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まえがき

今年は、 スイス・リー・インスティテュートの最も重要な刊行物であるシグマの創刊50周年に当たります。

シグマはその創刊以来、 保険業界についての貴重な洞察をお客様や規制当局ならびに学会など広範囲

にわたる利害関係者に提供することによってスイス・ リーのソートリーダーとしての地位を支えてきました。
根底にある動機は、 世界のレジリエンスを高めようとするスイス・ リーの熱意を補強し、 さらに前進させる
ことにあります。

今回のシグマでは、 世界の元受損害保険業界における収益性の現状と引受サイクルの動向を分析しま

す。 以前にもシグマはこのテーマをたびたび取り上げており、 創刊年の1968 年には保険引受成績と事業

費のトレンドについて調査しました。 その当時は多くの市場において、 とりわけ最大の種目である自動車保

険の保険料率が厳しく規制されていました。 1968 年のシグマ第3号では、 「いくつかの国では、 コストの

上昇に応じて保険料率を調整することについて、 他の保険種目よりはるかに政治的理由が障害になって
いることが分かっている」 と述べていました。

保険部門の収益性に影響を与える大きな要因は、 ここ数十年間で進化し変化しています。 主要なテーマ
の中には、 1970年代の急激なインフレ、 1980年代の米国における法的賠償責任の急激な拡大、 1990
年代の欧州連合 （EU） に広がった金融・保険市場における規制緩和の波などがありました。 これまで
の 50年間を通して、 外部トリガーや規制の枠組み、 あるいは市場構造など、 すべてが変わりましたが、
料率、 保険料および保険金の周期的な変動が保険業界の業績を決定する要因であることに変わりはあ
りません。

業界の収益性にかかわる重要な要素として資産運用からのリターンがあります。 例えば1981年のシグマ

では、「全体を見た結果、保険引受成績の悪化は大部分が運用収益の増加によって相殺されているため、

業界の利益は満足すべきものとみることができる」 と結論づけています。 対照的に 2001年のシグマ第5

号では、 「金利は低く、 ほとんどの株式市場は沈滞状態にあるため、 運用リターンから収益を得るのは困
難」 と指摘しています。 最近の研究では、 「保険引受成績はここ数年、 利回りの補償的上昇の恩恵を受
けることなく悪化してきた」 と説明しています。

シグマ・チームは保険業界にとっての主要な牽引要因を識別し、 業界の収益性におけるターニングポイン

トを検知し、 さらに個別的なテーマについて深く掘り下げた研究を行うために引き続き全力を傾注します。

スイス・ リー・インスティテュートのウェブサイト （institute.swissre.com/sigma50years） にあるシグマ 50

周年のセクションにアクセスいただき、 シグマの進化や私どもが提供する研究成果の幅広さと深さをご覧く

ださい。

エドゥアルド・シュミット		 	 ジェフリー・ボーン
グループ・チーフ・アンダーライティング・オフィサー		 スイス・リー・インスティテュート
グループ・エクゼクティブ・コミッティー・メンバー	 　　　　　　　マネージング・ディレクター	
スイス・リー	 	 スイス・リー・インスティテュート
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エグゼクティブサマリー

損害保険市場のプライシング （料率）・サイクルは変曲点に到達したようであり、 料率ハード
化の兆候がいくつか見られる。 しかし全体的に見ると、 主要市場の大部分において収益性
は依然として平均以下の段階にとどまっている。 ここ数年における収益性の低下は、 ソフト
な保険引受サイクルと脆弱な資産運用成績、 そして高水準のキャピタルファンドを反映した
ものである。 2017年下半期以降に見られる保険料率の穏やかなハード化にもかかわらず、
現在の収益性不足を是正するには更なる努力が必要であることをスイス・ リー・インスティ
テュートの分析は示している。 保険会社が今後投資家に十分な利益を還元するには、 保
険引受利益率を主要欧米市場で少なくとも 6～ 9パーセントポイント、 日本で 5ポイント、
オーストラリアおよび中国では1ポイント改善する必要があると本号シグマでは予想する。 株

主資本利益率 （ROE） の予想目標値については、 成熟した欧米市場の10%から中国の
15% までと幅があるが、 これは金利と過去の実績の相異を一部反映したものである。

今までの10年間、 スイス・ リー・インスティテュートが分析を行っている 9市場の平均 ROE
は 6.5％と比較的低かったが、 これはこの間に世界金融危機があったことや 2011年と 2017
年に起こった異常なまでの大災害事故を反映していることが理由である。 長期的には、 保
険会社は他セクターの企業と同水準の収益性を実現してきた。 とりわけ米国における株式
保険会社の ROE は、 同国における他の資本集約型セクターに類似していることが分かって
いる。 損害保険会社の株式市場における業績を 20年間比較してみると、 こうした利益の
推移と一致して同等または同等以上の結果となっている。 さらに、 財物および災害セクター
では多角化メリットという形での付加価値を投資家に提示している。

保険会社の業績に対する投資家の満足度合いは、 市場機会が生じた時に同セクターに定
期的に新規資本が流入することによって示されてきた。 しかしごく最近になってからは、 利
益の減少によりそうとも言えなくなってきた。 そこで、 最近の 5年では、 米国の株式損害保
険会社は、 積極的な資本管理を通して投資家に一段と資本を還元するようになってきてお
り、 平均して正味利益の 80% を株主に支払い、 成長拡大のための資金はわずか20% を
保有するに過ぎない。

保険引受サイクルは、 世界的にも保険種目横断的にも一体化していく傾向にある。 一般的
なサイクル・パターンと同時に、 自然災害による損害や国および種目固有の料率トレンドに
起因する変化形も一部に存在する。 したがって、 種目や国を横断して損害保険ビジネスを
引き受けると、 保険会社の保険引受ポートフォリオに多様性が増すことになる。 とりわけ、 グ
ローバル化を反映して、 保険市場や資本市場における規制撤廃を背景とするコンバインド ・
レシオの国をまたいだ相関性が過去20年間に強まった。 さらに、 サイクルの平均持続期間
は1980 年代初期以来長期化したように思われるが、 この時期には、 中央銀行がインフレ
抑制を重視する政策に転換し、 金融サービス業の大部分に対する規制が撤廃されている。

金利と保険会社の保険引受成績は長期的には相互に関連している。 当社の分析では、 金
利上昇の期間中、 資産運用リターンの増加が保険引受損失の増加によって相殺されてき
たことを明らかにしている。 しかし、 金利の変化は短期的には強力なサイクル決定要因で
はない。 現在の景気モメンタムは、 成熟市場における金利と資産運用リターンの （小幅な）
増加を通して将来の収益性にとってプラスになるだろうが、 売り手労働市場であることが一
般物価水準の上昇やクレーム額を押し上げる可能性が高い。 加えて、 保険金インフレの加
速は支払準備金の妥当性を損なうことになると予測しており、 その妥当性はすでに希薄化
している。 これもまた、セクターにおける収益性の持続的改善を実現するために保険金の増
加傾向を上回る保険料率の引上げが必要になることを証明するものである。

保険会社の利益に対する圧力がイノベーションに対する関心を高めた。 テクノロジーへの投
資は、 コモディティ化したビジネスの販売システムの効率向上とマージン圧力をもたらし、 ま
た一部の種目ではクレーム額の低減にもつながっている。 当初、テクノロジー投資がもたらす
保険会社の収益性への恩恵は、 消費者に対する利益の部分的な還元や、 投資コストなど
のため、 明確に実感できるものではなかった。 しかし長期的に見ると、 データや高度な分
析に対する投資は、 それが購入能力やアクセスの改善、 あるいは定量化が困難な新たなリ
スクの引受能力の改善を通じてであれ、 ますます複雑化する企業保険リスクの引受と保険
引受能力を改善する。

損害保険会社が収益性の目標水準を実
現するには保険引受利益を大幅に改善す
る必要がある	

長期的には損害保険セクターは投資家に
とって魅力的なことが判明している...	

…しかし最近になって収益性の低下がこ
のセクターへの資本流入を減速させてい
ることが見て取れる

保険引受サイクルは次第に世界的に相関
するようになり、また長期化している

現在の景気モメンタムは保険会社の収益
を支えるだろうが、 収益性の持続的な改
善を生み出すことはないと思われる

長期的に見れば、 テクノロジーへの投資
はますます複雑化するリスクの引受と引
受能力の改善に役立つ	
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はじめに

世界の損害保険セクターは、 現在のところ収益性サイクルの脆弱な局面に位置している。
2017年のセクター収益性は低下し、 株主資本利益率 （ROE） は 2016 年の7%から 6%
に落ち込み、 2013 年から 2015 年にかけて実現した約 9% をはるかに下回った。 昨年の成
績は次の 3 つの主要因によってもたらされた

� ソフトな保険引受環境。 2012年に企業保険料がわずかに改善された後、 料率は18四
半期連続して下落し、2017年の世界市場指数は 2012年価値の 89%程度となった （図
1を参照）。

� 低い資産運用利回り。 損害保険会社の資産運用利回りは圧力を受けたままである。 平
均利回りは長引く低金利環境により落ち込んでいる。 昨年の資産運用リターンの収益性
に対する寄与度は、 正味既経過保険料の 9～10% と、 依然として金融危機後の低い
水準にとどまった。

� 米国における巨額な自然災害損害。

2018 年の保険引受環境は、 とりわけ企業保険でソフトな状態が続くが、 変曲点を迎えつ
つある。 これは一部には 2017年の大規模なハリケーン損害により、 料率改定の段階に至っ
たものといえる。 北大西洋における活発なハリケーンシーズン、 一連の山火事、 様々な地域
にわたる雷雨と激しい降水などが、 世界の大災害クレームを単年度としては史上最高記録
となる水準にまで押し上げた。 2017年の自然災害および大型人災による保険損害の総額
は1,440 億米ドルであったと推定される 1。 ハリケーン （ハービー、イルマ、マリア）およびカリフォ
ルニア州における山火事は、 米国の財物および新種 （P&C） 再 /元受保険に甚大な損害
をもたらした。 3件のハリケーンだけでもその保険損害額は 920 億米ドルに達したと推定さ
れる。 また、 米国の損害保険引受成績は竜巻および対流性暴風による190 億米ドルの損
害、 カリフォルニア州の山火事では130 億米ドルの被害も影響を与えている。

大災害損害は市場力学において緩やかな変化を起こさせるには充分であったが、 市況回復
の強さと持続性がどのようなものなるかについてはまだ定かではない。 今年の契約更改に
おいて、 災害の影響を受けなかった契約案件や種目の料率引上げは当初予想を下回るも
のであった。 同時に、 いまだに強力な保険会社の資本力のために競争は高まり続けた。 同
様に、 再保険キャパシティも充実しており、 代替資本は大災害損害で減少したキャパシティ
を迅速に再補充することができた。

世界の損害保険セクターにおける 2017
年の ROE は、 収益性サイクルの脆弱な
局面が続いたため 6% にまで落ち込んだ

図1 
世界の企業保険料率の推移、	 
2012～2018年	

	 出典：マーシュ
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保険引受環境は引き続きソフトであるが
変曲点を通過しつつある

2017年の記録的な大災害損害は市場力
学において適度な変化の口火を切るには
充分であった

1　2017年の大災害損害推定額のすべてはシグマ 2018 年第1号によるもの。 「2017年の自然災害と人災：未曾有
の損害をもたらした1年」、 スイス・ リー ・インスティテュート
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マーシュ社の 2018 年第1四半期世界保険市場報告によると、 世界の企業保険料率は前
年に 2.3% 下落した後、 0.9%上昇した 2。 このプラスの動きは財物セクターによってもたらさ
れた （表1を参照）。 財物の料率は世界で 2.7%上昇したが、 この大部分は被害を受けた
地域における高額な大災害損害に対応したものである。 欧州における財物の料率は安定し
ており、 アジアにおける下落は減速した。 これらの市場は大型の大災害損害の影響を受け
なかったからである。 新種保険の更改料率は第1四半期に再び1.7% 下落したが、 金融・
専門職業賠償責任保険 （FinPro） はわずかながらハード化した。 米国では、 企業用自動
車料率は引き続き堅調にハード化が進んだ。 地域的に見ると、 太平洋地域がほとんどの
種目において非常に高い料率上昇を見せており、 新種保険および金融・専門職業賠償責
任保険の料率が改善された中南米がそれに続いた。 	

ここ数年の料率ソフト化に加えて、 クレームのトレンドも悪化してきた。 クレーム・コストの上
昇が見られ、 特に新種保険種目において顕著である。 最も大幅に増加したのが米国の自
動車保険であり、 米国ではクレームの頻度と金額が急上昇した。 またカナダとオーストラリ
アでも自動車保険のクレーム・インフレが上昇し、 それより程度は低いものの欧州の自動車
保険もクレームが増加している （「自動車保険のハードマーケット：上昇するクレーム・ トレン
ドへの対応」 の項を参照）。 損害規模の悪化傾向は、 実用化されてきたより高額な半自動
運転車やますます複雑化する部品、 そして人件費の増加などを考えると、 大部分が修理コ
ストの上昇によるものである。

