
 

News release 

スイス・リーの最新シグマ調査ー保険は貧困リスクを軽減し、新興国市場
の総合的な発展に寄与することが明らかに 

• 保険は新興国市場で急速に伸びているものの、まだ大きな補償ギャッ

プがある

• 実証に基づく調査は、保険が家計や小規模事業の所得向上機会を創

出し、生活の質を向上させることができると示している

• 新興国における異質性と保険に対する障壁の理解が効果的なリスク

移転システムの形成を後押しする

• 革新、技術、官民パートナーシップが新興国市場における保険普及拡

大の可能性を開く

チューリッヒ、2017年9月9日 – 最新のシグマ調査『保険：新興国市場におけ

る成長に付加価値を与える』は、保険は所得向上機会を促進し、生活の質の

向上に貢献することが、新興国の経済発展に関する相次ぐ実証研究で明らか

になったと伝えています。毎年、世界中で1億人が、医療の自己負担による貧

困に陥っています1。この状況は、保険が医療費の自己負担額の削減と、保険

加入者の医療サービス使用状況改善の両方を提供することによって軽減でき

ることが様々なケーススタディで示されています2。革新や技術とあわせて、マ

イクロ保険や官民パートナーシップなどの多様なアプローチを活用することに

より、リスク移転ソリューションが消費者や企業のニーズにより適合し、新興国

における保険業界の発展を妨げている現地固有の障壁を克服するのに役立

つ可能性があります。 

各国保険市場の発達を測定する標準的な基準は保険普及率3です。「しかし、

これは保険の加入者数を明らかにするものではなく、また、保険による人々の

生活の質の改善について表すものでもありません」とスイス・リーのチーフ・エ

コノミストであるカート・カールは述べています。「現在取り組みが進められてい

る実証に基づく研究は、より幅広い発展の評価基準や、方針決定に役立つ情

報を通して保険の貢献度についての洞察をより詳細に提供しています。」 

1 「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ・ファクトシート」世界保健機関2016年 
2 R. Thornton, L. Hatt, E. Field et. al., "Social security health insurance for the informal sector in 
Nicaragua: a randomized evaluation." Health Economics, vol 19, 2010, pp 181-206、およびA. 
Fitzpatrick and R. Thornton, The Effects of Health Insurance within Families: Experimental 
Evidence from Nicaragua, Policy Research Working Paper 8115, World Bank, 2017 
3保険普及率は国内総生産に対する保険料の割合として定義される。 
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需要と供給の両サイドにおける障壁 
新興国市場はそれぞれ異なっており、保険ソリューションにとっての需要と供給

の障壁も様々です。例えば、手の届く価格であるかどうかは需要サイドの主な

障壁ですが、ニカラグア4とインドの調査によると手厚い補助金がある場合であ

っても、保険に対する需要は低いままとどまっているとされています。これは、

価格と同様に、あるいはそれ以上に信頼が重要な判断基準となる可能性があ

るということを示唆しています。その他の主な障壁として、認識の欠如、行動バ

イアス、制度的・規制上の制約などが挙げられます。 
 
障壁をより深く理解することが保険カバーを拡大する新たなアプローチの形成

につながり、また技術が主要な推進支援の役割を果たしていることが多くの

国々で証明されています。センサーやスマートデバイスを通じて収集される被保

険者に関する新たなデータが急増しており、これをスマートアナリティクスや予

測モデリングと組み合わせることでより詳細な引受業務が可能となります。そし

て、保険会社は年齢や配偶者の有無、性別などのパラメーターではなく、被保

険者の実挙動に基づく商品開発や保険料設定ができるようになります。中国と

インドにおいては、モバイルによる加入者数が2020年までにそれぞれ12億人

および10億人程度に達するほど増加すると予想されています。両国では、デジ

タル対応の保険会社がすでにシンプル（従量課金制のシェアリングエコノミー向

けの保険など）かつ高度な新商品（新技術を対象とした賠償責任保険）を広範

に提供しています。 
 
サハラ砂漠以南のアフリカ（SSA）でも同様に、モバイル技術が保険の成長の主

要な原動力となっています。例えば、低収益、少額補償、超少額の保険料で費

用効率の高いマイクロ保険を販売する手段として、モバイル技術が採用されて

きました。これを促進した主な要因は、モバイル金融サービス向けプラットフォー

ムの急速な拡大です。例えば、パラメトリック型の保険商品は気象台のデータ

利用からモバイル決済による保険金の支払いまで自動化されています。こうし

たシステムに助けられ、ケニア、タンザニア、ルワンダなどの国で作物保険、家

畜保険、インデックス保険の購入をすることができた農民は2016年までに100
万人を超えました。 

 
イノベーションは、新興国市場における保険の普及拡大の手助けをすることが

可能です。保険会社の、特に保険の入手や保険料の負担が不可能な消費者に

保険を浸透させるための主な課題は、少額の保険料で保険を供給するコストを

賄うことができないという点です。このような状況の中で、保険各社は費用削減

のために様々な方法を開発しています。そのひとつの例が、コミュニティベース

のコストシェアリングです。保険会社は、共済や協同組合などのコミュニティ組

織と連携し、保険契約を提供する費用を分担します。 
 

 
 

