さんとのやりとりを通じて、そのお客さんに

最も適切な商品を比較しながら提供する、そうした代理店を規模の大小を問わず、「比較推奨販

売を行う乗合代理店」と申しますが、比較推奨販売を行う乗合代理店については、より厳しい体

制整備義務を課すことになっています。これが追加的体制整備義務と呼ばれるものであります。

　また、あわせまして、代理店の義務、組織としての義務の中に新しく外部委託先に対する管理

責任というものが法定されました。つまり、システムを外部の業者に頼む、ダイレクトメールの

発送を依頼する、そのほかさまざまな形で募集に関連する業務を外出しするということがこうい

う時代ですから生じますけれども、そうした外部の委託先に対する管理責任もまた代理店が負う

というようにこれからなります。これが「保険募集に係る規制の再編成」という表題の下に記さ

れている一番目の再編成です。

　再編成の二番目は、（２）に記した「保険会社を主な規制対象とする現行法の体系を改め、保

険募集人自身も保険会社と並ぶ募集ルールの主要な遵守主体とする法体系へと移行する必要があ

る」という報告書の文章であります。つまり、ここから先、保険会社が監督することのできない

大きな代理店、独自の募集プロセスを持つ代理店が出てくるかぎり、そうしたものは保険会社に

よる監督は無理だと、そしてそうであるならば、金融庁がこれまでは保険会社のみを監督してき

ましたが、保険会社だけではなくて、あわせて代理店自身も金融庁の直接の監督下に置くという

ことであります。いうならば、金融庁が保険会社を、保険会社が代理店をという直列的な関係が、

金融庁のもとに保険会社と代理店という二つの監督の対象が生じるわけで、並列的な形がこれか

ら先、生まれることになるわけであります。代理店としては、今までのように保険会社の監督と

いう甘えが許される世界ではなく、直接金融庁によって監督されるという極めて厳しい状況が生

まれることを覚悟しなければなりません。

　最近の身近な例でいえば、半沢直樹というドラマがありますけれども、半沢直樹のあの世界は、

金融庁が銀行に対して直接入ってくるから、あれだけの厳しい状況が起こるわけで、保険会社が
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代理店を監督しているかぎり、どうしても甘い監督になるというのが現実の姿としてあったわけ

です。しかし、これから先、金融庁の直接監督下にある代理店については、半沢直樹のドラマに

見られるような極めて厳しい状況に立ち至るわけであります。

　（シート７）今申しました二つの点をポイントとする形で、つい先だって５月 23 日に、保険業

法等の一部を改正する法律が国会を通過しています。具体的には 294 条に情報提供義務、294 条

の２に意向把握義務、294 条の３に体制整備義務、305 条に外部委託者への立ち入り検査という

のが設けられています。これはすべての募集人に適用される条文であります。

　その一方で、先ほど、これから先は代理店に対しても金融庁が直接監督の手を伸ばすと申し上

げましたが、そうはいいましても、金融庁として、人的パワーなどの現実的な問題があり、大量

に存在するすべての代理店を直接監督下に置くことはできません。またそうするほどの必要もあ

りません。たとえば、生命保険会社に所属する営業職員さんや損害保険会社の専属代理店などは

保険会社のまさに直接の管理下にあるわけですから、そんなところまで金融庁が直接見に行く必

要はまったくないわけです。

　ということで、金融庁として直接監督をする募集人については、303 条で「その規模が大きい

ものとして内閣府令で定めるものに限る」という形の条文構成になっているわけであります。そ

して、それについては「帳簿書類の備えつけ」を明記し、304 条において「毎事業年度三ヵ月以

内に内閣総理大臣に対する事業報告書の提出」を定めているわけです。内閣総理大臣といいまし

ても安倍首相に出すわけではありませんで、金融庁または財務局に対して定められた書類を提出

するということになるわけです。

　このような内容を持つ改正保険業法が国会を通過いたしましたが、ここから先、内閣府令がさ

まざまな形で整備され、金融庁としての監督指針がつくられ、そして各種のルールやマニュアル

が作成されまして、二年以内に施行されることになっています。

　（シート８）これが施行されるとどのようなことになるのだろうということであります。「新た

な募集ルールの下での代理店経営」との表題で、あえて「代理店経営」という言葉を使っていま

す。今回の保険募集に関する変革は、今までのたとえば保険会社が生保、損保それぞれ参入でき

るとか、または商品や料率が自由化するとか、保険会社が経営戦略として人、物、金等を大々的

に投入するというような変化と少し次元が異なっております。つまり、今回の保険募集に関する

変革は、まさに現場のお客様と募集人の１対１のやりとりにおける変化であるところに極めて大

きな特色があります。あえていうならば従来の変革、保険自由化のもとで行われたさまざまな変

革が演繹的な変化であるとするならば、今回の保険募集の変革は帰納的な変化であるとみていい

のではないかと考えています。

　そして、それこそが、最初に明治の頃からというお話をしましたが、実はこの国において長く

続いた保険募集の大きな変化につながります。皆さんも保険に入っておられれば実感としておわ

かりいただけると思いますが、募集人の側は、「ここに判子を押していただければ、あとはちゃ
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んとお客さんのためにやっておきます」といって、丁寧な説明を必ずしも行わないまま保険契約

に至っていました。またお客様の方も、「細かな説明はいらない、あなたに任せているので判子

を押すからあとは適当にやっておいて」という形で進んできたわけであります。

　つまり、明治の時代に東京海上保険会社が三井物産を最初に代理店として三井という名前の力

で契約を取り、東京火災保険会社が町や村の名士を代理店にし、そうした人たちが、「つべこべ

いわずにここに判子を押しておけば、あとはやっておくから」というように、いわば強権的に保

険を広めていった。やりとりは随分マイルドに変化したものの、保険に関して丁寧に説明を聞き、

納得した上で入るという習慣が生まれてはきませんでした。つまり 1990 年代半ば、保険以外の

金融商品について起こったような募集上の大きな変化が保険については起こることなく、明治以

来、ずっと信頼を媒介にして保険契約がなされてきたといっていいわけであります。これが今回

初めてこの国において大きく変わる。

　そういうわけでありますから、第一線での募集実務の変化をベースにして、これから先募集人

一人ひとりが義務を果たすための対応を行うことが必要になります。そして組織としての代理店

は、体制整備義務という経営上の責任を果たさねばなりません。使用人の教育・指導・管理の徹

底はその代表的なものです。

　また、今までは保険募集におけるさまざまな賠償事故については保険会社が賠償金を払うこと

になっていました。この根拠法は保険業法 283 条であります。しかしながら、これから先は募集

人の義務が初めて法律で明記されますから、そこでの説明ミスは一人ひとりの募集人の義務違反

ということになる可能性があります。お客様への募集人の説明に関して、その場で起こったさま

ざまな賠償問題について、保険会社としては立ち入る余地のない世界が多々生まれます。そうな

りますと、現行の保険業法 283 条において代理店に対する求償権が明記されているのですが、こ

こから先は、たとえば株主に対する責任という観点で、どれほど保険会社と代理店との間に仲の

よい関係があっても、会社としてのロジックとして代理店への求償を行わなければならないとい

うようなことが起こってきます。保険会社と代理店との関係が根本から変わっていく可能性がこ

こにも見られるわけであります。

　また、委託先の管理責任についても代理店の責任は重いものになります。

　ところで、一つ重要なポイントでありますけれども、比較推奨販売を行う乗合代理店、本日は

具体的な内容についてはお話をしませんでしたが、非常に重たい義務を負います。しかしながら、

金融審議会の議論の中で、これから先、中立的な保険に関するアドバイザーが必要だという行政

の認識を申し上げました。そして、民間の自立的な動きの中で、来店型保険ショップやダイレク

ト販売がどんどん大きなウエートを持ってきているということを申し上げました。つまり、消費

者の側は、明治以来ずっと続いてきた「説明など聞かなくても判子を押すから勝手にやっておい

て」というような世界から、「保険についてもしっかりとした説明を聞いた上で入りたい、しか

もさまざまな保険会社のさまざまな保険商品を比較しながら入りたい」という形で、保険に関す
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るニーズが実は大きく変化し始めているわけであります。

　そうした国民のニーズの変化を正面から受けとめ、代理店として成功しようとするならば、極

めて厳しい義務を負うことにはなりますが、「比較推奨販売を行う乗合代理店」にチャレンジす

ることが必要になるわけです。

　あえていうならば、今回金融庁が保険募集に関して提起した新しいルールは、「これから先、

国民のニーズは比較推奨販売にある。しかしながら比較推奨販売は非常に難しいものだ。したが

ってトラブルが当然予想される。このトラブルを起こさないためには、重い体制整備義務という

高いハードルを設けることが必要だ。このハードルを越えて、しっかりとした体制づくりをした

乗合代理店こそが比較推奨販売という国民のニーズに正面から応えることができる代理店なの

だ」というメッセージを発しているといっていいのではないかと思います。

　しかしながら、これが代理店経営に対して与えるいわゆる規制対応のコストは極めて大きなも

のがあります。そうしたことを考えれば、あえて比較推奨販売を行うことは断念して、一つの保

険会社への専属に戻るとか、乗合代理店であっても原則として比較推奨販売を行わないという方

針を示さなければ成り立たない代理店もこれから先出てくるのだろうと思います。つまり、比較

推奨販売をしっかり行える乗合代理店か、保険会社との連携の中で顧客に対する責任を全うする

代理店かという二つの枠組みがこれから先の流れになるのではないかと私は考えています。

　そして、そういう中で比較推奨販売を行う乗合代理店として、大きなポジションを獲得したと

いうことになれば、これは金融庁の直接監督下に置かれる「規模の大きいものとして、内閣府令

で定める特定保険募集人」の立場になり、日々の金融庁の監督と検査を受ける代理店になってい

くということがいえるのかもしれません。

　いずれにしても、このような新しい保険募集ルールの制定とともに、代理店と保険会社の関係

が根本から変わるということは確実であります。最初のほうで金融審議会における「製販分離」

という言葉を申し上げましたが、これまでは保険会社が代理店を監督するという枠組みがある限

り、法律上の問題として、好きだとか嫌いだとか、してほしいとかしてほしくないとかというこ

とではなくて、親の子に対する監督義務のように、保険会社は代理店に対する監督責任を負って

いたわけであります。したがって「製販分離」など成り立つはずがなかった。しかし、今後は代

理店自身の義務が法定され、規模によって直接の金融庁の監督下に置かれるわけですから、保険

会社から代理店が自立していく、そして自分で自分を律さなければならない、賠償責任さえ自身

で負うようになる、そういう時代がこれから先やってきます。これこそが今回の新しい募集ルー

ルが提起している世界だと思います。そして、それは本日のテーマでいえば保険会社だけではな

くて、むしろ保険会社以上に代理店にとっての極めて大きなリスクであるというように申し上げ

ていいのではないかと思います。

　私の話はこれで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

○司会者　　栗山泰史先生、本当にありがとうございました。歴史的な観点も踏まえて、今この
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保険業法の変更の中で生じているまさに革命的というか、大きな構造的な変化、問題の意味を非

常にわかりやすく、また力強くご説明いただいたプレゼンテーションであったと思います。
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1

◆ わが国の保険募集における３つの特徴

① 保険代理店による募集

② 保険会社を通じた間接的な監督
③ 一社専属制

◆ 保険業法における募集の取扱いの歴史
１９００年（明治３３年） 保険業法施行
１９３９年（昭和１４年） 改正保険業法施行
１９４８年（昭和２３年） 保険募集の取締に関する法律施行（募取法）