また企業賠償責任セクターも、 直近の世界的な景気後退後はクレームの伸びは穏やかで
あったが、 その後の数年間、 調査した市場のほとんどにおいてクレームが増加している （図
2を参照）。 英国では、 保険会社の準備金積み増しが必要となったオグデン・テーブルの
割引率変更を受けて、 ごく最近になってクレーム・コストが増加した。 オーストラリアでは、 証
券集団訴訟の増加に起因して、 ここ 5年の間に財務補償保険金が急増した。 対照的に
イタリアでは 2013 年以降はクレームが激減した。 その理由は、 損害実績が長年にわたっ
て極めて劣悪であった医療過誤の分野において、 保険会社が引受行動を是正したことや、
損害実績が比較的良好な専門職業賠償責任保険に対する需要が増加していることなど、
数多くの前向きな変化があったためである。

世界の企業保険料率は、財物種目におけ
る改善により2017年下半期および2018年
第1四半期にわずかながら上昇	

表1  
2018年第1四半期における	 
世界企業保険料率指標

	 注：矢印は2017年第1四半期以降の料率変化の方向を示す。

	 出典：マーシュ

料率変化% 世界 米国 英国 欧州 中南米 アジア 太平洋

地域

財物 2.7 2.9 –1.6 0.1 –1.0 –1.4 12.5

新種 –1.7 –3.0 –2.1 –1.6 4.3 –2.7 5.7

FinPro 1.8 0.0 3.3 –1.6 1.5 –2.2 15.0

複合 0.9 –0.5 0.2 –0.8 0.8 –1.8 11.6

クレームのトレンドはここ数年、とりわけ新
種保険種目において増加してきており…

…これは世界的な景気後退後の数年間
比較的穏やかであった保険金の伸びが、
その後に現れたものである

2 世界の保険市場指数－ 2018 年第 1四半期、マーシュ、 2018 年
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自動車保険のハードマーケット：上昇するクレーム・トレンドへの対応 

米国における自動車保険の引受成績は、 個人・企業種目とも、 ここ数年悪化してきており、
2015 年以降保険会社は上昇するクレーム・コストに対応すべく料率を引き上げてきた。 損
害額の増加は事故の頻度と重度によるものである。 米国における交通事故死は、 数十年
にわたる減少のあと、 2014 年から 2016 年の間に14% も急増した 3。 雇用の伸びが一段と
堅調で石油価格も低廉であることから、 人々の運転機会は一層増えている 4。 スピード違
反や飲酒運転も増加しているが、 こうした要因だけでは交通事故死急増の理由にはならな
い。 一つ大きな原因は、 米国のドライバーが運転中にスマートフォンを使用する頻度が増え
たことによる脇見運転であることにほぼ間違いはない。

米国ではトラック事故の損害頻度が明らかに増加しており、 これはベテランドライバーの不足
に関連している。 景気後退後の経済成長の結果、 ドライバー需要が再び高まり、 経験の浅
いドライバー採用に結びついた。 大型トラックの増加、 交通量の増加、 スピード超過や脇見
運転の増加などが損害額の上昇をもたらした。 さらに、 トラック事故による傷害の度合いは
乗用車事故より深刻であることが多く、 これが身体傷害裁判における陪審員の評決が次第
に高額となることにつながっている。

図2  
主要市場における企業賠償責任 
保険金のトレンド、2008～2017年	

	 この図では中国を除外している。中国では賠償責任種目が発展の初期段階にあり、急速な保険料の	

	 伸びに並行してクレームが増加しているためである。

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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米国における自動車保険クレームの頻度
と金額は2014年以降	急激に上昇

特にトラック事故が急増

はじめに

3 米国運輸省、 国道交通安全局
4 米国運輸省、 連邦高速道路管理局
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2012年以降、 米国の企業自動車賠償責任にかかわる支払準備金の増加がコンバインド ・
レシオの上昇をもたらした。金融危機直後の数年間、企業保険は割安な価格で入手できた。
資産運用会社カニングのデータによると、 2006 年から 2015 年の間にクレームの平均額は
39%増加したが、企業自動車保険の料率は18%低下した。 個人向け自動車保険のクレー
ム規模 （すなわち平均クレーム・コスト） も同様に急増した。 好調な自動車販売により、 新
車への乗り換えが一段と進んだが、 結果として修理価格はより高額になった。 安全技術の
高度化など、 新車の複雑さが増すことによって自動車修繕費も増加している。

また欧州でも、自動車保険の引受収益性は平均クレーム規模の増加により悪化してきたが、
事故頻度は増加していない。 米国と異なり、 ドイツ、 英国、 フランスおよびイタリアでは自
動車の損害事故頻度はほとんど安定したままである。 これは、 検証したすべての市場にお
いて事故頻度率が着実に低下していた頃の10年とは大きく異なっている。 欧州における平
均クレーム規模は、 医療費と自動車修繕費用の上昇により増加し続けている。

こうした料率とクレームのトレンドを考慮に入れて、 本号シグマは以下の疑問に答える。

�	 損害保険における収益性の主要な決定要因は何か？
�	 収益性の決定要因としての資産運用活動、 資本 （レバレッジ） およびボラティリティの重

要性はどの程度か？	
�	 保険サイクルのパターンは、 期間や国ごとにどうなっているか？
�	 現在の資産運用見通し、 資産レバレッジの水準、 ソルベンシー比率 （株主資本の正味

既経過保険料に対する比率） を考慮した場合、 主要な成熟市場および中国で10 ～
15% の ROE目標を達成するために必要な保険引受成績はどのようなものか？

こうした疑問に答えるため、 本調査ではG7諸国 （カナダ、 フランス、 ドイツ、 イタリア、日本、
英国および米国） ならびにオーストラリア、 中国の損害保険市場を中心に扱う。 これらの主
要市場は世界の損害保険料の73% を占めており 5、 世界的に営業を行っている保険会社
の本拠地でもある。 オーストラリア、 カナダ、 ドイツ、 米国および英国では、 「損害」 保険の
定義は P&C （財物および新種） 保険であり、 大部分の医療保険を除いている。 中国、 フ
ランス、 イタリアおよび日本では、 個人向け医療保険は損害保険市場全体の一部である。

次章では損害保険における収益性の主要な決定要因を説明する。 次に、 国別の保険引
受成績および資産運用収益を含む収益性の長期的トレンドを検証し、 こうした収益要因の
相互依存について取り扱う。 さらに、 保険引受成績のサイクルの動きを分析し、 過去のサイ
クルとの比較を行う。 最後に、 現在の収益性ギャップを数値化し、 今後数年間の収益性に
ついての見通しを検討する。

2006 年から 2015 年にかけて米国の企
業自動車保険の料率は低下したが、 ク
レーム・コストは上昇

身体傷害および自動車修理のクレーム規
模が上昇傾向にある欧州	

こうした料率とクレームのトレンドを考慮に入

れて、 本号シグマは以下の疑問に答える

本調査ではオーストラリア、 カナダ、 中国、
フランス、 ドイツ、 イタリア、 日本、 英国お
よび米国について考察する

本シグマの構成

5　2017年のデータは、 シグマ 2018 年第 3号、 「2017年の世界の保険」、 スイス・ リー ・インスティテュートによる
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収益性の決定要因の分析　

ROE は損害保険会社の業績を評価するのに用いられる伝統的な主要指標である 6。 これ
は、 会社が生み出す利益と株主が会社に投資した株主資本を関連付けるために、 税引き
後利益を株主資本または自己資本で除したもので算出される。 損害保険会社の収益性の
決定要因を分析するため、 企業の ROE は図3 に示されている通り、 3 つの主要な構成要
素に分解することができる。 3 つのうちの最初は保険引受成績であり、 これは商品の価格
設定、 リスク選択、 クレーム管理および営業費・一般管理費の影響を受ける。 保険引受成
績 （正味保険料に対する百分率） は、 損害率、 事業費率および契約者配当率で構成さ
れる。 次に資産運用成績であるが、 これは資産配分、 資産運用および資産レバレッジの
関数である。 資産運用成績は、 総運用利回り （実現キャピタルゲインを含む現在の運用
収入の運用資産に対する百分率） および運用資産の規模 （ここでは資産レバレッジとして
計算） によって決定される。 保険引受成績 （または保険引受利益） と資産運用成績を合
わせると税引き前利益となる。

保険会社の ROE として第 3 の主要な決定要因はソルベンシー比率または資本レバレッジ
である。 全体としての ROE は、正味保険料１単位当たり実現税引き後利益 （または利益率）
を保険料１単位当たりのリスク・エクスポージャーのための資金の額で除したもの （ソルベン
シー比率） で決まる。 税率は企業の税務戦略に左右され、 または業界の外因性パラメー
タによるとも考えられるが、 保険会社は自国で普及している財政制度に適応しているという
前提に基づいている。

 

損害保険会社の収益性は保険引受成績
と資産運用成績によって決まる…

…そして資本レバレッジも決定要因

図3  
収益性の分析、2008～2017年の10年加重平均（かっこ内は1998～2007年） 

注：様々な変数の算出に関する用語および公式の定義については別表の用語解説を参照。数値は2008～2017年の期間における9市場の加重平均であ

る。かっこ内に示されている1998～2007年間の10年加重平均は、これより数の少ない米国、カナダ、ドイツ、フランスおよび日本の5市場の事例である。

出典：スイス・リー・インスティテュート
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6　ROE が選ばれている理由は、 これが相対的な尺度であり、 従って相異なる規模の会社や市場を経年的に比較
できるからである。 ROE のデータは、 本報告書の分析におけるすべての企業と市場に関して、 経済的成長価値
や1株当たり成長の簿価のような他の基準値より容易に入手できる。
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図3 の数値は 9市場における過去10年間を対象とする ROE の様々な構成要素の加重
平均値を示している。 一見して分かるのは、 税引き前利益率の大部分は、 平均 9.8% に達
する損害保険会社の正味運用成績から生まれていることである。 一方で保険引受成績の
平均はマイナス1.1% であった。 この会計的観察は経済的解釈とは異なる。 その理由は次
のとおりである。

�	 標準的な会計表現では資産運用成績と保険引受成績を分離しているが、 実際のところ
保険会社の意思決定プロセスでは、 この 2 つの要素は密接に関連している。 保険料率
の算出を行う場合、 キャッシュフロー、 諸準備金および資本レバレッジに基づいた将来の
予想運用リターンが考慮に入れられる。 さらに、

�	 市場原理は競争を通して保険引受と資産運用の間で相互関係をもたらす。 保険会社が
その資産運用によって一段と高い利益を挙げれば、 その保険会社はさらに多くの契約を
引き受けて資産運用を増やそうと試みるだろう （すなわち、 キャッシュフロー・アンダーラ
イティング）。 トータルで見れば、 こうした競争の激化は保険料の低下をもたらし、 やがて
は引受収益性を低下させる 7。

税引き前利益率は 8.7% であり、一方、平均税率は 21%、ソルベンシー比率は106% であっ
たことにより、 9市場の平均 ROE は 6.5% となった。 また図3では、 同じ変数について、 そ
れより前の10年間 （1998～2007年） の加重平均も示しているが、対象市場数は少ない。
この時期の保険引受損失は正味保険料の 3.4% であったが、 資産運用収益は13.6% と資
産運用活動による貢献が大きかったことにより、平均 ROE は 7.8% と （最近の10年間より）
高かった。

表2は、 法定報告基準に基づく主要損害保険市場における10年平均パフォーマンス指標
を比較したものである。 国ごとに比較すると、 主要市場について、 いくつかの類似性が明ら
かになる。 オーストラリアと中国を除いて、利益をけん引した数値は狭い範囲に収まっていた。
すなわち、 過去10 年間の平均引受成績はおよそマイナス 2%からプラス 2% の範囲にあ
り、 正味運用収益率は保険料に対して 7%から13% ともう少し広い範囲にあった。 各市場
におけるソルベンシー比率のばらつきはさらに大きく、 最低は中国の 44%から最高は米国の
117%であった。 中国を除くと先進市場におけるソルベンシー比率の範囲は一段と狭くなって
おり、 最低はイタリアであった （83%）。

過去10 年の主要 9市場における損害
保険会社の正味運用総収益は約 9.8%、
保険引受成績はマイナス1.1% であった

2008～2017年の平均ROEは6.5%と低か
った

同時期の損害保険の平均引受成績はマ
イナス2%からプラス2%までの幅があった

7　1990 年代後半の厳しいソフトマーケットをもたらした主要な要因は過剰なキャッシュフロー ・アンダーライティングで
あった。 重要な問題は、 実現キャピタルゲインと無リスク金利を超える債券利回りに広く依存していたことである。
過酷な競争は保険引受の収益性を持続不可能なまでの低水準に追いやり、 その後、 金融市場における業績が
悪化すると損害保険セクターがリスクにさらされる状態になった。
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分析した市場の同期間における平均 ROE には 3%から13% の幅があり、 日本が下端で中
国とオーストラリアが上端であった。 日本市場の平均収益性が低かったのは、 2011年に発
生した極めて大きな自然災害 （東日本大震災と津波） によるものであった。 この特殊な年
を分析から除くと、 日本の損害保険会社の業績は平均して4.7% となっていたと考えられ、
英国やフランス市場の業績からそれほど離れていない。