4 例えば、ソーントンら （2010年）は、ニカラグアにおいて保険料が補助された保険の加入率は 
およそ20％あったにもかかわらず、補助のある保険の2年目の継続率は10％未満だったことを

明らかにしている。 
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コミュニティベースの医療保険制度は、特にルワンダで成功しており、加入
者は2017年4月までに地域住民人口の84％にのぼっています5。 

もうひとつのアプローチは、顧客のセグメント化です。グアテマラでは2010
年にアセグラドーラ・ルラル（農村保険）社が農村開発銀行（Banrural）と提
携して、様々な顧客セグメントのニーズに応える一連のマイクロ医療保険

商品を開発しました。潜在的な市場セグメントや保障範囲の特定には、フ

ォーカスグループ、インタビュー、医療統計、顧客の社会経済的・疫学的プ

ロファイルの分析が使われました。このスキームは成功を収め、2013年1
月末までに締結した保険契約件数は12,453件（銀行の顧客の22％に相

当）にのぼり、そのうち解約はわずかに735件でした6。 

官民の連携が保険成長を支える 
新興国市場において、保険普及を支える官民連携リスク移転ソリューショ

ンが今後さらに普及拡大するためには、政府が大きな役割を担います。こ

れは強制保険の導入という形でも成し得ますが、経済政策支援環境を整

えることによっても実現可能です。例えば、中国政府は2007年に農業保

険の助成制度を実施しました。その結果、中国における農業保険市場は

過去10年間で年平均成長率（CAGR）43％で拡大しています。2016年ま

でに保険料は418億人民元（66億米ドル）となり、中国は農業保険市場の

規模で世界第2位となりました。 

5 "Health care in Rwanda, An African trailblazer", economist.com, 2016年9月15日、 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21707226-how-poor-country-
brought-health-insurance-91-population-african 
6 グアテマラのBanruralの顧客向け医療・生命マイクロ保険商品。Micro Insurance Innovation 
Facility、2013年。 
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図表 1：2006～2016 年中国における営業品目別保険料成長率（CAGR） 
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効果的な保険システムを構築するためには、官民両セクターのステークホル
ダーが力を合わせる必要があります。その条件には、リスク問題および金融
リテラシーに対する意識の向上、包括的な金融プログラムの促進といったも
のも含まれます。 

 
今号のシグマ調査のケーススタディに示すとおり、保険会社や政策決定者

は実証に基づく意思決定を採用することにより、様々なリスク管理戦略の

費用便益分析を向上させることが可能です。保険会社は、消費者の選択

の背景にある要因を理解する必要があります。保険約款の文言の簡素化

も、消費者や小規模事業者へリーチするうえでは非常に重要です。究極的

に、保険開発はニーズベースであるべきです。臨機応変な対応と革新の

能力は、既存の市場の障壁を崩し、消費者ニーズに合わせて商品ソリュー

ションをより適切に調整するのに役立つと考えられます。 
 
 
スイス・リーについて 

スイス・リー・グループは、再保険、保険、その他保険ベースのリスク移転で世界をリ

ードする大手再保険会社です。直接、またはブローカーを通して、世界中の保険会

社、中規模企業から大企業、公共部門のお客様にサービスを提供しています。 あら

ゆる保険種目の標準商品からテイラーメイドの商品までを携え、スイス・リーは、その

資本基盤と、事業や発展に付随するリスクを負うことを可能にするための専門知識と

革新力を展開しています。1863 年にスイスのチューリッヒで創業されたスイス・リー

は、世界約 80 カ所で事業拠点を展開しています。スタンダード＆プアーズから

「AA-」、ムーディーズから「Aa3」、A.M. Best から「A+」の格付けを取得しています。ス

イス・リー・グループの持株会社である Swiss Re Ltd の登録株式は、スイス証券取引

所のメインスタンダードに準拠して上場しており、ティッカーシンボル SREN で取引さ

れています。 スイス・リー・グループに関する詳細は、ウェブサイト

（www.swissre.com）をご覧いただくか、または Twitter で（@SwissRe）をフォローして

いただきますようお願い致します。 
 
シグマデータへのアクセス方法： 

シグマ調査に掲載されているデータは、www.sigma-explorer.comよりアクセスでき

ます。このモバイル対応ウエブアプリでは、チャート作成、ソーシャルメディア経由の共

有、グラフィックファイルのエクスポート機能をご利用いただけます。 

 
シグマ入手方法： 
英語、ドイツ語、フランス語およびスペイン語版のシグマ2017年第4号"Insurance: 
adding value to development in emerging markets"電子版はスイス・リーのウエブ
サイトwww.swissre.com/sigmaよりダウンロード可能です。 
 
上記言語の製本版をご希望の方は、郵送先明記のうえ、sigma@swissre.com
までメールでご連絡ください。中国語および日本語版は近日中に発行予定です。 
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