損害保険料率算出団体に関する法律施行（料団法）
１９９６年（平成８年） 改正保険業法施行 ← 金融ビッグバン（銀証保の一体改革）

生損保相互参入・算定会制度の見直し・保険仲立人制度の導入

銀行 ： 銀行法の改正
証券 ： 証券取引法 → 金融商品取引法
保険 ： 旧募取法を改正保険業法に横滑り

１．募集を巡る法の変遷

シート 1

シート 2

保険募集ルールの変革と保険業界の対応

金融審報告書を受けた保険業法の改正

栗山 泰史

日本損害保険協会シニアフェロー
日本損害保険代理業協会アドバイザー
丸紅セーフネット株式会社 常勤監査役

第22回産研ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾌｫｰﾗﾑ

２０１４年６月２７日
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2

① 販売勧誘の在り方ＰＴ「中間論点整理」「最終報告」（2005/2006）

② 保険の基本問題ＷＧ「中間論点整理」（2008-2009）

③ 金融業の中長期的な在り方ＷＧ「現状と展望」（2011-2012）

・保険商品の多様化・複雑化に伴い、消費者に提供される情報量の多さが課題となり、顧客による商品比較が困難
➡ ①保険会社による情報提供、②ニーズに適合した商品勧誘を確保する方策、③ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり

方を検討
・提供する情報量を限定し、最低限の重要事項を明確化するため、「契約概要・注意喚起情報」の交付を求め、その内容、書式等を整理

← 保険業法３００条 （重要事項の不告知）
・顧客のニーズに合った商品を選択する上で、提案が顧客の期待に合致したものであるかを確認する「意向確認書面」の作成、交付を求
めた ← 保険業法１００条の２ （保険会社の体制整備義務）

・ニーズの多様化に対応し多様な商品が提供される状況の中で、複雑な商品の理解困難性が生じ、商品間の比較が容易でなく、専門家
のアドバイスを求めようにも、中立的な情報源をどこに求めたらよいかも容易には分からない。 ➡ 募集時の規制、商品に対する規制、
募集主体の問題、支払管理面の規律にわたり、規制のあり方を総合的、全体的に考える必要がある

・個別論点として10項目を提示 → 情報提供義務、募集文書、募集主体、募集コストの開示、募集人の資質向上、等

・利用者保護の観点に加え、競争原理を通じて「より分かりやすく、より良い保険商品が優れたチャネルにより提供される」ように留意する

・顧客が認める価値を創り出す金融業に向けて、内外のプレーヤーが顧客目線で競い合い、金融イノベーションが生み出される市場が求
められる。保険は販売者にとって収益機会が大きく、販売会社側の事情で取扱商品が限定され、適切な選択肢が与えられない懸念あり

・多様化する需要に応え、「顧客目線で商品を設計・販売する態勢作り、顧客が負担するコスト構造の透明化」が重要

・商品開発者と販売者の連携（いわゆる製販分離）の在り方を不断に見直すべき

・独立系投信会社、保険仲立人等、中立的な立場での金融アドバイザーが不足

→ 顧客サイドに立った独立系金融仲介業者の育成

２．金融審議会での検討経緯

商品の在り方

や販売制度の

今日的見直し

の必要性

少子高齢化等の社会経済の

変化を背景にした

新しい消費者ニーズの

出現や多様化

保険ショップ等の大型代理

店やWEB等の非対面販売

あるいは銀行代理店等の

募集形態の多様化

国民生活センターや

ADRセンター等に寄せられる

苦情の多発と増加

3

2012年4月11日開催の
金融審議会総会において
金融担当大臣より諮問

保険会社が
コントロールできな

い代理店の出現

３．金融庁の問題意識

シート 3

シート 4
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1.保険商品・サービス
のあり方

1-2 保険会社・グループの
業務範囲の見直し

2-2-1 意向把握義務

2-5 保険仲立人に対する規制

2-2-3 募集文書簡素化

2-3-1 保険募集人の
体制整備義務

1-3 共同行為の活用

2-4-2 その他
（委託型募集人の取扱い）

2-3 保険募集人の義務

2-2 保険募集の
基本的ルールの創設

2-4-1 適用範囲の明確化

2-3-3 保険募集人の
委託先管理責任

2-3-2 乗合代理店に係る規制

2-2-4 行為規制の適用除外

2-2-2 情報提供義務

2-4 募集規制の適用範囲等

関連：代理店の賠償責任

関連：代手の開示

1-1 新しい保険商品について

2-2-5 禁止行為の見直し

2-1 保険募集に係る
規制の再編成

2.保険募集・販売ルール
のあり方

4

４．金融審保険ＷＧ報告書「新しい保険商品・サービス及び募集ルールのあり方について」13.6.11

5

「２－１ 保険募集に係る規制の再編成について」
保険募集の規制のあり方を、販売チャネルの変化をはじめとする募集実態の変
化に対応できるよう

＊大型保険ショップ、銀行窓販、ウエッブ募集 等 の登場

（１） 情報提供義務等、保険募集全体に通じる基本的なルールを法律で明確
に定めるとともに、

＊募集人個々の義務 ・・・ 「意向把握義務」「情報提供義務」
＊「代理店」としての義務

「体制整備義務」
比較推奨販売を行う乗合代理店の 「追加的体制整備義務」
外部委託先の管理責任

（２） 保険会社を主な規制対象とする現行法の体系を改め、保険募集人自身
も保険会社と並ぶ募集ルールの主要な遵守主体とする法体系へと移行
する必要がある。

＊保険会社のコントロールの利かない代理店への金融庁による直接の監督

「規制の再編成」と「基本的ルールの創設」

シート 5

シート 6
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6

平成２６年５月２３日成立「保険業法等の一部を改正する法律」

■ すべての募集人に適用
２９４条 「情報の提供」
２９４条の２ 「顧客の意向の把握等」
２９４条の３ 「業務運営に関する措置」（体制整備義務）
３０５条 「立入検査等」（外部委託者への立入検査等）

■「特定保険募集人（その規模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限る）
または保険仲立人」に対して適用
３０３条 「帳簿書類の備付け」
３０４条 「事業報告書の提出」

■ 附則１１９条 ブローカーに関する長期契約の認可制を削除

■ 公布の日から、２年以内に施行
政省令（内閣府令）、金融庁の監督指針、各種のルール・マニュアルの作成

５．改正保険業法のポイント

7

■ これからの代理店経営

・第一線での募集実務の変化 ・・・ 教育・指導・管理の徹底

・業法２８３条による保険会社の賠償責任 ・・・ 保険会社からの求償

・委託先の管理責任

・比較推奨販売を行う乗合代理店 独自の募集プロセスへの対応

代理店経営における「選択肢」

・内閣府令で定める「特定保険募集人」

監督と検査への対応、経営コストの増大

・代理店と保険会社の新たな関係

６．新たな募集ルールの下での代理店経営

シート 7

シート 8
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講演　４

環境の変化と保険会社の ERM規制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学	商学学術院教授　李　　洪　茂

○司会者　　それでは、つづきまして、全体のプレゼンテーションをまとめる形にもなりますが、

李洪茂先生から、「環境の変化と保険会社の ERM規制」ということでお話をいただきます。

　李洪茂先生は、早稲田大学保険研究所の所長でいらっしゃいますが、日本、韓国はもとより、

国際的に活躍をされていて、中国やアメリカにも留学して幅広い人脈を持っていらっしゃいます。

また、カバーされている領域が非常に広く、損害保険は個人分野から企業分野、そして生命保険

の分野でも多くの論文がございますし、リスクマネジメント分野でもさまざまな活動や論文等を

お書きになっていらっしゃいます。

　それでは、李洪茂先生にプレゼンテーションをお願いいたします。

○李　　ただ今ご紹介にあずかりました李でございます。このようなプレゼンテーションになり

ますと、欧米人は冗談から入りまして聴衆を和ませるといわれています。それに対しまして日本

人はおわびから入るといわれていましたが、お一方もおわびをされた方はいらっしゃいませんの

で、私はおわびをしたい気持ちは山々ですが、私もそれはやめて、その中間をとって告白から入

りたいと思います。

　（シート１）何を告白するかと申しますと、今回のテーマが保険会社の ERMというテーマで

ございまして、このテーマの中でいろいろな依頼をしまして、報告していただいたのですが、そ

のテーマが個別テーマでして、ERM、いわば統合的リスクマネジメントとして統合されていな

いではないかという疑問が出てくるわけです。では、私がやるしかない。すごい先生方の後ろで

報告するのは非常に怖いことなのですが、一番後ろで統合してみようと考えまして、統合し始め

たのです。そうしましたら、なかなか統合できなくて、自分が統合されそうになりまして、これ

はまた大変だと思っておりました。何とか統合されずに、自分がこの中に埋没されずに頑張って

みたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

　（シート２）本日申し上げる順番は、問題の所在、内部統制とソルベンシー・マージン規制、

監督規制、ソルベンシーⅡ、EUのものをざっと見てから、そして、これらをもってしてもどん

な問題が残っているのかということを整理していきたいと思います。しかし、これがちゃんと整

理できるかどうかはわかりませんが、見えてくる範囲内での整理もやってみたいと思います。

　（シート３・４）まず、問題の所在です。いろいろなことが起きまして、規制緩和やら経済の

グローバル化、あるいは地震などの災害、テロなどが起きまして、一方では会計不正、日本では

不正といわずに企業不祥事という言葉を使うのですが、そういうものが起きまして、ERMが重
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要であるというのは盛んにいわれるわけです。この ERMが何かというのは実は定まった定義が

ありませんので、いろいろな言葉でいわれてきたわけです。エンタープライズ・ワイド・リスク

マネジメントとか、ストラテジー・リスクマネジメント、ビジネス・リスクマネジメント、コン

プライアンス・リスクマネジメント、インテグレート・リスクマネジメント、こういう多様な名

称でいわれているのですが、これがいいたいところは、全体的に見るのであって、個別リスクで

見ないということであります。これを全社的リスクマネジメントといったり、あるいは統合的リ

スクマネジメントといったりしております。この概念自体は 1990 年代に生まれたものなのです

が、これが急激に広まったのは 2000 年代でございます。

　（シート５）ERMに関する規制がいっぱい出来上がっています。それは会社法であり、金融商

品取引法、つまり日本版 SOX 法と呼ばれるものであります。これらは主に株式会社に対して適

用されるものですから、ステークホルダーはいろいろあるにしても、主として株主保護にその目

的があったわけです。それに対しまして、保険会社は株式会社もありますが、株式会社ではない

相互会社形態もありまして、これらの法律が適用されない場合があります。保険会社が発表する

対外向けの IR 関係の書類を見ますと、われわれは相互会社なので、こういう法律は適用を受け

ませんと。しかしながら、株式会社に準じた体制が整っていますということをアピールするわけ

です。そう主張しているだけでありまして、ちゃんとチェックを受けているという保証は実はち

ょっと弱いものであります。

　それに対しまして、一方、監督規制であったり、あるいはソルベンシー・マージン規制が別に

ありまして、これは保険会社にだけ適用することを目的としたものです。金融会社はほかの業態

とは違いまして、それを専門に監督する機関、つまり金融庁というところがありまして、もちろ

ん保険会社だけではなくて金融機関なのですが、そこが監督を専門にしながら、保険会社の会社

形態に関わらず適用されるものがあります。これらは重複的に規制されるわけですけれども、こ

れで十分足りるのか、できたのかという問題があるわけです。それを見ていきたいと思います。

　（シート６・７）まず、内部統制です。これはご存じのように SOX法がありまして、アメリカ

で法律ができたわけです。その法律の中で一番注目したいのは、内部統制報告書をつくることに

なったということです。そして、会計不正が起きない体制をちゃんと整備していますということ

を記述しまして、それを公認会計士、外部の監査を受けるようにしています。そこにうそがあっ

たりすると、刑罰を科しますというものです。その前に実は内部統制問題を COSO が発表して

いました。1992 年でしたから、SOX 法はこれを念頭に置きながら、できた法律であると思うの

です。そして、これを制定しておきましたら、その二年後に実はこれはやりませんで、これです

と、新しいものを持ってくるわけです。

　これですというものが何かといいますと、インターナル・コントロール・フレームワークと呼

ばれる内部統制モデルではありませんので、ERMという言葉が出てくるわけです。これと内部

統制モデルは違うのではないか、すりかえたのではないかという疑問は当然出てくるわけでして、
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私もそういう疑問を持っていまして、COSO のホームページに入って一生懸命チェックしてみま