先進市場の中では、 オーストラリアが際立っていた。 様々な要因がうまく組み合わさって、 10
年間にわたり損害保険の高い収益性がもたらされた。 4% の堅調な平均保険引受成績に、
保険料比で13% という同じく好調な正味運用収益が加わった。 オーストラリアは調査対象
国の中で 2008～2009年の景気後退に見舞われなかった唯一の成熟経済国であり、従っ
てこれまでの10年間、 著しく高い金利 （ならびにインフレ） 環境を維持することができた。
加えて、 95% という平均を下回る10年間のソルベンシー比率が業界 ROE を13% に押し上
げた。 この期間に、 ソルベンシー比率の低下傾向がオーストラリアの大手保険会社の一部
に市場統合をもたらし、 さらに最近になると再保険の購入が増加して資本効率が改善した。

中国の損害保険業界 8 は 2008～2017年の間に13% の平均 ROE を達成した。 平均し
てこの市場は、 この期間に損益分岐点に近い保険引受成績を得た。 2～3 の大手中国企
業はプラスの保険引受成績を報告しているが、 大多数の小規模国内外保険会社は100%
を超えるコンバインド ・レシオでの営業であった。 そのうえ、 全国的な自動車保険料率の自
由化法が2016年7月に発効したため、保険引受利益率に対する圧力が増大してきている。
自動車保険は市場の中核を成すものであり、 2016 年の損害保険料の73% を占めている。
同時に、 中国市場の資産運用リターンは平均して保険料の7%であり、 大部分は資産運用
レバレッジの増加がもたらしたものである。 平均ソルベンシー比率は低く、 これが10年にわ
たって ROE にプラスの成果を拡大させている。

表2  
国別収益性内訳（10年間の平均）、2008～2017年

注：比較可能性を最大化するため、国ごとの総合数値は標準化されている。

+運用利回り：時価ベースの平均運用資産に対する割合、ROE：平均株主資本に対する割合
*ソルベンシー比率は、株主資本を正味既経過保険料で除して算出した資本レバレッジで測定。

データの出所および定義については別表を参照。

+記号のあるものを除き、正味

保険料に対する10年間の平

均割合（%） 米国 カナダ 英国 ドイツ　 フランス イタリア 日本 オーストラリア 中国

2008–17 2008–17 2008–17 2008–17 2008–17 2008–17 2008–16 2008–17 2008–17

損害率 73.0% 67.0% 65.8% 70.5% 73.6% 69.8% 67.4% 66.2% 62.8%

事業費率 28.0% 30.8% 35.0% 29.6% 25.7% 31.8% 34.4% 30.0% 37.0%

保険引受成績 –1.8% 2.3% –1.0% –0.2% 0.1% –1.7% –1.8% 3.8% 0.3%

運用利回り+ 3.7% 3.5% 3.2% 3.4% 3.1% 3.7% 2.8% 5.8% 4.6%

資産レバレッジ 285% 250% 275% 276% 319% 249% 262% 222% 145%

正味資産運用収益 10.5% 8.6% 8.6% 10.7% 9.1% 8.8% 7.2% 13.2% 6.8%

その他費用（収入） 0.3% 0.2% 0.0% 0.4% 0.7% –0.7% 0.5% 0.0% –0.3%
利益率（税引き前） 8.9% 11.1% 7.6% 10.1% 8.5% 7.8% 4.9% 16.9% 6.8%

税率+ 20.9% 21.7% 18.3% 24.7% 28.3% 22.5% 35.6% 26.3% 22.4%

利益率（税引き後） 7.4% 8.7% 6.2% 7.6% 6.1% 6.1% 3.1% 12.5% 5.3%

ソルベンシー比率* 117% 104% 100% 113% 103% 83% 111% 95% 44%

ROE+ 6.2% 8.5% 6.4% 6.8% 5.7% 7.4% 2.6% 13.2% 12.9%

一方で平均ROEは3％から13%の幅

オーストラリアの損害保険セクターの ROE
は 13% と、 先進市場の中では際立って
いた

中国における業界収益性もまた他の調査
対象市場の大部分より高い

収益性の決定要因の分析

8　大手保険会社51社のサンプルに基づいている。 データは A.M.Best 社および各社年次報告書から入手。
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収益性の長期的トレンド 

本章では、 損害保険会社の収益性にかかわる 3 つの主要な戦略的構成要素 （保険引受
成績、 資産運用、 資本管理） に内在する歴史的なトレンドならびに保険引受と経済環境と
の間の長期的な関係について研究する。 他のセクターに対する長期的業績比較についても
再調査する。

損害保険の収益性における主要な構成要素

(1) 健全な保険引受： 収益性全体の要件
健全な保険引受は、 損害保険収益性全体にとっての要件であり、 とりわけ現在の低利回り
環境においてはその重要性を増している。 保険引受成績は、 損害率と事業費率によって決
まる。 商品設計、 販売、 リスクの評価および選択から契約管理および保険事故処理に至
る保険会社のバリューチェーンのすべての機能 （資産運用と資本管理を除く） は、 これら 2
つの比率の財務会計を通じて映し出される。

損害率は激しい変動を示す
保険引受成績の変動の大部分は、 損害率の変化から生じる。 損害率と比較すると、 事業
費率はこれまでの 20年間比較的安定していた （以下を参照）。 次章でさらに検討するよう
に、 損害率は激しい変動を示しており、 これは経済要因、 大災害損害、 クレーム・ トレンド、
そしてある程度は種目特有のサイクルに起因している。 	

損害率と事業費率は、様々なビジネス・モデルや事業構成、それに効率性の程度を反映して、
いつの時点においても保険会社や種目によって大きな幅がある。 マーケティングや顧客の細
分化、 リスク選択、 料率設定、 クレーム管理などに関する様々な選択が損害率につながる
要因である。 損害率は当然損害の不規則変動によっても影響を受ける。 経営効率の差は、
事業費率に一段とはっきり現れる。 損害率と事業費率はともに強力に自己相関しており、（損
害がもたらす） 不規則変動ではない会社固有の要因を示している。

事業費率は比較的安定
過去20年にわたって事業費率は多くの市場で比較的安定していたが、 最近の10年では
同様の傾向を辿ることはなかった （図 4 を参照）。 事業構成や販売チャネルのような国固
有の要因によって、 事業費率は国ごとに大幅に異なり、 その幅は概して保険料の 25%から
35% にわたっている。 経時的な変化は比較的わずかであり、 大規模な成熟市場における
標準偏差は1～2 パーセントポイントである。 大部分の市場で大手保険会社は経営を効
率化し、 事業効率を高めるために合併・買収を活用している。 加えて、 販売チャネルのコ
スト効率を一段と高めようとする動きもある。 個人向け種目 （自動車、 住宅、 旅行保険商
品など） がコールセンターや支店による販売ネットワークから次第に進歩して、 オンライン、
携帯あるいはデジタル・プラットフォームなどに移行したことがコスト削減に一段と大きく貢献
している。

3つの主要な戦略的構成要素

健全な保険引受は、 特に現在の低利回り
環境においては収益性全体の要件である

損害率の変動は経済要因、大災害損害、
保険金のトレンド、 種目特有のサイクルに
起因する

損害率と事業費率は保険会社や種目に
よって大きな幅がある

事業費率は多くの市場で比較的安定して
きたが…	
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同時に、 保険料ボリュームが事業費以上に変動するため、 事業費率は料率設定サイクルの
影響を受けやすい。その結果、観察データにおいては、いくらかのボラティリティが生じている。
イタリアで見られる事業費率の上昇は、 基本的にはクレーム支払頻度と金額を低減するた
めの立法改革の後、 損害保険市場のおよそ 50% を占める自動車賠償責任保険における
料率と保険料ボリュームが落ち込んだことによるものである。 通常であれば、 他の市場と同
様に、 事業費率は安定的に推移したであろう （「ドイツおよびイタリアの自動車賠償責任保険

事業における長期的な単位コストの推移」 の項を参照）。 対照的に、 中国の保険引受費用

の増加は保険料の堅調な伸びに起因する （最近の10年間で元受保険料の平均伸び率
は18%）。 これは近年の自動車分野におけるさらなる自由化に加え、 一段と激しい競争環
境に立ち向かう大手保険会社が採用した手数料や、 市況によってもたらされたものである。

一部の市場では技術活用の活発化による効率性向上が目に見えるまでに至っていないが、
これは他の事業種目による相殺効果に起因している。 例えば米国の個人向け種目では、
販売、 保険引受、 契約管理およびクレームなどにおける効率性向上が見られ、 事業費や
手数料の削減につながっている。 しかし米国の企業保険種目の事業費率は上昇し続けて
いる。 企業リスクの複雑さが増し、 データや分析への投資拡大が必要になっているが、 こう
した支出は経営やクレーム管理における効率性向上の効果を上回るものとなることもある。
また技術の恩恵は、 競争過程の一部として、 少なくとも部分的に顧客に還元されている可
能性もある。

図4  
国別事業費率、1998～2017年

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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…事業費率の上昇傾向が見られたイタリ
アと中国を除く他の国

平均的な市場統計においては技術進化
による効率性向上はまだ明確でない

収益性の長期的トレンド 
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ドイツおよびイタリアの自動車賠償責任保険事業における長期的な単位コストの
推移
長期にわたり、 保険業界は極めて高コストを負担してきた、 つまり一貫して高い原価率を賦
課されてきたという認識がある。しかし、ドイツの自動車倍責任保険の事例で明らかなように、
それは事の全体像を捉えていない。 図 5 は、 リスク 1単位当たりのインフレ調整後の自動
車保険料、 保険金およびコストを示している。 過去 40年間にわたって、 ドイツではこの全
3種類の指数が大幅に低下した。 保険料とクレームはそれぞれ年1.4％および1.5%低下し
たが、 コスト （赤色の線） はそれより少ない1.1％の低下であったようだ。 しかし1契約当た
りの生産性向上の平均値を算出するには、 消費者物価指数よりむしろ賃金指数を収縮して
コストを算出するほうが良い。 その理由は保険会社のコストは大部分が人件費によるものだ
からである。賃金を収縮した測定基準によれば、この40年間でコストは毎年2%低下した。 	

生産性の向上 （1契約当たりのコストの低減） は1990 年代初頭に至るまでの時期が最も
顕著であった。 その後2001年まで、 ソフトマーケットの時期が続いた。 2001年には EU 保
険市場における規制緩和後に料率が低下し、その時期の保険会社は株式市場から1回限
りの利益を得たものの、 1契約当たりのコストはわずかながら上昇した。 しかし、 これに続く
時期は、 1契約当たりのコストは年1.5% の割合で再び低下した。

出典：スイス・ リー ・インスティテュート

イタリアの自動車賠償責任保険においてもまた単位コストの長期的な低下傾向が見られ（図
６を参照）、 これは図4 に示されている損害保険の事業費率の上昇が、 保険料率の大幅低
下を反映したものであることを示唆している。 過去数年間イタリアの損害保険部門は、 欧州
における他の成熟市場に比べると独自の発展を遂げてきた。 その主たる（構造的）理由は、
損害保険料収入の 50%以上を占める自動車保険事業が2012年以降劇的に減少してき
たことにある。 5年間にわたって、 自動車第三者賠償責任における保険カバーの平均価格
（すなわち、 1契約当たりの実質保険料） はおよそ 25%低下した。 図 6 で示すように、 保
険料はクレーム・ トレンドに１年遅れる傾向にあるが、 クレームはすでに 2011年に低下しはじ
めている。

ドイツの自動車賠償責任分野では、 1契
約当たりのコストは過去40年間で大幅に
低下	

生産性の向上は1990年代初頭までが最
も高い伸びを示した	

図5  
ドイツにおける自動車賠償責任保険、	 
インフレ調整後の保険料、	クレーム 
および1契約当たりのコスト、	1976～2016年
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イタリアの自動車賠償責任保険において
もまた単位コストは長期的に低下傾向に
あった…	
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この減少は、 一部には自動車の利用と保険事故頻度を抑制することになったユーロ危機後
の南欧における深刻な景気後退の結果である 9。 しかし、 さらに重要なことは、 クレームの
頻度と金額を低減させるイタリアの立法改革であり、 これがクレーム・コストの一定の削減を
もたらした。 特に、 むち打ち症にかかわる軽微な傷害の補償基準の厳格化やデータ記録
機器 （ブラックボックス） の幅広い導入が、 クレーム・コストの削減に役立った。 被保険者
に対して 「ときには非常に大幅な」 10 保険料割引を行うかわりに、 テレマティクス機器が詐
欺リスクを減少させ、 より優れた損害査定を可能にした。 現在では自動車保険証券の 20%
以上がこの基準で販売されている。

(2) 資産運用： 収益性全体への貢献度は低下
会計的な観点からは、 損害保険会社の資産運用による収益性への寄与は正味資産運用
収益 （正味資産運用収入および実現キャピタルゲインを正味既経過保険料 （NPE） で除
したもの） で表される。 保険料ボリュームに対する運用リターンは、 今世紀に入る前の15%
から世界金融危機後の10%以下へと、 過去20年間ほとんどの成熟市場で低下した （図
7を参照）。 例外は日本であり、 20 年以上にわたる低金利環境で資産運用成績はさらに
長期にわたって低迷した。

図6  
イタリアにおける自動車賠償責任保険、	 
インフレ調整後の保険料、クレームおよび 
1契約当たりのコスト、1998～2016年

	 出典：イタリア保険機構（ANIA）
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…立法改革によるものであり、それはクレ
ームの頻度と金額の減少をもたらした

会計的な観点からは、 資産運用の収益
性への寄与は正味資産運用収益で表さ
れる

収益性の長期的トレンド 

9　 イタリアの保険 2016/2017 年：イタリアおよび欧州における自動車保険価格の展開 : 保険サイクル、 ANIA、 146
					～151頁
10　前掲書、 150頁
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正味資産運用収益は、 資産レバレッジ （運用資産総額を NPE で除したもの） と総資産
運用利回り （正味資産運用収入および実現キャピタルゲインを運用資産で除したもの） の
両方で決定される。 過去20年間にわたり、 これら 2 つの要素はほぼ逆方向に動いた。 長
期トレンドが継続する中で、 資産レバレッジは今世紀最初の10年間は上昇し、 その後主要
市場の大部分で横ばいとなった。 しかし、 資産運用利回りの下落が資産レバレッジのトレン
ドを上回り、 正味資産運用収益が減少する結果となった。

成熟した市場では、 資産運用利回りは 20年前の 5～10%から現在では 3～4% に低下
している （図 8 を参照）。 こうした低下傾向の主たる理由は金利の長期的な低下によるも
のであった。 最初の段階では、 これはディスインフレによってもたらされた。 金融危機後は、
この影響は、 市場環境を安定させるために中央銀行が異例の金融政策に乗り出し、 極端
な低金利環境を強いたことによって倍加した。 もう一つの要因は、 2000 ～2002年にかけ
て株式市場のバブルがはじけ、 保険業界の資産運用方針が変わったことであった。 その結
果、 そして規制当局および格付機関が株式投資に対してより高いリスク賦課を要求したこと
から、 保険業界の運用配分は利回りが株式よりも相対的に低い確定利付債券へと移行し
た。 新興中国では、 過去10年の平均資産運用利回りは 4.6% であった。

資産運用利回りの低下傾向は成熟市場の各所において同様であった。 繰り返しになるが、
主要な例外は日本で、 国内保険会社が得ていた資産運用利回りがこれまでの 20年間に
わたって 3%程度であったように、 長期債券の利回りは 20年間にわたって低迷した。 国内
の運用環境は、 日本銀行が2016 年 2月にマイナス金利政策を採用してから日本の保険
会社にとって一段と厳しくなった。

図7 
国別の正味既経過保険料に対する正味	 
資産運用収益の割合、1998～2017年

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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正味資産運用収益の低下をもたらした
運用利回りの低下

資産運用利回りの低下は金利の長期的
な低下を大きく反映している

日本の資産運用利回りは他の成熟市場
より早い段階で低下
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良好な運用利回りという点でのその他のアウトライヤー （外れ値） はオーストラリアと中国で
ある。オーストラリアは、2008年以降の景気後退を避けられた数少ない国の1つであるため、
比較的高い金利と運用利回りが続いていた。 しかし2011年以降は、 失業者数が次第に
増加し、 インフレ率も低下、 そしてオーストラリア準備銀行が政策金利を漸進的に引き下げ
たことで保険会社の運用利回りは徐々に低下した。 中国では、 2014 年以来、 運用チャネ
ルが拡大し、保険会社の資産配分に柔軟性が増したことから、運用利回りが上昇している。
中国の保険会社は、 とりわけ 2015 年 7月に株式市場への投資ルールがさらに緩和された
ため、 一段と積極的な運用戦略を採用してきた。 しかし2017年1月に中国の監督規制当
局は、 保険会社の資産運用に上限を設けることにより要件を強化した。 現在保険会社は、
その資産総計の 30%以内しか株式に投資できない。

図8  
国別の正味資産運用利回り、	 
1998～2017年

	 注：カナダの正味運用利回りには、区分報告されていない未実現キャピタルゲインが含まれている。他	

	 のすべての市場では、資産運用利回りは正味資産運用収入および実現キャピタルゲインを含み、未実	

	 現キャピタルゲインは除外している。

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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良好な資産運用利回りという点ではオー
ストラリアと中国はアウトライヤー	

収益性の長期的トレンド 
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資産レバレッジ （保険引受活動との対比でみた資産運用活動のボリューム） は資産運用収
入を生み出す第2の主要構成要素である。 一段と長期的なトレンドが続くなか、 資産レバ
レッジは 2000 年から 2010 年にかけてすべての主要市場で増加し、その後、 ごく最近の数
年間で安定した （図 9 を参照）。 2017年の米国とカナダでは、 資産レバレッジは前10年
間の平均を約10パーセントポイント下回った。 オーストラリアの下落はさらに激しい。 欧州に
おけるごく最近の資産レバレッジ測定値は、 先の10年平均と同じか幾分上回った。

 

Source:	Swiss	Re	Institute

資産レバレッジは、 大半の損害保険会社にとって資金の重要な 2 つの源泉である準備金
とソルベンシー比率のトレンドによってもたらされる。 保険引受活動から生じる技術的準備金
は運用資産の資金源として最も重要なものである。 保険料は損害金が支払われる前に受
領され、 その間に資金は保険会社の運用リターンを生み出す。 この期間は保険種目のタイ
プによって異なるが、 賠償責任保険のようなロングテール種目については相当の年数にわた
る可能性がある。 これは会計上、 技術的準備金 （支払準備金、 損害査定費準備金、 未
経過保険料準備金） の額として反映される。

資産レバレッジは今世紀最初の10 年間
は上昇したが、 それ以降多くの主要市場
で安定

図9  
国別資産レバレッジ、1998～2017年	 

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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保険引受活動から生じる技術的準備金
は運用資産の最も重要な源泉
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技術的準備金を通した資金積立の推移は、 支払準備金率 （支払準備金の正味既経過
保険料に対する割合） を調べることによって把握できる。 多くの主要市場において、 支払
準備金率は過去10年間にわたり保険金およびインフレの穏やかなトレンドによって平坦化
してきた (図10 を参照 )。 2017年のこの率は、 米国、 英国、 日本およびオーストラリアで
は過去10年の平均を下回っていたのに対して、 フランス、 イタリア、 ドイツおよびカナダでは
多少上回った。 以前の数十年間の支払準備金率は、 賠償責任保険種目の重要性が増し、
医療のような補償サービスのコストが上昇し、 訴訟コストが増加するとともに上昇した。

リスク資本として維持される保険会社の株主資本は、 金融資産で運用する 2番目に重要
な資金源である。 保険会社のソルベンシー比率の推移については次のサブセクションで検
討する。

（3） 資本管理：安全性と収益性とのトレード ・オフ
株主資本を正味保険料で除して算出されるソルベンシー比率、 あるいは資本レバレッジは、
損害保険会社の収益性にかかわる第3 の戦略的構成要素である 11。 これは、 保険会社
や市場のどれだけの資本が一定量の保険契約の裏付けとなっているかを示している。 この
比率は概ね、 事業固有のリスク・プロフィールや経営者、 投資家、 監督規制当局および格
付機関が求める安全性レベルを示している。 安全性と収益性の間にはトレード ・オフの関
係が存在する。 すなわち、 種目別保険料に関わるリスク・エクスポージャーを担保するのに
使われる株主資本の水準が高くなればなるほど、 同じ ROE を達成するのに必要な税引き
後利益率の水準は高くなる。

支払準備金率は過去10年間にわたり多
くの主要市場で保険金およびインフレの
穏やかなトレンドによって平坦化してきた

図10  
国別正味支払準備金率、	 
1998～2017年

	 	注：この数字は中国を除いている。中国では過去10年間の正味支払準備金は平均で約30%であった。

	 	出典：スイス・リー・インスティテュート
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金融資産で運用する 2番目に重要な資
金源である株主資本

保険会社のソルベンシー比率はどれだ
けの資本が保険契約一定量の裏付けと
なっているかを示している

収益性の長期的トレンド 

11　収益性分析の目的で、 ソルベンシー比率を資本レバレッジの簡単な指標として定義する。 ユーロ経済圏における
				ソルベンシーⅡや中国におけるソルベンシー （健全性） 規制 （C-ROSS）、 あるいはオーストラリアの規定資本要件
			（PCR） のような最近実施されたリスク基準によるソルベンシー制度の下では、 ソルベンシー比率は全体的なリスク
			評価に基づく必要資本と利用可能な資本資源の間の関係として算出される。 保険業界の資本基盤は一般的にソ
			ルベンシー規制要件を超えているため、 このように新たに課された要件は損害保険会社の資本レバレッジに大き
			な影響を与えることはなかった。
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企業間や市場間におけるソルベンシー比率の比較には困難が伴う。 ある保険会社で高いと
みなされるソルベンシー比率が他の保険会社では適切とされる場合がある。 重要な要素は
事業のボラティリティである。 自然災害へのエクスポージャーの増加や大きな保険引受サイ
クルを伴う激しい競争、 あるいは法的 （賠償責任制度） 環境に対する破壊的な変化の可
能性などは、 より高い資本バッファーを必要とする要因である。 ソルベンシー比率の相異に
関する構造的な理由として他に挙げられるのは、 保険会社の所有構造である。 株式会社
のソルベンシー比率は、 相互会社または政府機関の保険会社より低い傾向にある。 ドイツ
では、 株式会社の10年平均ソルベンシーは約 90%であるが、 相互会社および政府機関
の保険会社の平均はおよそ150% である。 株式会社は株主に配当を支払う。 他の 2形態
の保険会社は利益のより大きな割合を留保し、 その結果、 時とともにより高いソルベンシー
比率につながる。

長年にわたってソルベンシー比率は大部分の先進市場で大幅に上昇してきた。 例えば、
1975 年当時の米国およびカナダの損害保険ソルベンシー比率はおよそ40% であった。 さ
らに近年になると上昇率が横ばいになってきたとはいえ、 2017年のソルベンシー比率はそ
れぞれ117%12 と104% に上昇した。 とはいえ、 こうした直近のソルベンシー比率は過去10
年平均を多少上回る程度である。主要市場における2008年以降の損害保険ソルベンシー
比率は、 ほとんどの市場で並列に推移してきた （図11を参照） が、 オーストラリアは大き
くそこから外れており、 ソルベンシー水準は 2017年までに 80%へと低下した。 この理由の
一部は、 特にここ数年間における大手保険会社間の市場統合と、 資本の代替としての再
保険の戦略的利用が拡大したことにある。 先進市場においてそこに当てはまらないもう1つ
の市場はイタリアである。 すなわち、大手保険会社間の事業再編と内部留保の増加により、
近年はソルベンシー比率が上昇したが、 同時に保険料収入は減少したのである。 最後に
中国であるが、 この10 年間の平均ソルベンシー比率は 40% であり、 先進市場よりはるか
に低い。 これは一部に、 業界の商品ポートフォリオ・ リスクが低く、 主たる重点が自動車保
険にあることを反映している。 またこれは、中国におけるソルベンシー比率の大きな上昇は、
とりわけ長年にわたってマイナスの利益剰余金を報告してきた小規模会社に関して言えば、
投資家による資本注入の結果であることを物語っている。 ソルベンシー比率の上昇が内部
留保の増加によって支えられるようになったのはここ数年のことである。 	

市場および法的地位によって異なるソル
ベンシー比率

さらに近年になると、 多くの国でソルベン
シー比率は横ばいとなり、 長期的な上昇
トレンドは終わりつつある

図11  
国別ソルベンシー比率、	 
1998～2017年

	 出典：スイス・リー・インスティテュート

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

米国

英国

日本

イタリア

ドイツ

フランス

中国

カナダ

オーストラリア

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
9

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3

2
0
0
2

2
0
0
1

2
0
0
0

1
9
9
9

1
9
9
8

12　ナショナル・インデムニティ・カンパニーを除く。
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戦略的な資本管理 （適切な時期に資本を調達し、 配当の形で株主に資金を還元） は、
保険会社のソルベンシー比率、 そして ROE に影響を与える。 保険会社は利益剰余金、 払
込資本金および実現キャピタルゲインにより資金を作り出し、 配当を通して株主に資金を分
配する。 米国の法定会計報告データに見られるように 13、 株式会社形態の損害保険会社
は過去10年間に株主に返還する資金の割合をトータルで増加させてきた。 1993～2005
年の平均配当が平均株主資本の6.5%であったのに比べて、2006～2017年は8.4%であっ
た。 とりわけ最近の 5年間では、 米国における株式会社形態の損害保険会社は平均して
正味利益金の 80% を株主に還元し、 更なる成長のための資金としてはわずかに 20% を
留保するのみであった。 同時に、 最近5年間の伝統的セクターへの新規資本流入額は、
かつては株主資本の平均4.9% であったものがわずか 0.4% に鈍化した （図12を参照）。

戦略的な資本管理もまた保険会社のソ
ルベンシー比率と ROE に影響がある

図12  
米国の株式損害保険会社の平均	 
剰余金に対する株主資本の変動を	 
けん引する要因、1993～2017年

	 出典：A.M.Best
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保険引受の収益性と経済環境：長期的な関係

保険会社の収益性を会計的な観点からみると、 いくつかの構成要素に分かれる。 しかし現
実の世界では、 ROE を生み出すあらゆる側面は、 市場原理とマクロ経済環境を通して相
互に関係し合っている。 経済的な見方をすれば、 保険引受成績と資産運用成績が一体と
なって保険会社の全体的な収益性を生み出している （図13 を参照）。 例えば、 過去に増
加した運用成績は保険引受損失の拡大で部分的に相殺された。 収益性の様々な決定要
因の相互作用の詳細については、 「米国損害保険会社の収益性の決定要因」 の項を参照。