したら、実は FAQというところがありまして、これをとりかえた、修正（replace）したのでは

なくて、これを更新（update）したのだという説明が書いてありました。replace と update は何

が違うのかはよくわからなかったのですが、英語はやはり非常に難しいということを感じながら、

結局理解できないまま本日までおります。

　とにかく変わったということです。何が変わったかといいますと、内部統制が ERMに変わっ

たということです。SOX 法がいっている内部統制は ERMですということになりまして、ERM

とは何なのかといいますと、目的がありまして、戦略、オペレーションズ、財務報告、コンプラ

イアンスという目的があります。その目的を成功するためのそれぞれの行動といいますか、要素

と呼ばれる内部環境であり、目的設定であり、こういうものをちゃんとやっていれば、それが

ERMであるということです。どこでやるのかといいますと、各単位、子会社であったり部署で

あったり、全体でやることになります。企業全体においてこの目的に向かって走っていけば、こ

れで SOX 法でいう内部統制であり、COSO がいう ERMができるといったものであります。こ

れが ERMです。

　（シート８）では、これは何かといいますと、COSO	CUBEといっても、よくわからないわけです。

詳細を一生懸命読みながら翻訳したり、日本で出版されたものを読んでみますと、いろいろなこ

とが書いてあるわけですが、組織内の全部、ある特定の部署、あるいは会社単位ではなくて、グ

ループ全体を通して成功されるもので、そしてこれはプロセスであるということです。プロセス

です、結果ではないのです。損失が起きなかったとか、そういうものではありませんので、そう

いうプロセスであるということです。結局 ERMというのは適正な保証を与えるものだという説

明をしていまして、プロセスだということです。

　（シート９）そして、日本でも SOX法に倣って似たようなものをつくりまして、日本でもやは

りそういう規定を設けるわけですが、日本でそういう規定が設けられるのは金融商品取引法とい

うものです。そこで、やはり同じように内部統制報告書をつくるようにしています。そして外部

監査を受けるということは同じでして、うそをついたり、そこに不正がありますと刑罰を科すと

いう話が書いてありますが、刑罰はアメリカのものに比べると弱いものになっています。これも

やはり内部統制ですので、プロセスです。結果ではありません。そういうのをちゃんとチェック

しなさい、チェックの体制ができるようにしなさいという趣旨であります。

　（シート 10）比較してみますと、日本でいう内部統制と、COSO でいう ERMは実はちょっと

違いまして、ERMを参考にしながら、日本でも内部統制とは何なのかを議論しまして、金融庁

が発表しているものがあるのですが、それを見ますと、大分似ているのですけれども、どこと似

ているかといいますと、COSO	ERMの前の内部統制です。それに大分似ていまして、それをも

とに少しプラスしているのです。何をプラスしているかといいますと、目的に財産の保全と IT

への対応をプラスしまして、少しリニューアルしたものです。つまり、日本でいう内部統制は、
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COSOがいうERMではありませんということです。これも、そうはいってもやはりプロセスです。

COSO の ERMは内部統制モデルがベースになっているもので、プロセスであるということは変

わりません。

　（シート 11・12）そして一つ、会社法がありまして、会社法でも内部統制に関する規定があり

ますが、ここは事業報告に書いて、それも監査人の監査を受けて、株主総会に報告しろというこ

とでありまして、これは特別に罰則は設けておりません。先ほど申し上げたように、これは株式

会社に適用されるものです。株式会社でも上場会社であったり、大会社であったり、これは５億

円とか資産の規模、負債の規模で決まるものです。委員会設置会社であったりします。

　そういうものを対象にしまして、たまたま保険会社がこれに該当すると適用を受けるのですが、

これに該当しませんと、つまり相互会社などは法的には少なくとも適用を受けないという状況で

あります。

　（シート 13・14）一方、ソルベンシー・マージン規制がありまして、これは保険会社固有の規

制であります。保険会社が伝統的に保険料を受け取ると、それを保険金支払いのための積立金に

回すわけです。つまり責任準備金を積み立てるわけですが、予測したとおりであれば責任準備金

で十分間に合うが、予測した以上のリスクが発生した場合はこれでは間に合わないということで、

責任準備金を超えたリスクが発生する場合に備えてより資金を持ちなさいというのがソルベンシ

ーであり、それの一定の比率以上を維持しなさいという規制を意味しております。

　（シート 15）それの計算は、分母にリスクの合計額を計算しまして、それの１/ ２をします。

何で１/ ２かという議論があったのですが、アメリカの RBC がそうなっているから日本もそう

しましたということです。それで分子にソルベンシー・マージンの総額を入れて、百分率として

表すわけですが、そうした結果、200％がリスクの合計額に見合うソルベンシー・マージンの総

額になっているというところがちょっと紛らわしいものであります。

　（シート 16）リスクの相当額というのは、生命保険、損害保険それぞれ分類していまして、生

命保険、損害保険、それぞれ特色のあるリスクがあります。生命保険には生命保険固有のリスク

がありますし、最低保証リスクがあります。損害保険には損害保険に関する異なるリスクがあり

ますし、巨大災害リスクがあります。巨大災害リスクは、本日、森平先生の報告で詳しく出てい

た部分であります。それ以外のリスクがありまして、資産運用リスクの中にはいろいろあります

が、EUが出しているリスクの大きさを見ますと、資産運用リスクが生命保険会社では一番大き

くて、損害保険会社は保険リスクと災害リスクの二つが大きいといわれています。韓国の場合は

資産の構成が違うので、もしかして違う可能性があります。

　（シート 17）リスク係数の一部を見てみます。資産に関するリスクの中の価格変動リスクを見

てみますと、資産種類別にリスク係数が決まっていまして、これを掛けて累積していくわけです。

実は 2014 年３月期から国内株式が 10％から 20％になりました。その結果、株式をたくさん持っ

ているとリスクの合計額は大きいので、ソルベンシー・マージン比率が落ちる仕組です。
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　（シート 18）したがって、株などはどんどん売って、リスク係数が低い債券など、特に責任準

備金対応債券はリスク係数１％でやりますので、債券を大量に買うとソルベンシー・マージンが

上がるということでして、その結果、生命保険の資産構成だけを簡単に見てみますと、国債が

46％で、その他の債券が 12％、合わせると６割近くが債券でして、株は 4.5％しかありません。

つまり、政府が政策を出しますと、保険会社は対策を講じて一生懸命やっているという証拠でも

あるわけです。

　（シート 19）そして、ソルベンシー・マージンの比率によって是正措置が講じられているとい

うことはご存じのとおりです。

　（シート 20）しかしながら、実際過去に日本では保険会社が多く破綻していまして、破綻した

会社の一例を見てみますと、破綻するときに 200％を下回った会社は東邦生命ぐらいで、ほとん

ど 200％をはるかに超えていて、ひどい場合は 1000％を超えていても破綻するという事例があり

ましたので、これが問題になりまして、森平先生もメンバーになっていましたが、金融庁で検討

委員会を構成しまして、これを検討して厳しく改正しました。

　何を厳しくしたのか。よく読んでみると、ソルベンシー・マージンを計算して、こういうもの

が出ないように、つまり 200％を超えた会社、こういう破綻した会社が全部 200％未満になるよ

うな基準に変えたように私には読み取れました。つまり基準を厳しくしたということでありまし

た。それであっても、リスクをある数字で計算して合計をして分母に置いて、分子に余裕資金、

責任準備金以外の積立金を累計して、それの比率を出して、その比率で規制しようとする考え方

は変わりありません。

　（シート 21）これでリスクをすべて計量化していくわけですが、2008 年の金融危機のときにい

ろいろいわれる、これはアメリカでの話ですが、CDS と呼ばれるデリバティブのリスクを見落

としたとか、実はAIG の子会社がそれをやっていたのですけれども、それは計算の変数に入っ

ていませんでしたという話が出ていて、今、計量化の問題は本当に大丈夫なのか、計算の変数の

中に全部入っているのかという話が出ています。

　さらには、VaR と呼ばれる手法の問題です。これは金融機関のリスクの計量化の標準装備と

いわれるものなのですが、統計によるものでして、統計のデータは何を使っているのかが問題で

す。過去のデータ、あるいはコンピューターで発生させるデータ等はいろいろあるのですが、そ

こに入っていなければ把握できない。つまり、金融危機みたいにたまに起きるものや、自然災害

みたいに不規則的に起きるものとか、そういう低い確率で起きるものは 95％の範囲で計測して

５％は無視するわけですから、５％の中に入っていれば捕まえられなくなります。では、それを

補完するためにストレステストをやれということがいわれましたが、実はストレステストも行っ

ていたのだけれども、金融危機が発生したのだという話になりまして、これもいろいろいわれて

います。

　そして、これを計量化するのはどれだけ有効期間があるのか。食品には賞味期限があるわけで
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すが、この計量化したものも賞味期限があるのという話なのですが、全部一年間でデータを集め

て、一年間のデータで一年間の比率を算出しているので、賞味期限は一年です。二十年、三十年、

終身保険で生命保険は契約しますが、それで大丈夫ですと勧めて、本当に大丈夫なのかという問

題は依然として残るわけなのです。

　（シート 22・23・24）さらに、監督規制を見ますと、その中で、それでも総合的リスク管理が

あります。つまり、本日のテーマであります ERMで保険会社を管理しようということはやって

いまして、その体制を監督機関がチェックするわけです。このことは、先ほど申し上げました発

想としましては内部統制と同じであるわけです。プロセスとか体制です。その構えをチェックす

るわけで、その結果どうなったかをチェックするわけではありません。結果をチェックするのは

先ほどのソルベンシー・マージンでして、数字でこれだけのデータ、資本、金額を持ちなさいと

いうものなのですが、「統合的リスク管理態勢」はそうではなくて、そのプロセス、あるいは体

制を整備しているかというものです。監督指針には総合的リスクという項目が入っていまして、

これをチェックしています。

　（シート 25）一方、ソルベンシー・マージンの規制は銀行みたいに統一した基準はありません。

各国がそれぞれ基準を定めて規制しているわけですが、銀行ではバーゼルというものがありまし

て、世界的な標準の規制があるわけです。それと比べると保険会社はそのようなものはありませ

んが、代表的なモデルはいくつかありまして、それがアメリカの RBC、もう一つが EUのソル

ベンシー・マージンですが、随分前は、日本がソルベンシー・マージン規制を始める当時はアメ

リカの RBC という考え方がとても優れているといわれていましたが、最近はそうでもなく、EU

のモデルがいいのだ、こっちのほうが先進的だということがまたいわれるわけです。

　（シート 26）何が先進的かといいますと、第一の柱、二の柱、三の柱の三つの分野に分けまし

て、この三つを監督するというものです。第一の柱の中で、ソルベンシーなどを資本規制し、第

二の柱の中では、監督規制を含めて、ここでもリスクマネジメントの計量化などを監督しますが、

計量化できない定性的な部分は第二の柱で監督しようと。第三の柱の中では、情報を開示させて、

マーケットの目で規制しようということを考えています。

　しかしながら、これはまだ実施されていませんで、2016 年から実施される見込みといわれて

おります。何回かスケジュールが延期されていまして、現在まで実施されておりません。

　もう一つは、グループ体制の監督規制でして、全社を超えた監督なのです。金融グループ全体

として監督していくものです。グループの中で世界的な展開をする保険会社などがあるわけです

が、どこかの国の生命保険会社が危なくなったりすると、どこか別の国にある損害保険会社の資

金を移動させたりする可能性があるといわれまして、全社を超えてグループの監督規制をしよう

とする発想であります。

　（シート 27）この第二の柱の中でORSA というのが入っているのです。ORSA というのは、経

営幹部が自社のリスクを調べたことを示すとともに、自社のソルベンシーの必要性を評価する内
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部リスク評価プロセスといっています。国がソルベンシー基準を定めていろいろな政策を行いま

すと、各保険会社が対策を講じて、それを無力化させるというのはよくあることで、その結果、

ソルベンシー・マージン比率はとても高くても破綻する事例がある可能性、そういう指標がある

わけです。したがって、自分で評価して、本当に自社は大丈夫なのかということをよく考えて、

それを報告しろというものです。自社の中で隠すのではなくて、監督機関に報告しろということ

をそこに入れています。これは注目される ERMの手法の一つです。

　そして、この ORSA の手法は、保険監督者国際機構というところがあるのですけれども、そ

こでも基準が定められましたし、アメリカの NAIC でもそのガイダンスをつくって公表してい

ます。これに注目して導入することを考えているわけです。

　（シート 28）これから EUが導入しようとするソルベンシー・マージンⅡと ERMの関係を見

てみますと、まず第一の柱は、定量的な部分です。第二の柱は、主に定性的な要件です。第三の

柱は、社会一般に対する透明性を目指しています。ソルベンシーⅡにおける ERMは、定量的な

部分と定性的な部分が主になるのですが、これが ERMの領域になります。しかし、定性的な部

分は定量的な部分よりも幅広い、そして包括的なリスクを捉える可能性を秘めています。そこを

重視しているということです。つまり、定量的な部分だけ ERM規制をしようとするものではあ

りませんで、定性的な部分とセットにして ERM規制をしようとするものです。

　（シート 29）論点を考えてみます。われわれは日本の文献を読んでみますと、日本の保険会社

の ERMはソルベンシー・マージン中心的な ERMだというのがよく書かれています。では、そ

の ERMというのは一体何なのかとよく考えてみる必要があります。われわれはリスクマネジメ

ントを研究するときに、あるいは教えるときに、リスクマネジメントには二つの手段があって、

一つはリスクコントロールで、一つはリスクファイナンシングなのだといいます。リスクコント

ロールというのは、リスクが発生する前に、その発生可能性を減らすものです。つまり予防した

りする事前対策を講ずることであり、リスクファイナンシングとは、それでも失敗して事故が起

きたらお金で解決する方法です。それにはいろいろなものがありますというのを教えるわけです。

　ソルベンシー・マージンは何かといいますと、お金を用意しておくわけですから、事故を減ら

すために何かをやるわけではありませんから、リスクファイナンシングの手法です。すなわち言

い換えると、リスクマネジメントとはリスクコントロールとリスクファイナンシングをセットに

して実施しないと、そんなに効果を高めることはできないわけです。事故はいくら起きてもいい、

お金で解決するのだという考え方では効果はあまり発揮できないわけです。ここにソルベンシー・

マージン中心の規制は、実は非常に大きな課題を抱えていると思います。

　もう一つは定量規制と定性規制の問題なのですが、EUが考えるソルベンシーⅡは、定性規制

をセットにして自己査定をしなさい、隠さずに報告しなさいということ、ORSA というものをそ

こに入れてセットにしています。そして、内部統制を規制するのは業態に関係なく大きな流れに

なっていますが、これは一つのプロセスで、どちらかといいますと、リスクコントロールのほう
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です。リスクが発生しないように予防する方法です。これは保険会社の可能性としましては有効

である可能性があるわけです。

　もう一つ、グローバル化と ERMを考えてみたのですが、先ほどグループ全体を対象にして規

制する必要があるということです。全社のレベルではありません。社を超えて、業態が違うグル

ープがあるかもしれません。それをどうするのかという問題です。アメリカで危機が起きたとき

に、日本の会社から資金を移転されたら、日本の会社が危なくなるわけです。以上、端折りまし

たが、報告を終了させていただきたいと思います。ご清聴、どうもありがとうございました。

◯司会者　　李先生、どうもありがとうございました。李先生からは ERMの全体的なフレーム

ワークについてお話をいただきました。
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シート 1

シート 2

環境の変化と保険会社のERM規制

Environmental Changes and Regulations on Enterprise 
Risk Management of Insurance Company

李 洪 茂(早稲田大学)

1
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問題の所在

3

環境の変化と保険会社のERM

• 規制緩和

• 競争の激化

• 金融商品の多様化・複雑化

• 経済のグローバル化

• 資本の国際移動

• 金融危機の影響

• 災害・不祥事などの多発

• 自然災害、新型インフルエンザ

• テロ、会計不正など

• 法律等の要請

⇒ 環境の変化に対応した保険会社のERMの必要

• ＥＲＭ (Enterprise Risk Management 全社的リスク・マネジメント）は、包括的
な企業リスク管理の手法として1990年代前半に開発された。

• エンタープライズワイド・リスク・マネジメント (EWRM)、戦略リスク・マネ
ジメント (SRM)、 ビジネス・リスク・マネジメント(BRM)、 包括的リスク・
マネジメント (CRM)、統合的リスク･マネジメント (IRM)

4

シート 3

シート 4
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内部統制

6

シート 5

シート 6

保険会社に対する重複的なERM関連規制

会社法

金融商品
取引法

監督規制

ソルベンシー・マージ
ン規制

5
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SOX法の体系

• 「Public Company Accounting 
Reform and Investor Protection 
Act of 2002：上場企業会計改革お
よび投資家保護法」

• 投資家保護のため、財務報告プロセ
スの厳格化と規制の法制化を目的と
したアメリカ合衆国の連邦法であ
り、2002年7月に大統領署名により
法律として承認された。

• 米国の公開企業とその連結対象子会
社が適用対象となるほか、外国企業
であっても米国各証券市場で株式公
開をした場合には原則として適用さ
れる。

7

Ⅰ 公開会社会計監視委員会

Ⅱ 監査人の独立性

Ⅲ 会社の責任

Ⅳ 財務ディスクロージャーの強化

Ⅴ 証券アナリストの利益相反

Ⅵ 証券取引委員会の財源と権限

Ⅶ 調査および報告

Ⅷ ２００２年企業不正および刑事的不正行為説明責任法

Ⅸ ホワイトカラー犯罪に対する罰則強化

Ⅹ 法人税申告書

Ⅺ 企業不正及び説明責任経営者による証明の必要性

第９０６条

意図的な違反が

あった場合、CEO及

びCFOに対して２０

年以下の禁固刑ま

たは５００万ドルま

での罰則、ないしは

その両方が科され

る

第３０２条

CEO及びCFOには、四半期報告・年次報

告の度に報告内容に間違いがないことを

保証し、宣誓することが義務づけられる

第４０４条

内部統制の整備状況と運用状況に関

する報告書を、年次財務報告書と一緒

に提出することが義務づけられる

COSO CUBE

資料: COSO

• 「ERMは、事業体の取締役会、経営者、その他の組織内のすべての者によって遂行さ
れ、事業体の戦略策定に適用され、事業体全体にわたって適用され、事業目的の達
成に関する合理的な保証を与えるために事業体に影響を及ぼす発生可能な事象を識
別し、事業体のリスク選好に応じてリスクの管理が実施できるよう設計された、一
つのプロセスである。」

１９９２ 2002(SOX制定) ２００４

8

シート 7

シート 8
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内部統制の目的と要素

区分 COSO 内部統制 COSO ERM 金融庁内部統制モデル

目的 業務の有効性および効率性
財務報告の信頼性
法令などの順守

戦略
業務
報告
コンプライアンス

業務の有効性・効率性
財務報告の信頼性
法令遵守
資産の保全

要素 統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング

内部環境
目的の設定
事象の識別
リスクの評価
リスクへの対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング

統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング
ITへの対応

10

シート 9

シート 10

金融商品取引法(日本版SOX法)
• 2006年6月に金融商品取引法が成立し、2008年4月から適用された。

• 「事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計
算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制につい
て評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書と併せて内閣総理
大臣に提出しなければならないこととする。また、内部統制報告書には、
公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととする」
(法第24条の4の4)

• 「内部統制」は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するた
めとされ、会社法に比べて対象とする範囲は限定されている。

• 上場企業 を対象とするが、連結子会社や議決権所有率が20％～50％の関
連会社（持分法適用会社）が存在する場合は、上場企業はそれらを含めて
評価しなければならない。

• 内部統制報告書に虚偽表示があった場合には、同法による民事責任が生じ
得る（法第24条の4の6、第22条）。また、不提出又は虚偽表示に係る刑事
罰については、個人には5年以下の懲役又は500万円未満の罰金、法人には
7億円以下の罰金（同法197条の2第5号、第6号、第207条第1項）が併科さ
れる。

9
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会社法と内部統制

• 2006年5月施行の会社法では、内部統制の整備および運営は取締役会の義務(362条)

• 内部統制システムの具体的内容やその実施策については規定しておらず、内部統制システ
ムとして構築すべき項目を挙げている(会社法施行規則100条)

• ①取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

• ②損失の危険の管理に関する規程その他の体制

• ③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

• ④使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

• ⑤当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制

• 対象は、大会社と委員会設置会社

• 監査役は、これは取締役会で決定される内部統制の構築に関する基本方針の概要を「事業
報告」に記載されるが、その事業報告は監査役の監査を受け、株主総会に報告される。

• 規定に違反した場合の罰則規定はない。ただし、取締役が善管注意義務違反により不法行
為責任を問われる根拠となる。

11

日本版SOX法と会社法における内部統制

区 分 金融商品取引法 会社法

対象企業 上場企業と連結子会社 大会社、委員会設置会社

目的 財務報告書の信頼性確保 業務の適正確保

対象者 経営者（当該会社） 取締役会
開示 内部統制報告書 事業報告
監査 外部監査人(監査法人・公認会計士) 監査役・監査委員会

監査結果 内部統制監査報告書 監査報告書

罰則 内部統制報告書が提出されない場合や、内部統制
報告書の重要な事項について虚偽の記載がある場
合には、５年以下の懲役または500万円以下の罰金, 
法人には7億円以下の罰金

特になし

12

シート 11

シート 12
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ソルベンシー・マージン規制

• 1995年（施行は1996年）の改正保険業法で導入された。1997年の日産生命を発端
とした生保会社の破綻がきっかけとなり、1998年3月期の決算(1997年度)から各
保険会社のソルベンシー・マージン比率が開示されている。

• 責任準備金は、保険契約に定められた保険金支払いのための準備金であるため、
保険契約が消滅するまでの期間を前提にしている。

• 一方、大規模災害による保険金支払いの急激な増加や経済環境の急激な悪化によ
る株価の暴落などの「通常の予測を超えて発生するリスク」は、責任準備金に反
映されていないため、「自己資本」や「準備金」などで対応している。この「通
常の予測を超えて発生するリスク」に対する支払余力がソルベンシー（支払い余
力）である。

• ソルベンシー・マージン比率は、「通常の予測を超えて発生するリスク」に対応
するために保険会社が有する「自己資本」や「準備金」などの支払い余力の比率
である。

• このソルベンシー・マージン比率は、責任準備金が保険契約の消滅時までを前提
にしていることとは異なり、1年間を想定しているとされる。そのため、ソルベ
ンシー・マージンリスク係数は、今後1年間のリスクの量を基準に計測されてい
る。

14

シート 13

シート 14

ソルベンシー・マージン規制

13
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ソルベンシー・マージン比率
(Solvency Margin Ratio)

• ソルベンシー・マージン総額（分子）

• リスクの合計額は、通常予想できる範囲を超える諸リスク
• 保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク、最低保証リスク
相当額などを数値化して算出

• ソルベンシー・マージン比率の算出方法は、2012年3月期の計算から改定された。

15

資本金または基金等の額、価格変動準備金、危険準備金、異常危険準備金、
一般貸倒引当金、その他有価証券の評価差額×９０％（マイナスの場合１０
０％）、土地の含み益×８５％ （マイナスの場合１００％ ）、全期チルメ
式責任準備金相当額超過額、持ち込み資本金など(外国生命保険会社のみ)、
負債性資本調達手段など、控除項目、その他