米国損害保険会社の収益性の決定要因
損害保険会社の ROE決定に当たり、 同時に働く多くの収益性決定要因の影響のもつれを
解くため、約 600 の米国損害保険会社の2007年から 2017年にかけての法定報告書デー
タを、 多変量パネルデータ回帰分析モデルを用いて分析した 14。 料率サイクルと自然災害
による損害ショックが引受収益性の重要な決定要因であるため、 この分析では両者につい
て調整を行った。 特に、 料率サイクルを調整するために企業保険の平均料率指数を 15、 ま
た自然災害損害を調整するために正味既経過保険料に対する割合である自然災害損害
指数 16 を用いた。 また保険会社の ROE は、 株価の動き （S&P500 指数のパフォーマンス
で調整） に大きく影響されている。 さらに、 資本レバレッジや資産レバレッジおよび株式運
用の割合についても調整を行った。

いくつかの決定要因間におけるバランスの
変化が損害保険会社の総合的な収益性
を生み出す

図13  
米国損害保険会社の運用成績と引受	 
成績、そしてROE、1978～2016年

	 注：RCG＝実現キャピタルゲイン/ロス

	 出典：A.M.Best、スイス・リー・インスティテュート
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多変量パネルデータ回帰を用いて米国
損害保険会社の収益性を決定するすべ
ての要因を同時に分析

14　データソースは A.M.Best である。 分析する測定基準については、最初の1,464 社の独立保険会社またはグルー
　　　プから、 小規模あるいは外れ値を示す保険会社を取り除いた。 このため、 使用するモデルに応じて社数は 600
　　　社ないし 650 社に減少した。
15　保険代理店・ブローカー協議会ならびにスイス・ リー ・インスティテュートのデータに基づく。
16　A.M.Best およびスイス・ リー ・インスティテュートのデータに基づく。
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商品を直接販売する通販型保険会社の方が独立代理店やブローカーを利用する保険会
社より事業費率が低い。個人種目を扱う米国の保険会社では通販型チャネルの使用が増
加しており、 その保険料ボリュームは1995 年の7%から 2015 年には16%へと増加してい
る 17。 営業種目や会社規模の相異を調整した後でも、 直接販売会社の方が保険引受利
益率や ROE において統計的に有意なプラスの影響が表れている。

またこの分析によると、 特定種目への専門化と地理的フォーカスが、 事業費率の低下と引
受利益の拡大に結びつくことが明らかになっている。 販売チャネル、 事業種目、 そして保険
会社の規模を調整する変数が存在するなかで、 商品の多様性では全体的な業績を説明
することはできない。 全米規模で幅広い保険を提供するより、 一定の州に焦点を絞った保
険会社の ROEの方がわずかに上回っている。

新契約取得費用や保険引受経費については規模の経済が存在する。 特に、 規模の大き
い保険会社の方が事業費率は低い傾向にある。 新契約や販売チャネルの相異を調整した
後の引受利益率については、 スケール効果が顕著であった。 そのうえ、 資本管理について
も規模の経済が存在する。 より大きな保険会社は、 保険料ボリュームに対して相対的に少
ない資本で済む。 したがって規模の大きい会社の方が全体的に収益性は高い。

株式会社形態の保険会社は歴史的に見て、 会計上の ROE では相互保険会社を上回って
きた。 しかし概して相互保険会社の資本コストは低く、 資本レバレッジも少なく、 そして個人
種目の引受が多い。 このため、 直接的な比較は困難である。 相互保険会社は保険契約
者が所有しており、 割安な保険料や契約者配当金、 あるいはより高い保険金の支払という
形でリターンを得る。 株式会社形態の保険会社が平均して引き受ける様々なビジネスを説
明する諸変数を調整した後でも、 米国の株式会社形態の保険会社の ROE は相互保険会
社よりわずか1～2 パーセントポイント高かったに過ぎない。

市場原理による損害保険会社の利益決定要因間の重要な相互作用は、 金利と保険引受
成績との間の関係である （図14 を参照）。 この分析結果は保険価格決定理論を通して十
分に確立されている。 すなわち、 保険料率設定時にキャッシュフローを割引くことにより、 金
利は直接引受成績に結びつく。 保険料の流入とクレーム・コストの流出は異なる時点で発
生するため、 金利と保険料は逆相関の関係にある。 保険会社が定期的に料率を更新し、
料率決定に際して金利の最新予測値を織り込んだ場合、 高金利が割引に与える影響が大
きくなり、 その結果料率は低下する 18。

通販型保険会社の方が事業費率は低く、
ROE が高い

保険引受収益性には専門化の利点が存
在する

保険引受や資本管理には規模の経済が
働く

純粋な利益最大化とは異なる目的を持
つ相互会社	

保険の原価計算ツールが金利と損害保
険会社の引受成績の間の直接的なつな
がりを形成

収益性の長期的トレンド 

17　2016 年の代理店調査による 10 の重要所見、 サウスカロライナ州独立保険代理店＆ブローカ―協会、 2017年
18　J.D.Haley 著、保険引受利益率、金利、安定性、定常性、共和分および時間的傾向に関する再考察、ジャーナル・
　　　オブ・インシュアランス・イシュー、 2007年、 62～75頁
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そのうえ、 金利が上昇すると資産運用リターンが押し上げられる。 運用成績が好調になる
と、 保険会社は新契約の思い切った価格設定を行う。 資産運用収入が保険引受損失を
相殺して余りあるため、 全体的な収益性を悪化させることはないからである。 これは一般的
に 「キャッシュフロー・アンダーライティング」 といわれている。 このようにして市場原理は保
険会社に対して価格競争を誘導し、 運用収入が増加するにもかかわらず保険引受成績は
悪化する 19。 これとは逆に、 金利が下がり運用利回りが悪化するする時期には、 保険引受
成績は改善する傾向となり、 価格設定低下効果は減少する。

1977年から 2017年にかけてのコンバインド ・レシオ 21 や消費者物価上昇率および金利に
ついてのデータを用いた主要市場 20 の実証的分析が、 これらの関係を裏付けている。 私
たちは自己回帰母数 （固定） 効果モデルを用いて、 （市場モメンタムによって説明される）
内因性価格サイクルの影響と、 一般的なクレーム・インフレをもたらす一方で割引率と資産
運用収入ももたらす外因性マクロ経済変数の影響をチェックした。 前回の調査 22 と同様に、
実質金利と消費者物価インフレがコンバインド ・ レシオと引受利益率のそれぞれを説明す
るのに重要な変数であることが分かった。 特に、 コンバインド ・レシオと名目金利の間には、
強い長期的関係が存在する。

しかし金利の変化やコンバインド ・ レシオへの影響を見ると、 こうした相互作用の関連度は
極めて小さい。 これは、 極めて長期的な関係とは対照的に、 保険引受指標における短期
的な変化の説明において、 金利は大した役割を果たしていないことを意味する。

図14 
米国株式保険会社のコンバインド・レシオ(%)	 
および10年物米国債利回り(%)、 
1918～2017年

	 出典：A.M.Best、データストリーム、スイス・リー・インスティテュート
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そのうえ、 金利が上昇すると資産運用リ
ターンを押し上げ、 キャッシュフロー・アン
ダーライティングを促進する

コンバインド・レシオと金利の間の長期的
な関係を実証的分析が証明

しかし、金利の変化は短期的には有意な
サイクル要素ではない

19　引受収益性と金利の間の負の相関は金利とコンバインド ・レシオの間の正の相関を意味する （これは、 保険引
　　　受成績との裏返しでもある）。
20　中国を除く。 　　　
21　コンバインド ・レシオについて、 オーストラリアは 2003～2017年、 イタリアは1998～2017年、 そして日本は
　　　1977年～2016 年のものである。
22　H.Boubaker、 N.Sghaier	著、 「金利とインフレ率は損害保険料にどのように影響するか？」、 フランス・アクチュアリー
　　　会報、 2012 年第12号
　　　http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/IA/sitebfa.nsf/0/5DE60207B68B854DC1257AA3006D3B
				OF/FILE/24_Article4.pdf?OpeElement.　また、シグマ 2010年第4号「インフレが保険会社に与える影響」スイス・
　　　リーも参照のこと。
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他のセクターと比較した長期的な業績

長期的に見れば、 株式会社形態の損害保険会社は他のセクターの企業に匹敵する水準
の収益性を生んできた。 損害保険セクターの長期的な ROE を他の業界と比較する場合、
ベンチマーク指数と期間の選択が問題となる。 最も広範囲に比較した場合、 米国の全損
害保険株式会社を1つのグループとすると 23、 過去10 年間の平均 ROE は S&P1500 を
下回っている （表3 を参照）。 もっと狭い範囲で見ると、 損害保険会社大型株は10 年、
20 年とも S&P500 大型株指数を下回ったようである。 その一方、 損害保険会社中型株は
過去20年では S&P400 中型株指数を上回ったが、 過去10年では下回った。 小型株の
損害保険会社の ROE は10 年、 20 年ともに S&P600小型株指数を上回った。

対照的に、 すべての規模の損害保険会社の過去10年、 20 年の平均 ROE は、 過去10
年の生命・医療保険会社の中型株インデックスと過去20年の銀行大型株を除いてともに
生命・医療保険会社および銀行を上回った。 過去20 年の長い期間には、 1990 年代後
半の、 過去年度の支払準備金の増加 （アドバース・ディベロップメント） を含む長期ソフトマー
ケットによる損失、 あるいは世界貿易センターへのテロ攻撃やハリケーン・カトリーナによる想
定外の大規模損害などが含まれる。 最近の10年間には、 世界金融危機の後遺症やその
結果としての低金利環境、 あるいは利回りを求める代替資本の注入などがあった。

損害保険業界と各S&P 指数の ROE を直接比較するには、 いくつか注意すべき点がある。
とりわけ、 （1） 金融機関以外の資本集約型産業はアセット ・ファイナンスに債務レバレッジを
使うことや、（2）大半のサービス企業の貸借対照表および自己資本には、顧客関係やデータ、
商標などの重要な無形資産が含まれておらず、 ROE を大きく見せている点である。 対照的
に、 損害保険会社は予期せざるクレーム・コストのバッファーとして資本を保有し、 運営はほ
とんど前払いの保険料キャッシュフローによる自己資金で賄われている。

長期的に見れば株式会社形態の損害保
険会社は他のセクターの企業に匹敵する
水準の収益性を生んできた

大半の米国損害保険会社の過去10年、
20 年の ROE は、 ともに生命・医療保険
会社および銀行を上回った

表3  
米国株式会社の平均ROE、	 
1998～2017年

	 注：ブルームバーグによる業界ごとのデータ（生命・医療保険、損害保険、銀行）はそれぞれのS&P指数	

	 を構成する銘柄のものである。ブルームバーグ損害保険会社指数にはバークシャー、AIG、ハートフォード	

	 は含まれていない。これらの企業は、総合金融機関（バークシャー）およびマルチライン保険会社（AIG、	

	 ハートフォード）として分類されている。

	 出典：A.M.Best、ブルームバーグ、スイス・リー・インスティテュート

平均ROE 10年間 20年間

米国損害保険株式会社 7.9% 9.0%

S&P1500指数 11.9% not	available

大型株損害保険会社 8.6% 10.1%

大型株生命・医療保険会社 7.8% 9.0%

大型株銀行 5.9% 11.0%

S&P500大型株指数 12.6% 13.3%

中型株損害保険会社 6.8% 10.5%

中型株生命・医療保険会社 7.3% 9.1%

中型株銀行 5.2% 9.4%

S&P400中型株指数 8.0% 9.3%

小型株損害保険会社 7.9% 8.8%

小型株生命・医療保険会社 6.3% 7.7%

小型株銀行 4.2% 8.5%

S&P600小型株指数 4.9% 6.6%

損害保険会社指数と各S&P指数のROE
を直接比較するに当たっては注意すべき
点がある

収益性の長期的トレンド 

23　法定 ROE のデータは A.M.Best からのもの。 これに対して、 ブルームバーグの ROEデータはその他すべてのカ　
　テゴリー/指数のもの。
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企業の生産的資産の尺度としての自己資本における関連性の相違は、 株価純資産倍率に
反映される。 S&P500 種指数における素材、 ヘルスケア、 資本財・サービス、 情報技術、
生活必需品などのセクターの過去5年間の株価純資産倍率は 3～5倍であった 24。 これ
に対し、 米国損害保険会社の平均株価純資産倍率は1.4倍であった。

収益性に関するセクター間の比較と同様、 損害保険会社と S&P500 種構成銘柄の株式
市場における業績は1998 年から 2017年にかけて概ね同水準であった。 表 4 は S&P 損
害保険総収益率指数の平均業績を生命保険指数、 銀行指数および S&Pベンチマークと
比較したものである。

投資家の第2の関心事は、 保険セクターがポートフォリオの分散にどのように、 そしてどの程
度役立つかである。 図15 に見られるように、 損害保険株指数は、 S&P500 種の他の産業
セグメントのいくつか、 特に技術・電気通信との相関関係が比較的低い。 このことから、 保
険会社株への投資はポートフォリオの魅力的な分散化要素とみなされている。