リスク相当額

2014/12/5 16

生命保険会社

保険リスク

第三分野の保険リスク

予定利率リスク

資産運用リスク
(価格変動リスク、信用リスク、子会社等リス
ク、デリバティブ取引リスク、信用スブレットリ

スク、その他リスク)

最低保証リスク

経営管理リスク

損害保険会社

一般保険リスク

第三分野の保険リスク

巨大災害リスク

予定利率リスク

資産運用リスク
(価格変動リスク、信用リスク、子会社等リスク、
デリバティブ取引リスク、信用スブレットリスク、そ

の他リスク)

経営管理リスク

シート 15

シート 16

―104―



生命保険の金融資産の比率(2013年3月)(単位: %)

現金・預金, 0.9

貸出, 13.4

国債, 46.8
その他債券, 

12.1

株式, 4.5

対外証券, 
14.1

[分類名], [値]

18

※かんぽ生命を含む
資料:大和証券

シート 17

シート 18

価格変動リスクのリスク係数(例)

リスク対象資産 % リスク対象資産 %

国内株式 20 不動産(国内土地) 10

外国株式 10 金地金 25

邦貨建て債券 2 商品有価証券 1

外貨建て債券・外貨建
て貸付金等

1 為替リスクを含むも
の

10

注: 責任準備金対応債券のリスク係数は1%とする。
※2012年3月期から10%から20%に変更

17
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早期是正措置

• ソルベンシー・マージン
(solvency margin)比率に
基づいた早期是正措置は、
1998年６月から各保険会
社のソルベンシー・マー
ジン比率が開示されてい
る。

• 早期是正措置とは、ソル
ベンシー・マージン比率
が200%未満の保険会社に
対して、段階的に経営改
善命令などを発動する制
度である。

• 保険業法施行規則第88条
１項、総理部・大蔵省令

第1号。

区
分

比率 内 容

第 一
区分

100% 以
上 200%
未満

経営の健全性を確保する
ために合理的と認められ
る改善計画の提出および
その実行の命令

第 二
区分

0% 以 上
100% 未
満

契約者配当の禁止又は抑
制、新契約の計算基礎
（予定利率など）の変更
等の命令

第 三
区分

0%未満 期限を付した業務の全部
または一部の停止の命令

2014/12/5 19

破綻保険会社のソルベンシー・マージン比率

社名 破たん時期 ソルベンシー・マージン比率

日産生命 1997.4.25 -

東邦生命 1999.6.4 154.3%（1998年3月）、8.5%（1999年3月）

第百生命 2000.5.31 304.6％（1999年3月）、-380.2%（2000年3月）

大正生命 2000.8.28 384.7％（1999年3月）、67.7%（2000年3月）

千代田生命 2000.10.9 396.1％（1999年3月）、263.1％（2000年3月）

協栄生命 2000.10.20 343.2％（1999年3月）、210.6％（2000年3月）

東京生命 2001.3.23 478.7％（1999年3月）、446.7％（2000年3月）

大和生命 2008.10.10 555.4％（2008年3月）

第一火災 2000.5.1 330.0％（1999年3月）、-298.4％（2000年3月）

大成火災 2001.11.22 1022.4％（2000年3月）、815.2％（2001年3月）

20

※ソルベンシー・マージン比率は、1997年度決算から自主的に開示され、翌年度決算から法定開
示。
資料: 金融庁

シート 19

シート 20
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監督規制

22

シート 21

シート 22

リスクの計量化の問題点

• 2008年の金融危機
• CDSなどのデリバティブのリスク

• AIGの子会社AIG Financial Products Corp.の損失

• VaR
• 統計

• ストレス・テスト

• 期間

21
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保険会社向けの総合的な監督指針(平成26年４月)
• I －１－１ 保険監督の目的と監督部局の役割

• 保険監督の目的は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及
び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及
び国民経済の健全な発展に資することにある。

• II －３ 統合的リスク管理態勢
• II －３－１ 意義
• II －３－２ リスクの特定及びリスク・プロファイル
• II －３－３ リスクの測定
• II －３－４ リスク管理方針
• II －３－５ リスクとソルベンシーの自己評価
• II －３－６ グループベースの統合的リスク管理
• II －３－７ 報告態勢
• II －３－８ 業務継続体制（BCM）
• II －３－９ 資産負債の総合的な管理
• II －３－10 保険引受リスク管理態勢
• II －３－11 再保険に関するリスク管理
• II －３－12 資産運用リスク管理態勢
• II －３－13 流動性リスク管理態勢
• II －３－14 オペレーショナル・リスク管理態勢
• II －３－15 監督手法・対応

23

保険検査マニュアル（保険会社に係る検査マニュアル）

• 経営管理（ガバナンス）態勢

• 法令等遵守態勢

• 保険募集管理態勢

• 顧客保護等管理態勢

• 統合的リスク管理態勢
• リスクを総体的捉え、自己資本などと比較
• 責任準備金等、ソルベンシー・マージン比率、区分経理など

• 保険引受リスク管理態勢

• 資産運用リスク管理態勢

• オペレーショナル・リスク等管理態勢

• 付属資料
• 資産査定及び償却・引当

24

シート 23

シート 24
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ソルベンシーⅡ(EU)

第1の柱

(定量化)
• 資産・負債の評
価: 経済価値

• 自己資本の適格
化

• 必要資本

• 内部モデル

第2の柱

(監督規制)
• リスク管理態勢

• ガバナンス態勢

• ORSA
• 監督当局の権限

第3の柱

(開示要件)
• 比較可能性

• 透明性

• 一般への開示

• 監督当局への報
告

• 1973年からソル
ベンシーⅠ
• 必要資本規制

• 2016年からソル
ベンシーⅡ
• リスク管理態勢
を構築し、財務
健全性を確保

• グループ監督
規制

26

シート 25

シート 26

ソルベンシーⅡ(EU)

25
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ORSA

• ORSA（Own Risk and Solvency Assessment:リスクとソルベンシーの自己評価）は、経営
幹部が自社のリスクを調べたことを示すとともに、自社のソルベンシーの必要性を評価
する内部のリスク評価プロセス

• 2009年11月に採択されたEUソルベンシーII枠組指令においてORSAが規定されている。

• 2011年10月にIAIS（保険監督者国際機構、International Association of Insurance 
Supervisors）が｢保険プリンシプル（ICP:Insurance Core Principle）｣を採択した。

• ソルベンシー目的のERMに関する項目（ICP16）において、保険会社は、取締役会お
よび経営幹部の責任の下、ORSAを定期的に実施することが求められる。

• 2011年11月、米国では、 NAIC（全米保険庁長官会議、National Association of 
Insurance Commissioners）より、ORSAガイダンス・マニュアルが公表された。

• 2012年7月、EIOPA（欧州保険職域年金監督機構、European Insurance and Occupational 
Pension Authority）より、当該規定の解釈や実務的取扱いの統一を図るため、ORSAガイ
ドラインの最終案が公表された。

27

ソルベンシーⅡとERM

• 第一の柱は、定量的要件を対象し、リスクベースの資本を十分に保有することを目的とする。

• 保険会社におけるリスク量および資本要件に関する定量的要件

• 第二の柱は、主として定性的要件を対象とし、組織内部のリスクマネジメントとガバナンスに
ついての基準を設定している。

• リスク・資本管理およびガバナンス態勢を含む定性的要件

• 監督機関とコミュニケーションを図るため、組織編成および事業環境関するすべてのプロセ
スを文書化する必要がある。

• リスクおよび資本の評価結果やORSA結果の報告・開示もその対象に含まれ、第一の柱および
第三の柱との関連性も有する。

• 第三の柱は、監督機関と社会一般に対する透明性を目指している。

• 監督機関・社会への情報開示: 監督機関に対する非公開の年次報告書と、公開するソルベン
シーおよび財務状況報告書

• ERM

• 第一柱と第二の柱の領域

• 第二の柱は、第一の柱より包括的に捉える可能性

28

シート 27

シート 28
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シート 29

論点

• ソルベンシー・マージン: リスクファイナンシング
• リスク係数のERMへの影響

• 計量化の問題点

• 定量規制と定性規制 : ソルベンシーⅡ
• 資本規制と関連したERM
• リスク発生防止: 内部統制

• グローバル化とERM
• 海外所在の子会社

• 外国親会社の子会社

29
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Ⅱ．パネル・ディスカッション
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◯司会者（中村）　　それでは、予定の時間を過ぎており

ますので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。

　パネル・ディスカッションの司会は、私、中村が務めま

して、パネル・ディスカッションは本日の講演者と司会を

務めました中出教授で行います。

　最初に、中出教授に本日ずっと司会をしていただきまし

たので、最初に中出教授から本日の全体的な講演に対する

コメントをいただければと思います。よろしくお願いしま

す。

◯中出　　中出です。先生方の説明に対してコメントなどというのは少し恐れ多いのですが、私

自身感じた点などを少しお話をして、次のディスカッションに結びついていったらありがたいと

思います。

　まず最初に、Khang， Ho 先生からの韓国のお話がございましたが、私自身、本日のプレゼン

テーションを聞きまして、内容の非常に濃い、そして深い研究の上にこういうものがあるのだと

思いました。また、国際的な情勢を認識していろいろされているということが非常に伝わってき

まして、また、問題意識として非常に共有する部分が多いので、今後、日韓がいろいろな形で連

携して、研究や教育を高めていくことが重要であると痛感いたしました。

　個別の点はいろいろございますが、特に私も関心を持っているテーマとしては、韓国でも非常

にグローバル化が進んでいることです。本日は、そこの点について詳しくはお話がございません

でしたが、M&A もそうですし、資産運用の中でも外債の分野なども増えているのではないかと

思います。

　まさに日本も損保、それから最近では第一生命の話なども出ていますが、事業が非常に国際的

に展開して、そして保有する資産についても非常にグローバル化しています。こういうグローバ

ル競争の中で新しい問題が出てきて、韓国ではどういうことを特に重視して、具体的には何をし

ようとしているのか、規制をかけようとするのか、あるいはどういう手法でモニタリングしてい

るのかという点は、わが国にとっても非常に関心があるところです。

　それから、二番目、森平先生の話ですが、実例に基づいて詳しくお話をいただきましたが、私

も先生の話を聞く中で、こういう CAT Bonds にしろ、いろいろなデリバティブ、日本では一時期、

デリバティブが盛り上がったときもありましたが、結局、金融商品取引法の後に尻すぼみになっ

てしまって、企業保険とか企業のリスクをとっていくファイナンシャルマーケットがやはりニュ

ーヨークとか、ロンドンとか、そしてバミューダ、こういうところにどんどん流れてしまう状況

があるように思います。

　日本は、資本はいろいろ提供するし、あるわけですが、結局、日本の市場自身が大きくなって

いかないというのか、せっかく日本にお金もあって、プレイヤーもいるのに、いろいろなものが

中出氏
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ここで育たないで、ほかの国のスキームにいってしまう。これは、もちろん日本のリスクを外に

出すということも大切なわけですが、日本にもほかの国のいろいろなリスクがくることによって、

日本、あるいは東京を市場の中心にして活性化し、こういう CAT Bonds などもさらに活発にす

ることができないのかということを感じながらお話を聞きました。

　これは、金融商品取引法の問題だけではなくて、金融庁の考え方、あるいはそういったリスク

をとっていく投資についての日本の投資家の姿勢とかいろいろあるでしょうし、宣伝などもある

と思いますが、このあたりをどうやって整備していくのか。これは東京の発展にとっても極めて

重要で、また研究分野としても今後重要と痛感したところです。

　それから、三番目に栗山先生のお話ですが、実は、このテーマではすでに何回かほかの研究会

などでもディスカッションしたりしまして、いろいろな条文についての解釈問題とかいろいろな

ことを業界の方、学者の方を交えてやっておりました。しかしながら、その中では条文の些細な

ところについての議論に目がいっていまして、本日のお話の中では歴史的なコンテクストの中か

ら捉えていて、実に革命的なことが生じようとしていて大変なことであると目からうろこが落ち

るような感じで理解しました。

　これは、本当に募集秩序の中の明治以来の最大の革命的な内容で、ある面では欧米の方向性に

進むということなのかもしれないのですが、一方では消費者の自己責任も求められるでしょうし、

当然ながら代理店はプロとして自立を本当の意味でしなくてはいけない時代がくる。その点では、

保険市場がこれまでと違って、本当の意味でのプロの市場になっていかなくてはいけない。その

ための大きな段階にきたのだと思いました。

　そこで問題は、そういった覚悟を持って業界の代理店や保険会社が危機感を持って、この問題

を捉えているのかどうか。まだ二年ぐらい時間はあると思いますが、本当に準備をしていけるの

か。そのためには意識改革ということも非常に大切だと思いますので、今後、そのあたりに力を

入れていく必要があるのだという感じがいたしました。

　それから、最後に李先生のお話を聞きながら、ERM の本質について、李先生は最初におっし

ゃいましたが、本当は統合しなくてはいけないのだけれども、結局それは難しいですということ

がございました。これは、まさに実務をやってもそうですし、一旦は数字にしたところで、本当

にその数字できちんとした管理ができるのかどうなのかというのがありますし、定性的なリスク

を計量化したところで、本当にそれでいいのかというものがあると思います。

　本日、李先生からいろいろなフレームワークについて提示がございましたが、わが国はお上か

ら示されたフレームワークを使って、とりあえずそれに適合するような作業を進めるように思い

ますので、その結果、事務処理は非常に肥大化して、形式的な仕事が増えていく可能性があるよ

うに感じます。なかなかリスクを取らないで、やはりやるべきことはやらなくてはと真面目にや

りますので、段々規制自身がひとり歩きして、本当の意味での ERM にならないという可能性が

ないかどうかを常に考えていかなくてはいけないと思います。
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　また、ERM といったときには、巨大リスクを扱っているような会社から均質的なリスクを扱

う会社までいろいろございますので、会社によって異なるリスク認識があってしかるべきですか

ら、そういった個別性をもとに、経営が本当の意味での実質を考えていくような仕組みを構築す

ることが重要で、その多様性をふまえて評価し、またディスカッションしていくとなると、行政

のほうもそれなりの高い専門性が必要ですし、企業もそれに応じてきちんと説明できるようなこ

とが必要なのだろうと思います。

　ERM 規制は本来、法的、あるいは業法の枠組みみたいな話ではなくて、一つのツールであって、

それをいかに生きたものとして使っていくかが重要です。ただ、それをやるためには、それがで

きる人材も必要ですし、それをチェックする人間の能力も問われます。そのようなことを感じな

がら本日のお話を聞いたところです。

　以上、私の個人的な感想になってしまいましたが、ご報告それぞれがとても勉強になったと思

いました。どうもありがとうございました。

◯司会者　　中出先生、どうもありがとうございます。非常によくまとめてくださいまして、司

会として助かります。

　本日はフロアのご出席の方から質問用紙を合計で五通いただいておりまして、これをご紹介し、

パネリストの皆様に回答をいただく形でパネル・ディスカッションを進めていきたいと思ってお

ります。

　先ほど司会の中出教授から説明がありましたように、ご質問された方のご所属やお名前は伏せ

まして、ご質問内容だけ紹介させていただいて、ご希望の講演者に質問を振ることにしたいと思

います。

　まず最初は、森平先生と李先生に対する質問が三つありまして、最初にご紹介しますので、お

答えいただければと思います。

　第一は、これまで規制の対応が遅れていますが、今後の規制、具体的にはソルベンシーⅡ等は

スムーズに進むでしょうか、というご質問です。これは特に李先生に対するものでしょうか。

　第二は、言及された各種の規制は、将来の金融危機を回避することができるでしょうか、金融

危機回避の役割を果たしますかという質問です。

　第三が、規制を有効にするためにどのような対応を行っ

ていく必要があるでしょうか、というご質問です。

　お答えになれるところから回答をいただければと思いま

す。では、森平先生からお願いします。

◯森平　　簡単に申し上げたいと思います。よく学生さん

からもそういうことをいわれるのですけれども、試験の成

績が「C」で合格だから卒業できる、だからすべていいの

かというと、そうはいかないのだと思うのです。規制も最 森平氏
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低限を要求しているわけで、たとえば最低限の確率、１％とか 0.1％の確率で生じる確率、つま

り今年と同じ状態があたかも百年、あるいは千年続いたときに一回は国つまり国民に迷惑を与え

る事態はしょうがないけれども、それ以外のときには会社が自分で始末をつける、つまり破綻に

備え自分で用意したお金である資本金（キャピタル）やいろいろな準備金を用意しなければいけ

ないことを規制は要求しているわけです。百年に一回あるいは千年に一回生じるリスクに対応で

きない、厳しすぎるというのは、ちょっと問題ではないでしょうか。実は、リーマンショック

は、百年に一回、千年に一回というリスクだったはずなのですが、銀行の BIS Ⅱ規制の設定後

十年足らずで起きたわけです。先ほどの話でふれましたが、大災害が起きる確率を１％と見積も

っても、その確率そのものが不確実なのです。そういう意味でも、規制を満たしていればすべて

OK、万全だということではないのだろうと思うのです。

　最近ですと、ドイツ銀行がサブプライム危機前に十分に規制を上回るような資本を持っていた

のだけれども、サブプライム危機以降になりますとそれで十分でなかったということがわかった

と。ですから、現在の状況では、規制当局が要求する以上の十分な資本を内部リスク管理モデル

にもとづき準備することをホームページであきらかにしています。これが本当のリスク管理であ

り、株主からの責任に応えるのだということをいっておりました。

　ですから、直接の答えになっていないかもしれませんが、リスク管理というのはよくいわれる

ように、最低限を要求してあるわけで、それを満たしたからといって、企業のさまざまなステー

クホルダーに対する責任をすべて満たしているということにはならない。学校の成績でいえば

C でパスしたということです。本当にいい銀行、いい保険会社であれば、少なくとも B+ とか A

の成績でいかないといけないのだろうと。そういう意味では、もっとリスク管理に関する観点と

いいますか、フィロソフィーを変えなければいけないのだろうと思います。

◯司会者　　森平先生、誠にありがとうございます。非常によくわかりました。李先生、いかが

ですか。

◯李　　ありがとうございます。森平先生がよく答えていただいたので、私からつけ加えること

はそれほどないと思います。

　まず、規制は監督当局が行うもので、どうしても全社一律であるという考え方をわれわれは持

つのですが、そうすると、先ほども申し上げたように、政策をつくると対策を保険会社がつくる

という関係になりかねないというところもあります。

　一方、EU のソルベンシーⅡを見ますと、ORSA、すなわちリスクとソルベンシーの自己評価

制度は規制を個別化させる機能を持っているのではないかと思うのです。そもそも各社が持って

いるリスクも異なれば、リスクの性質も異なります。つまり、各社が持つリスクそのものが個別

性があるというのがいろいろなところでいわれます。リスクの種類によってもリスクは個別性が

あり、リスクマネジメントの手段にも個別性があるというのはいろいろなところでいわれるので

すが、保険会社のリスクマネジメント規制だけでは一律になっています。ORSA は、私にとって

―118―



は非常に新鮮な部分といいますか、新しいコンセプトのよ

うに見えました。

　そして、二番目に書いてある、規制をすれば将来の金融

危機を回避することができるでしょうかという質問がござ

いますが、これはよくわからないのです。計量化のときに

もいわれている問題で、VaR の場合 99.5％であり、最悪の

何％かは無視して、残りで最悪の場合を探していくわけで

すが、そのときにどうして捨てるのかというところの説明

で、たとえば農夫は、農薬をまいて害虫を予防したりする

のですが、惑星と地球が衝突して農作物がだめになる極端なリスクは考えていないのではないか

ということです。そういう対策は、そもそもつくっていないのではないかということです。同じ

理由で、保険会社に限らず、各社のリスクマネジメントにおいても、本当に本当の最悪のケース

は無視するということであれば、金融危機はそこに当たるのではないかと思うのです。つまり、

ERM では前提としていないのではないかということです。

　計量的な手法を精緻化させていっても、最悪の場合は各社の ERM では無理ではないかという

ことです。これは、国レベルで何とかするとか、別の制度でアプローチすべきであり、ERM に

何でも頼るべきではないと思います。

　同じ脈絡で ERM の定義をずっと読んでいきますと、ERM というのは損失を完全に防ぐとい

うものではなくて、一定の保証を提供するものだということです。ある程度は保証しますが、本

当の最悪の場合は保証しませんという裏返しの解釈になるわけですが、そういうのが書いてある

わけです。だから、こういう最悪の場合までを ERM に頼るべきではないと思います。

　以上です。

◯司会者　　ありがとうございました。

　次は、再び李先生へのご質問で、李先生の講演の最後の論点で、リスクコントロールとリスク

ファイナンシングを話されました。その前提としてのリスクカルチャーについて、リスクコント

ロール、リスクファイナンシングとの関連をお聞かせくださいという質問ですが、いかがでしょ

うか。

◯李　　質問の趣旨をよく理解しておりませんが、リスクコントロールとリスクファイナンスは、

それぞれ独立している手段でありますが、実際、リスクマネジメントするときはセットで行うも

のです。

　一般論としまして、火災に対するリスクマネジメントを考えてみても、スプリンクラーを設置

する、これはリスクコントロールであります。それでも失敗して、結局停電になったりして火災

になる場合があるわけです。そうすると、火災保険でカバーする、これはリスクファイナンスです。

　リスクコントロールをやったから、リスクファイナンスをやらないという考え方ではリスクマ

李氏
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ネジメントにならないわけです。にもかかわらず、われわれ、ソルベンシー中心の ERM といっ

たときには、どこか抜けたところがあって、リスクコントロールがありません。金融マニュアル

で統合的リスク管理体制をチェックするとかありますが、それがどれだけ体系的で効果が検証さ

れているものかというと、それはよくわからないわけです。頼るのは計量的であり、VaR で計

算したリスクに基づいて計量化されたリスク、そしてリスクに見合うだけのソルベンシーがある

かどうか、つまりお金を用意してあるかどうかの問題です。言い換えると、リスクファイナンス

の問題に集中していくというのが今の規制としての方向性で、そこを考えるべきではないのかと

いうことは個人的な意見として申し上げます。

　以上です。

◯司会者　　今のご回答がご質問の方の質問の趣旨に合っているかどうかわかりませんが、今の

お答えでご満足いただきたいと思います。

　次に、三人目の質問者の質問がかなり多岐にわたっております。時間の関係もありますので、

こちらで適宜整理させていただいて、質問をパネリストに問うてみたいと思います。

　まず、森平先生に対するご質問で、タイの洪水の際に日本の損害保険の集積リスクが顕在化し

ましたが、日本の損害保険の集積リスクに対する体制整備は十分なのかというご質問です。森平

先生、いかがでしょうか。

○森平　　損害保険の場合は、何か新しいリスクが顕在化してしまったと思っても、次に価格を

上げれば何とかなるわけで、銀行とか生命保険会社の逆ざや問題に比べると楽かとは思うのです。

また、新しいリスクが生じれば、それに対する保険需要は確実に増えるわけで、リスクはむしろ

保険会社にとってはチャンスなわけです。しかし、地震保険についてほかの研究者の人たちと共

同研究をやっていますけれども、若い研究者がいうには、最近、「日本の地震学者は自信がなく

なった」といっていました。いつでも東海・東南海・南海地震などの大地震は起きるのだとなっ

たとき、保険会社はどのように考えたらいいのだろうかという問題があります。

　言い換えれば、技術的になりますが、自然災害リスクが起きる確率が、従来は「極値分布」に

従っていたのから、今は「一様分布」になってしまったという難しい問題があると思います。で

すから、たとえば日本のいくつかの保険会社は、新しい体制を組んで自然大災害リスクを見てい

こうとしていますし、逆にいえば、それは保険会社や日本以外の再保険会社にとってはチャンス

だと思います。日本だけでは十分に吸収できないリスクを世界の巨大再保険会社が引き受けるの

だという考え方もあると思います。また、日本以外で生じる新しいリスクや再保険を引き受ける

ことも、保険会社の社会的責任でもあり、新しいビジネスチャンスだと思います。直接の答えに

なっていないかもしれませんが、日本の保険会社は、努力はしているのではないかと思っていま

す。決して手をこまねいているということではないと思います。

◯司会者　　それは、発展途上ということで、徐々に備えていくという趣旨でしょう。

◯森平　　この問題は、別に日本の損害保険会社だけではなくて、世界のほかの損害保険会社も
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同様だと思います。