企業の生産的資産の尺度としての自己資
本との関連性の違いは株価純資産倍率
に反映される

収益性のトレンドと同様、 損害保険業界
の株式市場における業績は長期的に市
場ベンチマークに匹敵するものである

表4 
S&P1500を構成する米国企業の	 
株式市場における平均業績	 
（1998～2017年）

	 注：ブルームバーグのセクター別データ（生命保険、損害保険、銀行）はS&P500種指数を構成する企	

	 業を対象とするものであり、各セクターのすべての上場企業を対象とするものではない（すなわち、中型	

	 株および小型株の業績は捕捉されていない）。

	 出典：ブルームバーグ

平均総収益率 10年間 20年間

大型株損害保険会社 9.9% 8.9%

大型株生命・医療保険会社 9.5% 9.3%

大型株銀行 6.2% 6.9%

S&P500大型株指数 9.3% 8.9%

中型株損害保険会社 11.7% 13.9%

中型株生命・医療保険会社 19.3% 17.4%

中型株銀行 4.2% 8.0%

S&P400中型株指数 11.0% 12.4%

小型株損害保険会社 8.6% 11.2%

小型株生命・医療保険会社 5.0% 9.3%

小型株銀行 5.9% 9.1%

S&P600小型株指数 11.0% 11.5%

保険会社株は分散化効果を付加 

図15  
S&P500種損害保険株指数と	 
他のS&Pサブセグメントの	 
プライス･リターンとの相関	 
（1998年1月～2018年5月）

	 出典：ブルームバーグ、スイス・リー・インスティテュートが算出
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24		ブルームバーグのデータ
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図16 は米国損害保険会社のサブ指数の動きをすべての大型・中型・小型株会社のベン
チマークと比較したものである。 収益率、 金利、 インフレ率といった説明変数を用いてこれ
ら 3 つのバリュエーション尺度を統計モデルで分析したところ、 いくつかの注目すべき観察結
果が得られた。

�	 長期にわたり （例えば、 2001～2008 年、 2010 ～2015 年）、 小型株を除いて業績に
大幅な差異はなかった。 小型保険会社株のバリュエーションは 2014 年以来、 大型保
険会社株のバリュエーションよりも大きな圧力を受けていた。 このことは、 大型保険会社
株のバリュエーションと大型株の市場指数の差異が小さかったことにも反映されている。

�	 保険会社は ITバブルの期間 （1999 ～2000 年） 業績が指標を下回り、 金融危機の
期間 （2008～2009年） は上回った。 損害保険会社は技術および情報通信セグメント
に比べ、 分散化効果の高いセクターであり、 他の多くの業種との相関も低い。

�	 金利はバリュエーション （経済価値評価） にプラス材料となる。 インフレ率や期待インフ
レ率は概ねマイナス材料となる。

�	 引受サイクルは相対的なバリュエーションにわずかに影響を及ぼすのみである。 これは、
一つには引受とクレーム・コストの全容が確定するまでの間の時間差、 大災害損害によ
る歪み、 およびクレーム・ トレンドの不確実性といったが原因であると思われる。 プライシ
ング・サイクルの変化は、 1株当たりの簿価または1株当たりの利益といった損害保険会
社に共通するバリュエーション尺度を直ちに変えるものではない。 他方、 投資家は常に
先を読んでおり、 サイクルを通じた業績に注目する可能性がある。

損害保険会社のサブ指数とベンチマーク
を詳細に見比べると、 いくつかの興味深
い観察結果が得られる

図16  
S&Pのセグメントと比較した	 
損害保険会社の価格指数	 
（1998年1月～2018年5月、	 
2004年1月を100とする）

	 出典：ブルームバーグ
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損害保険の収益性サイクル

歴史的に見て、 損害保険セクターの収益性サイクルは、 全般的に業界価格と引受利益の
増減パターンを繰り返してきた。 「ソフトマーケット」 の期間においては、 保険は簡単に手に
入れることができ、 キャパシティは豊富で価格は下落し、 最終的に利益は減少する。 「ハー
ドマーケット」 の期間においては、 保険を手に入れるのはより困難で、 価格は時に大幅に上
昇することから、 収益性の回復につながる。

これまでの幾つかの研究では、 統計的手法を用いて主要損害保険市場における引受サイ
クルの存在を明らかにしてきた 25。 6 市場のコンバインド ・レシオの最新の推移を見直した
ところ、 サイクルの谷から谷までの平均的な期間は、 およそ 6年から 9年であることが判
明した 26。 事業年度ベースのコンバインド ・レシオのサイクル性は引き続き存在するものの、
こうしたデータは、 各国中央銀行が政策の方向性をインフレとの戦いに移し、 多くの分野の
金融サービス業の規制緩和が行われた1980 年代初頭以来、 サイクルの期間が長期化し
た模様であることも示している。

国や保険種目間のコンバインド・レシオの相関

外因的な経済要因が保険引受サイクルに影響を及ぼす一方で、 世界経済の統合が一段と
進んでいるとすれば、 各国間における引受サイクルの相関関係が強まると考えても不思議
ではない。 また元受 /再保険業界のグローバリゼーションの高まりも、 市場が一つの引受
サイクルの収斂を進化させることに寄与するであろう。 しかし、 1975 年から 2015 年にかけ
ての長期にわたる一連のコンバインド・レシオは、一見して様々な異なる動きを見せている（図
17を参照）。 米国やカナダなどの一部市場は密接に相関しているように見えるが、 ドイツや
日本などの他の市場はより独立したパターンを描いている。

損害保険セクターの収益性サイクルは価
格と保険引受利益の増減パターンを繰り
返す

主要損害保険市場のコンバインド ・ レシ
オを展望すると、 引受サイクルの存在が
明らかになる

グローバリゼーションの進展に伴い、 保険
引受サイクルの相関関係は一段と強まる
と見込まれる

図17  
主要市場における事業年度ベースの	 
コンバインド・レシオ（1975～2017年）

	 	注：同期間のデータが入手できないため、オーストラリア、中国およびイタリアがこの図から除外されている。

	 	出典：スイス・リー・インスティテュート
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25	例えば、 J.D.Cummins および J.F	Outreville、 「財物・賠償責任保険の引受サイクルに関するAM インター
　　　ナショナルの分析」、 Journal of Risk and Insurance、 1987年 6月、 245～262頁、 および G	Dionne 編集の
　　　Handbook of Insurance ,	2000 に収録された S.E.Harrington および G.Niehaus の「ボラティリティと引受サイクル」
　　　を参照。 また、 2001年シグマ第 5号、 スイス・ リーも参照のこと。
26	 6 市場とは米国、 カナダ、 英国、 ドイツ、 フランスおよび日本
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資本市場が一段と一体化するにつれ、 相関関係が次第に強まったと考えられる。 このこと
はとりわけ、 1996 年から始まった保険市場の規制緩和で保険料率や書式に関する要件が
撤廃され、 国境を越えたビジネスが容易になった大陸欧州に当てはまる。 この仮説を検証
するために、 事業年度ベースのコンバインド・レシオを1996 年以前と1996 年以降のサンプ
ルに分割し、 米国、 カナダ、 英国、 ドイツ、 フランスのペアワイズ相関 （2者間データ分析）
の平均値を調べた 27。 その結果、 これら諸国のペアワイズ平均相関関係は、 1996 年以降
の期間について大幅に強く、 引受サイクルの国際的な相関関係は、 過去20 年間 （1996
～2017年） の方がそれまでの 20 年間 （1975～1995 年） よりも強かったとする仮説が
立証された。

もう一つの疑問は、 保険種目によってサイクルに相違が存在するかどうかである。 相関関係
が弱ければ弱いほど、 市場セグメント間の保険引受成績の分散化が一層進むことから、 分
散化の度合いの高い保険会社の資本コストは低下する。 この目的で米国の主要保険種目
についてオペレーティング・レシオ 28 を分析した結果、 一般的なサイクル・パターンが見られ
たものの、 大災害損害や一定程度の種目固有のプライシング・サイクルから、 極めて大きな
相違点も見られた。 平均すると、大災害損害へのエクスポージャーが共通していることから、
財物保険種目のカテゴリー間の相関が強く、 新種保険種目のカテゴリー間の相関も強い。
予想された通り、 損害保険の相関はグループとしてはそれ程強くない （図18 を参照）。

保険引受サイクルの国際間の相関関係
は、 1975～1995 年よりもこれまでの 20
年間の方が強かった

財物保険種目と新種保険種目のカテゴ
リーの経営指標は、 各種カテゴリー間の
それよりも相関関係が強い

図18  
米国の主要保険種目間のオペレーティング・レシオの相関関係（1976～2016年）

注：暗緑色＝相関関係が最も強い、暗赤色＝相関関係が最も弱い

出典：AMベスト、スイス・リー・インスティテュート

新種保険 財物保険

自動車
（個人）

自動車
（商用）

労働者災害
補償

一般賠償
責任 医療過誤

住宅所有者
総合 企業総合

火災および
火災付帯

インランド・
マリン

新
種

保
険

自動車（個人） 1.00 0.63 0.68 0.51 0.38 0.28 0.44 0.12 0.08

自動車（商用） 1.00 0.34 0.56 0.51 0.28 0.78 0.31 0.54

労働者災害補償 1.00 0.53 0.21 0.42 0.44 0.04 0.02

一般賠償責任 1.00 0.53 0.46 0.74 0.25 0.22

医療過誤 1.00 0.12 0.41 –0.04 0.11

財
物

保
険

住宅所有者総合 1.00 0.69 0.60 0.62

企業総合 1.00 0.56 0.70

火災および火災付帯 1.00 0.69

インランド・マリン 1.00

損害保険の収益性サイクル

27	 イタリア、 オーストラリアおよび日本はこの分析から除外されている。 イタリアについては長期間の過去データが不
　　　足しており、 オーストラリアと日本の相関は 2011年の大災害で歪みが生じているからである。
28 ショートテールの保険種目よりもロングテールの保険種目に影響を及ぼす貨幣の時間的価値を加味するため、 平
　　　均支払準備金比率と 3年の無リスク金利に基づいて、 各保険種目の引受成績に運用収益の一部を付加した。
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保険引受サイクルの決定要因

資本が損害保険の供給を概ね主導している。 長期的に自己資本の増加は大半が自律的
成長によるものであり、 剰余金や運用資産に対するキャピタルゲインを通じて業界内部で
得られるものである。 自己資本は、 保険引受損失が予想を下回れば （または上回れば）、
増加 （または減少） する。 新たな資本は、 オフショア （であることが多い） スタートアップ企
業や既存の保険会社への資本注入を通じて保険業界に流入する。 さらに、 キャプティブ、 リ
スク保有グループ、 指数連動証券などのオルタナティブ・ リスク移転ビークルが競争相手と
なり、 保険会社による伝統的な供給を補完する。 資本の流出は一般に純損失、 株主への
配当金の支払、 そして自社株買いの形態を取る。

サンプルとして取り上げた主要9市場の損害保険会社の自己資本額は、2007年末の9,000
億米ドル弱から、 10 年後にはおよそ1兆 900 億米ドルに増加した。 この間の平均伸び
率は 2.3％で、 年間保険料の平均伸び率とほぼ一致している。 この10 年間には 2008～
2009 年の世界金融危機や 2011年および2017年の膨大な大災害損害が含まれるほか、
多くの保険会社が巨額の過剰キャパシティを回避しようと、 より積極的な資本管理戦略を
遂行している。 その前の10 年間については、 2001～2002 年にかけての株式市場の崩
壊で資本が大きく毀損したにもかかわらず、 ソルベンシー比率はわずかながら上昇幅を拡
大させた。 これとは対照的に、 この 4 年間の損害保険業界の資本基盤は概ね安定的に
推移した。

資本とキャパシティという用語はしばしば同じ意味で使用されるが、 両者を区別して使用す
ることが重要である。 クレーム・ トレンドの変化、 すなわち予想損害額の変化で保険業界の
資本と市場に提供されるキャパシティの間の関係が変化する。 予想損害額が増大し、 損害
予想に関するパラメーターの不確実性が拡大すると、 資本の総額に変化がなくてもキャパ
シティは減少する。 保険会社はこうした予想外の損害に備えて予備の資本を維持しなけれ
ばならず、 その結果、 キャパシティは市場から減少する。 1980 年代半ばの米国における賠
償責任危機がこれまでで最も深刻なハードマーケットをもたらしたが、 これは賠償責任関
連のクレームの頻度と規模が大幅に上昇したことが引き金となったものである。 また、 ハリ
ケーン・アンドリュー（1992年）、カトリーナ（2005 年）、そしてワールド・トレード・センター（2001年）
の損害で、 認識されていないリスク、 あるいはモデル化されていないリスクが存在することが
明らかになったことから、 キャパシティ不足と財物大災害セグメントにおける料率のハード化
が進み、 元受保険市場に広範囲に及ぶ影響を与えた。 2017年の大災害シーズンの保険
事故事象は、 どちらかと言えばモデルが予想する範囲内のものであった。

資産運用利回りも元受 /再保険価格を決定する重要な外的要因である。 過去において
は、 高い運用利回りがキャッシュフロー・アンダーライティングを助長し、 とりわけ 1997年か
ら 2000 年にかけてのソフトマーケットの激化に油を注いだ。 しかし、 ここ10 年間の低利回
り環境で、 この戦略は概ね下火となった。 それどころか、 過剰なキャパシティとクレームが落
ち着いたトレンドを示していることから、 低利回り環境下でも市場はソフト化が進んでいる。