◯司会者　　ありがとうございます。次は栗山先生に対する質問として、四点お聞きしたいと思

います。

　まず最初は、質問者のいわれる FSA というのは金融庁の意味だと思いますが、FSA は VaR

を 95％としているところ、会社によっては 99.95％の VaR を採用しているものがあります。将来、

FSA が VaR を上げる可能性はありますかというご質問です。

　第二は、実務的な問題として、グローバル市場で見て、日本の保険会社の評価は低いと思われ

るが、栗山先生として、この点についてはどうお考えですか、というご質問です。特に株式市場

においてという括弧書きがあります。

　第三は、代理店手数料は自由化されているとはいうけれども、依然として高いので、将来、代

理店手数料の競争が起きる可能性はありますかというご質問です。

　第四は、日本の保険会社の資産運用リターンは低く、リスクをとっていないように感じられま

すが、栗山先生はこの点についてどういうお考えですか、というご質問です。お答えになれる範

囲で結構ですので、お答えいただければと思います。よろしくお願いします。

◯栗山　　いろいろと分野をまたがって問いかけていただいているのですが、最初に金融庁が

VaR95％についてこれからどうするのだろうということで、これは金融庁に聞いていただくしか

わからないということはあると思います。しかし、一般論としていえば、先ほどソルベンシー・

マージン規制について破綻時にすべて 200％を超える、しかも 1000％を超えている大成火災のよ

うな例もあったと。そのようなケースについて見直しが行われるという話がありましたが、当然

のことながら 95％で VaR に問題があるというときには、金融庁としても見直しに入るのだろう

と思います。

　ただし、今現在は 95％が金融庁のレベルでありながら、それを超えて保険会社が独自に設定

しているケースが大手中心に結構あります。そのようなものが実態としてあるときにどうなるの

だろうかということです。今、金融庁の新しい検査方法として水平的レビューといういくつかの

保険会社に同時に入って、ベストプラクティスをベースに、平たくいえばよりよいものに変えて

いこうという検査手法が取られていますけれども、そのよ

うな中で事実上、99.5％にもっていくという方向に動いて

いくということはあるのかと思います。

　二つ目のグローバル市場を見て、日本の保険会社の評価

が低い。この点についてどう考えるかということですけれ

ども、歴史を遡って考えれば、保険というのは極めてロー

カルなマーケットをベースに動いていて、それはなぜかと

いうと、たとえば火災保険でも自動車保険でもそれぞれの

国や地域によってリスクが全然違うからです。 栗山氏
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　しかしながら、世界全体が経済的にグローバル化の道をたどる中で、次第に国境を越えた保険

会社の経営というものが出てくる。それに伴って、本日お話に出ていましたような IAIS（保険

監督者国際機構）といった世界的な保険監督についての近似化、調和化の動きもまた起こってい

るわけです。そのようなグローバル化の流れの中で、保険会社に対する評価基準も変化しており、

単に一国の中で一つの業種として優良なパフォーマンスを持っていても、それだけでは評価され

ない時代になってきた。

　そういうときに、たとえばアリアンツであるとか、アクサであるとか、AIG などもそうです

けれども、グローバルに損保ならば損保マーケットで展開していく。一国のマーケットを超えて、

より広くグローバルに展開していくということがある。また、事業領域について、もともとの出

発点であった損保だの生保だのということを超えて、金融、保険の全体的な融合の中で、より広

い事業領域に展開していく。そうしたことを通じて、グローバルな会社の評価が決まっていく時

代になっていると思います。

　そうしたグローバルなマーケット展開、元々の事業領域を超えた事業展開の両方において、日

本はこれまで少し保守的傾向にあったということは事実なのだろうと思います。そして、それが

ご質問者の趣旨である日本の保険会社の評価の低さという印象につながっているのではないかと

思います。

　ただし、今現在で考えたときに、確かに営業利益がでない、フローのところでこの間、日本の

保険会社、特に損保を中心に非常に苦労しているという事実はありますけれども、ストックまで

含めて考えれば、日本の保険会社の客観的な意味での位置づけは決して低い評価ではないのでは

ないかと私は考えています。また、足下での動きを見れば、グローバル展開を中心に日本の保険

会社の活発な動きが見られることも事実なのではないでしょうか。

　次に、代理店手数料の自由化は行われているが、依然として手数料は高いということでありま

すけれども、少なくとも水準として日本の代理店手数料が高いというのは事実だと思います。場

合によっては、20％近いような手数料率の保険もあるわけでして、たとえば韓国などと比べても、

日本の代理店手数料の高さは、実は絶対値としては相対的に高い水準になっています。

　ただ、それぞれ各国何が手数料の水準として正しいかという絶対的な基準はないわけでありま

して、本日私がお話ししましたような過去の長い歴史も関係していると思います。つまり、歴史

的な変遷を経て、今現在の数値がある。そして、この数値をベースに、代理店が生き残っていけ

るといいますか、もうちょっと平たくいえば生活していけるような水準になっている。社会的に

見て、とんでもない大儲けをしているというわけではないという水準になっているといえると思

うのです。

　ただ、一ついえることは、日本において損保の場合、代理店の数は諸外国に比べて圧倒的に多

いということです。圧倒的に数が多いということは、恐らくそこにおける生産性に何らかの問題

があると推定できるのではないか。そうなると、これから先、代理店の数がもっと集約され、そ
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の内部において生産性が高まり、それに伴って代理店手数料がより低いものに設定されても、代

理店として生活できる、経営ができる環境になり、そして最終的に消費者が負担する保険料がそ

の分安くなるという効果が生まれる。また、保険会社としても、今のような営業利益ベースの赤

字から脱することができるという状態になっていくということはあるのかもしれません。

　いずれにしても、保険会社に入ってくる保険料というのは、保険金という形で契約者に還元す

るか、保険会社が社費という形で使うか、代理店に手数料として分配するか、この三つしか行き

どころがないわけですけれども、その三つの中で考えたときに、代理店手数料への配分が相対的

に多いと感じられる面があるのかもしれません。

　次の質問です。日本の保険会社の資産運用リターンは低く、リスクを取っていないように感じ

られるが、これはどうかということです。日本の保険会社の資産運用については、旧保険業法の

施行規則 19 条で資産運用に関する厳格な規制があって、ポートフォリオ規制と呼んでいたわけ

ですけれども、非常に厳格に規制されていました。それが金融ビッグバン時の保険の自由化によ

って相当程度緩和された。またそれに呼応する形でたとえば保険会社が外部にアドバイスを求め

たとき、それに対してより高度なアドバイスが得られるようになったということも含めて、日本

の保険会社の資産運用というのは、今、ご指摘になったような未成熟な状態ではないといってい

いと思っています。

　ただし、一つ問題があるとするならば、日本の保険会社が引き続き政策株式を保有していると

いうことであります。政策株式の保有というのは、ある企業の株を持つ、そしてその企業の株を

持っているということをベースにして、その企業の生命保険や損害保険を頂戴するというもので

す。保険獲得のために株を政策的に持たざるを得ない。これを政策株式と呼んでいるわけです。

　株式というのは、いうまでもなく極めてリスクの高い資産であるということで、さまざまな株

価の変動に伴い、保険会社として極めてパフォーマンスの悪い状態をつくり出してきたという事

実がこれまで何度もあったと思います。

　政策株式の問題については、先ほどもお話がありましたが、できるだけ早く解消しなければな

らない、保険会社にとっての資産運用上の非常に大きな課題なのだろうと思います。

◯司会者　　詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございます。最後の政策株式の問題は、

最近、スチュワードシップコードといって、受益者のために保険会社等の機関投資家が資産運用

の一環として、株主としての権利行使を積極的に行うことが求められ、それが中長期的に企業の

発展を支えるといわれていますが、そういう点からするとやや時代錯誤的な投資をしている。ま

だそれが残っているということですか。

◯栗山　　たとえば韓国でいいますと、ポートフォリオのほとんどが債券で構成されており、株

式は項目としても出てきていないぐらいです。そうであるならば、株式に関して、スチュワード

シップコードがそもそも要るのかという問題さえあります。ただし、日本の現状を考えますと、

スチュワードシップコードに基づき、保険会社が機関投資家としての責任を果たすことがこれか
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ら先、重要になるのではないかと思います。

◯司会者　　ありがとうございました。

　次は、QIS ５によって保険会社の経営は変わるかというご質問です。李先生、この点はいかが

でしょうか。

◯李　　これも正確なポイントがつかめないところがあるのですけれども、恐らく EU のソルベ

ンシーⅡが実施に先立っていろいろアンケート調査を行ったのですが、それのことだろうと思い

ます。すなわちソルベンシーⅡが保険会社の経営を変えるのかという質問だと理解いたします。

　それが日本に直ちに導入できるか、あるいはされるかはよくわかりません。政策当局者が決め

ることであります。しかしながら、その考え方によれば、保険会社の経営は変わるのではないか

と思います。相当厳しい計量的な手法も用いていますし、さらに定性的な部門でもいろいろ手を

加えています。

　先ほど申し上げた ORSA の問題は、ソルベンシー、あるいはリスクに関する自己申告制度と

いえるものなのですが、それはアメリカの NAIC でもガイダンスをつくっていますし、いろい

ろなところでつくっているので、日本でも導入を検討すべきとソルベンシーマージンの検討委員

会がいっていますので、恐らく、導入されるのかと予測いたします。

　そして、導入されると、先ほど申し上げたように、これまではほとんど計量的な部門に頼って、

計量的に計算して、それを積算すると、統合的なリスクマネジメント、すなわち ERM になるの

だということでした。その分、余分な資本、つまりソルベンシーを準備すれば、それで統合的な

リスクマネジメントだという理解が主にあったと思うのです。

　それだけではなくて、定性的な部門が加わり、さらにはリスクマネジメントにおいても自己評

価があるわけですから、それぞれの個別性を持つようになるのではないかと思うのです。政府が

一律的にこのレベルで要請しているから、わが社はこのレベルでリスクマネジメントすればいい

のだということではなくて、リスクレベルが高いところ、リスクアペタイトが大きいところであ

れば、攻撃的な経営をしていいわけですが、もっと高いレベルのリスクマネジメントを自社で用

意すべきだと経営行動は変わっていくのだろうと思うのです。十分変わる可能性があると考えて

おります。

◯司会者　　ある程度保守的に変わっていくという理解でよろしいですか。

◯李　　各社、リスクの大きさに合わせるという行動があらわれるということです。今までは規

制そのものが画一的ですので、それに合わせてメニューがあるにしても、おおむね画一的といえ

るので、その規制のレベルに各社のリスクマネジメントのレベルを合わせてきたというものが、

本当の自己評価に基づいたリスクレベルにリスクマネジメントの水準を合わせようとすると変わ

っていくのではないかと思います。

◯司会者　　かなり高度な経営を求めるということですね。

◯李　　そのとおりでございます。
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◯司会者　　時間の関係で、三番目の方の質問はすべてご