最後の重要な市場変動要因はモメンタムである。 保険料率のトレンドは前年度の動向に大
きく依存し、 徐々にしか変化しない。 これは、 保険料率の変更に規制当局の承認を必要と
する市場における制度的な要因である。 クレーム・トレンドが目に見えるようになる段階から、
こうしたトレンドに基づいて料率の変更を申請し、 承認を受けてから新料率を適用するまで
の時間は長期にわたる可能性がある。 これは規制対象外の企業保険種目というよりも個人
保険種目の方の問題点である。 意思決定バイアスは、 保険会社にとって真の保険契約コ
ストを予測することが困難であることから発生するが、 これもモメンタム・ トレンドに影響を与
える。 とりわけロングテール種目については、 クレーム・ トレンドを決定する要因は遅れて具
体化する。 したがって、 保険会社は保険数理と、 前年度の価格および平均的な市場トレン
ドを含む外部市場のシグナルの両者に基づいて料率目標を設定する。 ブローカーは市場ト
レンドに対する見方を形成する上で重要な役割を果たし、 集団的適応学習のプロセスにも
寄与する。 また、 保険会社は料率目標の設定に当たり、 現在の収益性に目を向けるが、 こ
れも料率の変化が遅れる原因となる。

資本が損害保険の供給を概ね主導

損害保険業界の資本基盤はこの4年間、
概ね安定的に推移

保険金請求トレンドの変化と不確実性で、
利用可能資本との対比で見たキャパシ
ティの提供に変化が見られる

運用利回りの上昇も一段と競争的な行動
を促す

保険のプライシングは徐 に々しか変化しない
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損害保険の収益性サイクル

現サイクルと過去のサイクルの違い	

過去のサイクルを振り返ると、 損害ショックと資産ショックの 2種類の主要イベントが損害保
険業界の全面的なハードマーケット化の引き金となった。 1984～1985 年のハードマーケッ
トは米国の賠償責任危機が引き金となったものであり、 今日に至るまで、 米国の保険業界
にとって最も深刻な引受損失ショックとなっている。 この危機は、 特に環境賠償責任やアス
ベスト関係のクレームによる損害の拡大と、 将来的な保険金請求に対する先行き不透明感
の高まりから発生したものである。 これがキャパシティの減少と重なり、 後から振り返ると行
き過ぎた保険料の高騰と準備金の過剰積立を招き、その後、 この状態の解消には10年を
要した。 この危機は国際元受 /再保険市場からロンドン市場にまで広がり、 1990 年代初
頭のロイズ危機の引き金の一つにもなった。 2001～2004年のハードマーケットは、ワールド・
トレード ・センターの壊滅的な損害とハイテク・バブルが崩壊した後の 2000 ～2003 年に
かけての世界的な株式市場の崩壊の 2 つが引き金となり、 資本の毀損は他のサイクルに
比べ一段と深刻なものとなった。

今日、 大災害損害が保険料に及ぼす影響は以前ほど大きくない。 これは大規模な大災害
事故事象による損害が伝統的な保険会社と代替資本の双方からの新規資本で瞬く間に補
充されるからである。 資本が潤沢であるか、 収益性が高ければ、 大規模災害の影響は低
下する。 例えば、 ノースリッジ地震 （1994 年） の影響は堅調な運用利回りと準備金の戻し
入れで相殺された一方、 ハリケーン・サンディ （2012年） は潤沢なキャパシティと準備金の
取り崩しで相殺された。大災害がリスクに対する市場の見方を長期的に変化させない限り（例
えばテロや洪水のリスク）、 その影響は限定的かつ短期的である。

2008～2009年の金融危機は、 その後の株式市場の崩壊、 資産担保証券の価値下落、
資本や流動性の外部調達源の完全な枯渇をもたらしたにもかかわらず、 保険料率のハード
化はもたらさなかった。 多額の資本が毀損したにもかかわらず、 市場のハード化を引き起こ
さなかったのは、元受/再保険会社が枯渇した流動性の外部調達源としてキャッシュフロー・
アンダーライティングを推し進めたからである。 この事例からのもう一つの教訓は、 保険会社
の価格決定力は対象となる事業 / リスク・プールの健全性に依存していることである。 その
ため、 2009 年から 2010 年にかけて、 企業保険の保険料は、 企業の保険料支払能力が
全体的にそれ程充実していなかったため、 ハード化することはなかった。

現サイクルで特徴的であったのは、 2～3年前頃まで、 新種保険のクレームの伸びが非常
に低かったことである。 金融危機後の医療費と賃金の伸びの低さが、 賠償責任保険クレー
ムの伸びが落ち着きを見せた背景にある経済要因である。 クレームの伸びの低下が新種
保険に対する需要を鈍化させるとともに、 準備金の取り崩しを加速させ、 それは通常のサイ
クル・パターンで予想されるよりもはるかに長期にわたって続いた。 同時に、 新種保険に対
する需要が鈍化したことに伴い、 新種保険引受キャパシティが増大した。 	

また、 現在の市場で特徴的であるのは、 低金利のせいで運用収益が異常なまでの低水
準にあることである。 その結果、 キャッシュフロー・アンダーライティングを推し進めるべき動
機が減少し、 伝統的な元受 /再保険会社は1990 年代後半とはくらべものにならないほど
保険引受規律を遵守している。 加えて、 全般的な低利回り環境から、 財物大災害再保険
への投資が相対的に魅力を増し、 代替資本の急速な台頭を招いた。 代替資本の流入は、
2017年の巨額の大災害損害後に米国の大災害保険のハード化が小幅にとどまったことの
主要要因の一つであり、 その結果としての過剰なキャパシティが他の保険種目にもスピル
オーバー （拡散） 効果を及ぼした。

過去においては損害ショックと資産ショッ
クがハードマーケットの引き金となった

しかし、 大規模災害が市場に影響を及
ぼすという保証はなく…

…資産ショックが市場に影響を及ぼすと
いう保証もない	

現サイクルにおいては、 クレーム・ トレンド
が落ち着きを見せていることから、 キャパ
シティの開放が進み、 新種保険需要が
減少した

また、低金利から資産運用利回りも低下
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現在の収益性ギャップの数値化

損害保険市場は、 長く続いたソフトマーケットからハードマーケットへの移行期にあると考え
られる。 企業保険商品と再保険の保険料率が2017年末に上昇し始めた。 さらに、 個人
保険商品の保険料もオーストラリア、 日本、 米国およびカナダで数年にわたり緩やかに上昇
しているが、 その他の市場では依然として低下傾向にある。 市況の回復がどれほど強固で
持続可能なものかは依然、 明らかではない。 現在の ROE不足を是正するのであれば、 保
険会社は引受成績をさらに高める必要がある。

既存の収益性ギャップに関する本調査の主な結果を説明するために、 主要市場の財務会
計シナリオを表5 に示す。 以下の前提条件は、 中期見通しに関するスイス・リー・インスティ
テュートの見解を形成する上で重要である。

�	 運用利回りは、 長期にわたる金利低下から脱して底打ちしたが、 スイス・リー・インスティ
テュートの金利予想によると、 運用利回りが今後急速に上昇することはないだろう。 収
益ギャップを評価するベースとして、 実現および未実現キャピタルゲインを除く 2017年の
利回り実績を使用したが、 これは当期資産運用の標準的な利益貢献度を反映させたい
と考えたためである。 国による運用利回りの差は、 長期金利、 資産構成および会計原
則の違いによるものである。

�	 ソルベンシー比率と資産レバレッジについては、 2017年の実績水準を使用している。 両
指標とも保険引受サイクルのより早い段階でピークに達した。 短期トレンドは資本管理政
策と資産価値変動の影響を強く受け、 長期トレンドはエクスポージャー動向により左右さ
れる。

�	 税率は、 過去10年の平均値としているが、 税引き前利益がマイナスとなった年は除い
ている。 そうした年は税引き前利益がプラスの年の標準的な税負担を評価するには役
立たないからである。 米国税制改革の影響額の調整は、税源浸食・濫用防止税（BEAT）
の規定が業界にどのような影響を与えるか不明であるため行っていない。

�	 目標 ROE は、 インフレの影響を調整後の長期平均リターンに近似する値に設定されて
いる。 目標 ROE は相互会社を含め、 市場の ROE を参照している。 平均すると、 株式
会社は相互会社より ROE が高いが、 包括的な市場シナリオを表現するためには、 すべ
ての参加者を検討する必要がある 29。 オーストラリアには12％という高めの目標を選定し
たのに対して、 他の成熟市場については目標を10％とし、 オーストラリアにおける資本レバ
レッジが非保守的であることと過去のリターン実績水準が比較的高いことを反映させた。
同様に、 中国の目標 ROE は、 新興国の資本レバレッジと比較的高い期待リターンを踏ま
えて15％とした。

資産運用利回り、 平均税率およびソルベンシー比率の各実績値を考慮に入れ、 目標 ROE
が各国の目標引受成績に反映されている。 実際の引受成績との差異が保険料率改善の
必要性を数値で示したものである。

現在、 損害保険市場はプライシングの移
行期にあるが、 収益性ギャップは依然大
きい

スイス・ リー・ インスティテュートのシナリ
オの前提条件

運用利回りは底打ちしたものの、 急上昇
しそうにない

サイクルの早い段階でピークに達するソル
ベンシー比率と資産レバレッジは、 スイ
ス・ リー・インスティテュートのシナリオで
は 2017年の実績水準で示されている

税率は過去10年の平均値に設定

目標 ROE は長期平均リターンの近似値
に設定

保険料率はどの程度上昇する必要があ
るか

29	19頁のボックス欄 「米国損害保険会社の収益性の決定要因」 を参照
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従来の財務会計データには、 2017年に引き受けた損害保険契約の収益性評価に関して
以下のような 2 つの欠点が存在する 30。 表 5 の最終行では、十分なデータを入手できる
限り、 これらの欠点を補正している。

�	 準備金の増減が 「発生保険金」 に影響を与えるため、 会計データは当期引受契約の
収益性に遅行する。 過去の保険引受年度の支払準備金の積み増しまたは取り崩しは、
当期契約の引受条件には関連しないことから、 データを著しくゆがめる可能性がある。
スイス・ リー・インスティテュートは標準的な積み立てパターンの偏りを調整して当期契約
に対する準備金サイクルの影響を推定している。 英国、 フランス、 日本および中国につ
いては、 データが開示されていないため、 こうした調整は実施できなかった。

�	 大災害損害はランダムに発生するため、 損害率の変化は保険料率の設定や損害トレンド
の実際の変化を反映しない。 これは損害トレンドの重大な誤解につながる可能性がある。
イベント ・ リスクの影響を補正するために、 各国の大災害損害については実績値の代わ
りに期待値を用いている 31。

これら 2 つの調整を行った結果、 米国と日本を除いて全市場の既存の収益性ギャップが拡
大した。 なお、 日本および米国が異なるのは、 両国の大災害損害が平均を上回っている
からである 32。 	

保険契約の収益性を評価するには、 準
備金の増減と大災害損害を調整する必
要がある ...

...その結果、推計された収益性ギャップが
拡大

表5 
収益性ギャップの推計

出典：スイス・リー・インスティテュート

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2017

＋記号のあるものを除き、

正味保険料に対する比率 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス イタリア 日本 オーストラリア 中国

目標ROE＋ 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 12.0% 15.0%

ソルベンシー比率 116.8% 104.4% 107.3% 115.3% 109.8% 107.5% 126.0% 80.0% 44.9%

利益率（税引き後） 11.7% 10.4% 10.7% 11.5% 11.0% 10.8% 12.6% 9.6% 6.7%

法人税率＋ 20.9% 21.7% 18.3% 18.7% 28.3% 22.5% 35.6% 26.3% 22.4%

利益率（税引き前） 14.8% 13.3% 13.1% 14.2% 15.3% 13.9% 19.6% 13.0% 8.7%

資産運用利回り＋ 3.0% 2.3% 2.6% 2.6% 2.1% 2.8% 1.7% 3.7% 3.8%

資産レバレッジ 272.9% 235.5% 274.6% 286.2% 336.4% 296.4% 284.4% 194.8% 166.4%

正味資産運用成績 8.2% 5.5% 7.0% 7.5% 7.1% 8.3% 4.9% 7.3% 6.3%

その他費用（収入） 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% –1.3% –0.3% –0.3% 0.0% –0.4%
目標保険引受成績 7.2% 8.0% 6.1% 6.7% 6.9% 5.2% 14.4% 5.8% 2.0%

実際の保険引受成績 –3.9% 3.7% 0.2% 0.7% 2.1% –0.7% 5.7% 7.4% 1.3%

ギャップ –11.1% –4.4% –5.9% –6.0% –4.7% –5.9% –8.8% 1.6% –0.8%
予想外の大災害 4.4% –1.3% –2.9% –0.9% –1.8% 1.5% 3.9% 1.1% –0.4%
準備金の増減 1.2% 3.6% 不明 –0.5% 不明 5.0% 不明 4.0% 不明