紹介できず、ここで次の質問に移らせていただきます。韓

国の Khang 先生に対する質問です。まず、Khang 先生の

説明された最近の韓国における保険会社の市場を囲む環境

変化、それから変化によるインパクトに関する分析と考察

は非常に興味深いものがあります。

　そこで、韓国の保険会社としては、将来、韓国の社会に

起こるかもしれない変化として、どのようなことを想定し

ているでしょうか。これが一つ目の質問です。

　第二は、少々デリケートな質問かもしれませんが、北朝鮮との統一後に起こる社会の変化を想

定した保険会社の取り組みなどについての研究は行われているのでしょうか。もしそうであるな

らば、これまでどのようなことがわかっているのでしょうか、というご質問です。これはかなり

デリケートな質問ですので、お答えいただけないのであれば、最初の質問だけで結構です。よろ

しくお願いいたします。

◯ Khang　　それでは、まず韓国の保険産業に対してご関心を持っていただきまして、ありが

とうございます。

　南北統一後、韓国の保険産業のあり方、私はそれほどセンシティブではないと思いますので、

その質問に対してまず答えたいと思います。

　ご存じのように、保険産業の成長というものは、所得と産業によってなされるものであると思

います。南北統一がなされた後にも、短期的には大きな変化はないと思います。ただ、生命保険

の場合では、長期的に見まして、韓国が 5,000 万人、また北朝鮮が今現在 2,500 万人の人口があ

ります。ですので、全体の人口が 7,000 ないし 8,000 万人に増えてしまいますと、市場が安定化

する可能性があると思います。ですので、生命保険におきましては、一つのチャンスになるかも

しれません。

また、韓国の産業ですが、生産設備が多く海外に移転されています。日本と同じような状況であ

ると思います。ただ、統一されますと、多くの生産設備がアメリカで起こっている状況と同じよ

うに、韓国に U ターンする可能性があると思います。そういった意味では、損保市場もまた安

定するのではないかと私は期待しています。まず、二番目のご質問に対する答えになりましたで

しょうか。

　また、一番目の質問に対しましては、先ほどのプレゼンテーションの中ですでにご説明申し上

げましたけれども、最も重要なことは高齢化であると思います。韓国における高齢化は、高齢化

社会から高齢社会へと移行するのに十八年かかるということであります。日本も、非常に速いス

ピードのところでありますけれども、二十四年かかったそうです。ドイツも四十年かかったそう

です。高齢社会から超高齢社会はもっと加速化しまして、八年かかるそうです。ですので、韓国

Khang 氏
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は最も速いスピードで高齢社会になっておりますので、それが最も重要なファクターになると思

います。もちろん、そこから機会をつかむことも可能であると思います。たとえば健康に関する

商品、または年金商品といった保険市場はさらに拡大していくと思います。それによりまして、

資産運用というリスクもまた抱えなければなりません。

　また、先ほど規制強化についておっしゃいましたが、韓国は日本とは違いまして、IASB で決

めているものをすべて受け入れなければならない国であります。つまり、選択権がありません。

2018 年、2019 年になりますと、時価評価をしなければなりません。生命保険だけで資本減少が

40 兆ウォンに達するといわれています。生命保険だけで利益が３兆 5,000 億ウォンございますの

で、どれだけの規模であるかということは皆様もご理解いただけると思います。こういったすべ

ての困難を切り開かなければなりません。これが韓国の保険会社の将来であります。

　また、日本もすでに経験済みのことであると思いますが、結局は保険会社の財務健全性を維持

しまして、保険事故が発生した際に、保険契約者に対して約束したとおりの保険金を必ず支払わ

なければならない。それが本当の意味での消費者保護であると思います。そうしますと、今すで

に強化されています環境、政策当局と保険会社が力を合わせまして、どのようにすればこれを乗

り越えることができるのか、膝を交えて考えなければなりません。

　一方で、それを考えるだけでは、こういった問題を解決することはできないと私は常々話をし

ています。その中で、私は日本の事例を挙げたりしております。監督当局と保険会社が力を合わ

せなければならないということを申し上げたいと思います。

　また、最後のことでございますけれども、環境変化の中で先ほど申し上げなかったものがある

のですが、基本的な保険需要というものはすでに飽和状態に達しているということであります。

飽和状態にあるということは、つまり新成長エンジンを探さなければならないということであり

ます。保険会社がこれまでの三十年間、アンダーライティングでなしてきた技術がありますので、

新興国への進出、海外進出を果たした際に成功できるのではないかということであります。日本

ではそうではありませんが、韓国の場合はこれまでの三十年間、所得が低い国から始めまして、

今は相当に所得の高い国にまで発展していますので、つまり韓国の保険会社は所得レベルでその

国を判断することができる能力があります。ですので、海外に進出した際には、それだけの可能

性が高く、また競争力があると思います。ですので、これが一つの突破口になれるのではないか

と思いました。

　以上でございます。

◯司会者　　Khang 先生、大変わかりやすくご説明くださいまして、ありがとうございました。

よくわかりました。

　もう一つご質問がございまして、これは私への質問です。先ほどの保険監督者国際機構ですと

か金融庁のレギュレーションで、ERM の中でリスク選好が重要な役割を持つとされている。経

営戦略をリスクの観点から整理、レビューするために、リスク選好を提起するということでしょ
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うか、それとも、より積極的な意味があるのでしょうかというご質問です。これはむしろ李先生

に答えていただいたほうがいいのかもしれませんが、法律家としての立場で回答します。法的に

は、リスクマネジメントは役員の善管注意義務の問題ともいわれていますが、弁護士の方々と一

緒に『リスクマネジメント実務の法律相談』という本を出して、現場の方々と話していると、リ

スクマネジメントが非常に積極的な意味合いを持っていることがわかり、法律家としてもそうい

う位置づけをしているところでございます。

　そういう観点からすると、一般論としては非常に積極的な意味があると思うのですが、少なく

とも金融庁の先般公表した監督指針をみるかぎりは、将来の財務健全性の確保と収益性の改善を

図ることを目的に掲げて、そういう観点から ERM を実施していくということですから、恐らく

このご質問の方がご指摘しておられるように、リスクの観点から経営戦略というものを整理、レ

ビューして、それで先ほど Khang 先生もおっしゃったように、最終的に保険契約者、あるいは

保険金受取人、被保険者に対して、保険給付をきちんと行えるようにするかどうかというところ

に最終的な目標が向けられるのではないかと思います。

　もちろん、一方では戦略的な意味があって、積極的に重要性を持っていると思うのですけれど

も、基本的な軸足はリスク管理にあるのではないかと考えております。

　以上が本日いただいている質問でありますけれども、今の点について、たとえば中出先生は、

どうお考えでしょうか。同じですね。

　なお、三番目のご質問者のご質問が多岐にわたっていて、先ほどは全部ご紹介できなかったの

ですけれども、ちょっと時間があるのでもう一つご紹介したいと思います。本日の話の内容とは

必ずしも関係はないのかと思いますが、十一個の質問をいただいていて、そのうちの最後のとこ

ろで生命保険会社の株式会社化ということを挙げておられ、これをどう考えますかというご質問

です。括弧して、契約者と株主の利益相反というポイントを挙げておられます。

　利益相反はある意味でリスクの問題でもありますが、私の個人的な感想をいえば、確かに利益

相反の問題はあるものの、株式会社化することで財務健全化を図り、そのことを通じて契約者に

対して報いることが可能となり、その意味では株主と保険契約者の利益の一致はあるのかと思い

ます。

　ただし、株主に対する配当とか短期で株式のリターンを

求めてくる投資家が保険会社の株式を買った場合、それに

対する要望に応えるために、配当のほうに多くの会社資産

を回すということになりますと、そこで利益相反が顕在化

する可能性があるので、そういう意味ではリスクがあると

思っていますが、基本的な方向性としては、保険相互会社

の株式会社化は、私はあり得る方向だと思っております。

　以上が本日のご質問でありまして、本日 17 時までが予 中村氏
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定の時間だったのを、こちらの不手際もございまして 15 分も超過してしまいました。時間もち

ょうど頃合いでございますので、このあたりで本日のパネルディスカッションは終了させていた

だきたいと思います。お忙しい中、また雨も降りそうな中、最後までおつき合いいただきまして、

誠にありがとうございました。皆様のおかげで最後まで有意義に討論ができたと考えております。

　最後に、本日のパネリストに拍手をいただければ幸いです。ありがとうございました。

　　　　

◯司会者（久保所長補佐）　　それでは、これにて第二十二回産研アカデミック・フォーラムを

終了させていただきます。

　いくつかご案内いたしますけれども、イヤホンは出口で回収しておりますので、返却をお願い

します。それと、この建物の三階で参加無料の懇親会がございます。軽食、飲み物の用意をして

ございますので、どなたでもご参加ください。講師の先生方も参加されますので、まだ質問し足

りない方はぜひご参加ください。会場を出て真ん中のエレ

ベーターを利用してください。それと、アンケート用紙の

提出をお願いいたします。

　それでは、以上です。長い間ありがとうございました。

司会者：久保所長補佐
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　ご　あ　い　さ　つ
　早稲田大学産業経営研究所は、早稲田大学における産業経営の中心的な研究機関として 1974 年
に設立され、今日に至るまで、企業や産業に関する幅広い領域の諸問題について精力的に研究を展
開してまいりました。
　このたび第 22 回を迎える「産研アカデミック・フォーラム」では、主に学会の方々を対象として、
時代の先端的テーマについて様々な研究分野からご報告していただき、いっそう広い視野からの検
討を通じて、問題の本質に迫ることを目的として開催をしてまいりました。今回の産研アカデミッ
ク・フォーラムは、早稲田大学総合研究機構の保険研究所と韓国の保険研究院との共催により実施
することとなりました。
　現在、保険業をめぐる事業環境は、金融環境の国際化と自由化、損害の巨大化、消費者保護の強
化などによって、大きく変化しています。本フォーラムでは、主に次の四つの側面に重点を置き、
新時代の保険会社の統合的リスクマネジメントについて検討することを目的とします。
　第一に、日本では、1980 年代末から始まったバブル崩壊によって、2000 年を前後して、生命保
険会社７社と損害保険会社２社が破たんしました。その教訓は十分に生かされず、2007 年のアメ
リカの住宅バブル崩壊に端を発した世界金融危機（Global Financial Crisis）の際に、大和生命保
険が破綻しました。保険会社の財務リスクのリスクマネジメントは、依然として重要なテーマの一
つです。
　第二に、日本は、地震大国であり、巨大地震の発生確率が高いと言われています。一方では、気
象現象の変動などによる自然災害が巨大化しています。保険会社は、このような巨大災害のリスク
を引き受けることによって、企業と家計にリスクマネジメントの手段を提供してきました。しかし、
保険会社のリスクマネジメントのため、引き受け能力が不足し、必要な保険の提供ができない状況
です。保険の引き受け能力を大幅に引きあげ、一方では保険会社のリスクマネジメントを徹底する
ことが求められています。
　第三に、いわゆる「保険金不払い」が大きな社会問題となり、保険販売における保険消費者保護
が重要な課題となっています。保険販売におけるリスクマネジメントは、消費者保護を中心に再構
築されることが求められています。
　第四に、保険会社にはすべてのリスクに対する統合的リスクマネジメントが求められ、それが規
制されています。この規制の内容と仕組みが急速に変化しており、問題となっております。
　こうした認識に基づき、専門の先生方にご講演を、パネル・ディスカッションではエキサイティ
ングな議論をしていただきます。
　皆さま方のご来聴を、所員一同、心よりお待ちしております。

早稲田大学産業経営研究所
所長　花　井　俊　介
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