調整後の保険引受成績 –0.8% –1.2% –2.6% 0.3% 0.4% –4.1% 9.5% 4.5% 0.8%

標準化後のギャップ –7.9% –9.2% –8.7% –6.4% –6.5% –9.4% –4.9% –1.2% –1.2%
＋実現キャピタルゲインを除く

現在の収益性ギャップの数値化

30日本については 2016 年
31 期待値は、 大災害シナリオ・モデルではなくトレンド分析に基づき市場レベルで算定されている。
32日本は熊本地震や複数の台風に見舞われたため、 自然災害損害が増加した。 米国では、 ハリケーン・ハービー、
　　　イルマ、マリアおよび過去最大の山火事によって平均を上回る損害が発生した。
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表5 によると、 北米と欧州の主要市場の損害保険会社が妥当な水準の ROE を達成する
ためには、 保険引受利益を市場によっては 6～ 9パーセントポイント改善する必要がある。
オーストラリア、 中国、 日本などのアジア太平洋市場のギャップは欧米より小さい。 日本につ
いては 5パーセントポイント前後の保険引受利益の引き上げが必要である。 オーストラリアと
中国は、 収益性ギャップはわずか1パーセントポイントである。 オーストラリアは保険料率の
大幅な引き上げを経験済みであり、 世界の保険引受サイクルに先行しているようである。

保険会社は再保険を通じて引受成績を改善しているため、 実際の保険料率の低さの程度
はネットベースよりグロスベースの方が大きくなっており、 この点に留意することが重要である。
投資家がより野心的な目標 ROE を期待すれば、 保険料率の引き上げ圧力が高まる。 こう
した状況は特に、 英国のように過去の引受成績の変動が極めて大きかった市場や、 オース
トラリアのように資本レバレッジの上昇により引受成績がこれまで堅調であった市場に当ては
まるだろう。 サンプルの中で唯一の新興国市場である中国のギャップも、 例えば、 資本レバ
レッジを引き上げて他の市場並みに近づければ、 拡大すると思われる。

保険会社は、 保険料率引き下げ圧力を受けて、 イノベーションに対する関心を高めてきた。
費用削減とクレーム管理プロセスの改善は、 保険引受パフォーマンスの向上につながる。 10
年にわたる自律的成長の低迷や低い保険料率設定を経て、 保険会社はイノベーションを通
じた経営効率の問題に取り組んできたが、 こうした取り組みは利益目標を達成するには不
十分だろう。 必要なのは、 価格と保険引受成績の大幅な改善である。

目標 ROEを達成するためには、 主要西欧
市場における保険引受成績を 6～9パー
セントポイント改善する必要がある	

再保険出再前のグロスベースは、 収益率
不振の度合いが大きい

価格と引受の大幅改善が必要
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経済および損害保険会社の見通し

マクロ経済の根本的要因の変化は、 損害保険会社を巡る環境が変わりつつあることを示
唆する。 世界経済は、 2007～2008 年の金融危機後の景気後退から回復するまでに長
時間を要した。 経済成長の減速、 低インフレ状況、 長期にわたる低金利環境は、 損害保
険セクターの収益性に影響を与えてきた。 	

現下の経済成長率は 2017年に力強く改善し、 世界の GDP ギャップは 2018 年中に解消
すると予想されている 33。ギャップの縮小により、インフレ率と金利に上昇圧力がかかっており、
後者については、 多くの国の中央銀行が経済の過熱を避けるために金融刺激策に終止符
を打ち始めていることが背景にある。 金利の上昇は損害保険会社の利益にとって支援材
料となるが、 長期金利が大幅に上昇するとは考えていない。 また、 インフレ加速はクレーム・
コストを押し上げ、 その結果、 収益性を相殺する可能性が高い。 したがって、 既存の収益
性ギャップを解消するには、 経済成長だけでは不十分と考える。

一般物価水準とクレームの上昇見通し

長期にわたる低インフレを経て （G7の平均インフレ率が 2％を超えたのは過去20 年間
で 2年のみ）、 保険料率に対する圧力が大半の先進国で高まっているようだ。 なかでも、
GDP ギャップはすでに解消したとみられ、 引受能力の制約が保険料率に若干の上昇圧力
をかけやすい市場で、 こうした状況が生じている 34。 特に、 米国議会予算局によると、 米
国の GDP ギャップは 2017年第 3四半期に解消し、 2018 年年初来の原油価格動向はす
でにインフレ率総合指数を押し上げてきた 35。新興国では景気はまだ低迷気味であるため、
インフレ圧力は依然として比較的弱い。 新興国の中国では、 2018 年の最初の 5 ヵ月間の
インフレ率は平均2％であり、 2017年通年平均の1.5％をやや上回っている。

インフレ率の上昇は緩やかなものとなり、 金融政策の引き締めにより抑制されると予想して
いるが、 予想以上に急激なインフレ率の上昇が重大なリスク要因となる事例もあったという
事実も認識している。 中央銀行は予想外の利上げに金融市場が拒絶反応を示さないよう
極めて慎重に行動しているが、 政策を怠れば、 インフレ率が目標水準以上に上昇しかねな
い。 現時点では、 インフレ・ リスクはユーロ圏より米国の方が高いとスイス・ リー・インスティ
テュートはみている。

損害保険会社にとっては、 一般物価水準の上昇以上に賃金と医療費の上昇が特に重要で
ある。 医療エクスポージャーの主な構成要素である身体傷害クレームの額は負傷者の所得
喪失によっても押し上げられるが、賃金上昇がその水準を押し上げる主な要因となっている。
また、 賃金上昇は修理費全般を押し上げる要因でもある。 最近、 雇用と賃金が主要国で
軒並み上昇しているが、 ほとんどの国の賃金上昇ペースは依然として危機前の水準を大き
く下回っている。 GDP がトレンドを上回る成長からトレンド並みの成長に移る中、 最近の上
昇傾向は今後数年間続くものの、 賃金上昇率は危機前の水準にとどまると予想される。

2018 年に見込まれる GDP ギャップの
解消は、 損害保険会社にとって環境が
変化しつつあることを示唆する ...

... しかし、 これまでの収益性ギャップを
解消するほどではない

一般物価水準の上昇圧力が特に先進国
で高まっている

インフレ・ リスクはユーロ圏より米国の方
が高いと見られる

損害保険会社にとって賃金と医療費の上
昇傾向が特に重要

33	A.	Kose 著、 「世界経済が大きな転換期にあると思われる理由を示す 6 つのチャート」、 blogs.worldbank.org、
　　　2018 年1月19日、 http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/why-global-economy-could-be-turning-
　　　significant-corner-six-charts
34	同上
35	議会予算局によると、 米国の GDP ギャップは 2017年第 3四半期に解消した。
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医療費の一般的動向 （治療費の上昇） も身体傷害保険クレームの支払額水準に影響を
及ぼす。 過去20 年間、 多くの先進国市場における医療費の伸びは名目GDP 年間成長
率を約1～2％上回った 36。 医療費は 2000 年代半ば以降、 多くの先進国で伸びが鈍化
し、 賃金とインフレ率総合指数の動向と同じように、 危機後は比較的低位で推移した。 し
かしここ数年、 医療費の伸びは控えめに加速しており、 当社はこれが今後1～2年続いて
身体傷害保険クレームの水準を押し上げ、 場合によっては、 新種保険種目の準備金妥当
性を低下させかねないと予想する。

過去10年間は労働市場が脆弱で、 インフレ率総合指数とクレームの上昇率が低下し、 新
種保険の需要も減少した。 成熟国の緩やかなリフレ、 特に医療費の上昇がクレームの水準
を徐々に押し上げ、 準備金の妥当性を低下させ、 新種保険の需要を高める可能性が高い
と考えられる。 また保険会社は、 完全雇用の状態にある経済ではクレームの頻度が高まる
可能性があると懸念している。

消費者保護の拡大に向けた法規制環境の変化も、 製造物賠償責任や欺瞞的行為、 義
務違反、過失を巡る証券訴訟におけるクレーム額を押し上げるもう一つの要因かもしれない。
例えば、 オーストラリアでは過去5年間に、 株主が起こす集団訴訟が著しく増加し、 結果
的に和解金の規模も大きく膨らんだ。 これは金融・専門職業賠償責任の料率上昇を裏付
ける主な要因の一つとなっている。 消費者保護の拡大（原告に配慮した集団訴訟制度とい
う意味で）、 法律事務所の関与拡大、 第三者による積極的な訴訟資金の提供はいずれも
こうした動きを助長してきた。 米国でも、 企業自動車事故訴訟でより高額の判決が下され
るなど、 訴訟費用の上昇は明らかであり、 クレームの水準を押し上げていると言われている。

米国などの主要市場では、準備金の積立てが遠からず不足する可能性がある。ハードマー
ケット当時の準備金が減少しており、最近の損害年度の準備金の妥当性は不透明である 37。
この理由としては、 (1)主な賠償責任種目の準備金が不足し、 2016 年の水準を割り込んで
いるようだが、 その一方で、 賠償責任の保険料率の下押し圧力が2017年末まで続いた、
(2) 企業自動車については、 2016 年と 2017年に保険料率が大幅に引き上げられたが、 準
備金は依然として不足しているとみられる、(3)2017年に多額の準備金が取り崩された上に、
保険料率が依然低下していることもあり、 全体的な準備金の妥当性が低下する可能性が
高い、 (4)良好な損害トレンドが損害率の大幅悪化を防いできた、 といった点が挙げられる。
しかし、 前述のように、 こうした良好なトレンドが反転し、 今後数年にわたって上昇基調をた
どることが予想される。 こうした事情から、 準備金を取り崩していくうちにいずれ準備金の積
み増しが必要になると思われるが、 それがいつになるかを予測することは難しい。

先進国市場の医療費の伸びは比較的
小幅であったが、 今後数年は控えめに
加速すると予想

成熟国の緩やかなリフレがクレームの
水準を徐々に押し上げる可能性が高い

司法・立法面で消費者保護の拡大が
進む中、 賠償責任保険金も上昇の可能
性	

米国などの主要市場では、 準備金が
遠からず不足する可能性がある	

36 カナダ、 ドイツ、 フランス、 日本、 米国に関する1998～2017年の各国統計局データ　
37 IBNR （既発生未報告損害） weekly、 Dowling	&	Partners 社、 2018 年 3月15日
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保険料率の見通し

2018 年は企業保険種目のプライシングが全般的にわずかながら改善するものの、 市場や
セグメントによってばらつきが生じると予想される。 近年は、 自動車保険市場において、 特
に米国でクレームが急増した。 また、 これを受けて、 米国の個人向け・企業向け自動車保
険料率が2015年から上昇しており、低下する兆しはない 38。収益性の改善が見込まれるが、
クレーム・ トレンドの急騰に追いつくにはまだ遠い。

オーストラリアでは今や、 収益性の低いすべての保険種目において、 保険料率の引き上げが
より広く受け入れられるようになった。 会社役員損害賠償責任保険など一部の種目につい
ては、 訴訟の増加を背景に引受能力が逼迫化していることから、 保険料率の急騰が予想
される。 自動車では、 より高価な輸入部品や先進運転支援システムが修理費を押し上げ
ている。 しかし、 自動車中心社会の中国市場では、 2016 年 7月に自動車保険料率が自由
化されたのを受けて、 依然として保険料率に下方圧力がかかっている 39。 また、 日本でも
自動車保険料率は低下方向にあるようだ。 強制加入の自賠責保険料率が2017年 4月に
引き下げられたほか、 損害保険料率算出機構 （GIRO） が先進センサーを装備した車両の
普及によるクレームの低下を反映させるために任意自動車保険の参考純率を引き下げ、 大
手保険会社は 2018 年1月に保険料率の引き下げを発表した 40。

金利および資産運用の見通し

世界金融危機以前の米国10年物国債の名目金利は平均4.5％前後、 名目金利から期待
インフレ率を引いた実質金利は平均2％前後であった。 期待インフレ率が （2008 年の一時
的な急落を除き） 比較的安定して推移したのに対して、 実質金利は世界的な景気後退時
に急落し、 2012年に最低水準のマイナス0.8％をつけた。 その後、 実質金利は 0.8％程度
に回復したものの、 依然として危機前の水準を下回っている。 	

他の G7市場においても同様の傾向がみられる。 極めて緩和的な金融政策、 人口動態を
背景とする貯蓄の超過、 中国とインドの世界経済への統合、 そして新しいテクノロジーに対
する資金需要 （投資需要） 低下の可能性などもあり、 名目金利は長期にわたって低い水準
にある。 スイス・ リー・インスティテュートのベースライン予測では、 低い生産性の伸び、 高
齢化社会、 世界的な安全資産の不足といった長期的要因により、 実質金利は現行水準を
若干上回るものの、 比較的低い水準で推移すると想定している。

保険会社の資産運用収益に関して具体的にみると、 運用利回りの低下傾向は底打ちした
と考えられる。 米国の金利が2016 年半ばから上昇していることを背景に、 運用更新時の
利回りが改善している。 欧州の金利も緩やかに上昇し、 実質金利は 2020 年にプラスに復
帰すると予想する。 米国政策金利のさらなる引き上げが見込まれていることから、 利回り曲
線が平坦化し、 短期投資分野の利回りがその恩恵を受けるだろう。 保険会社はそのほとん
どが保有債券を満期まで持ち続けるため、 長期債ポートフォリオはより緩やかなペースで再
投資される。 したがって、 新規キャッシュフローのみが徐々に上昇する金利水準で投資され
ることから、 平均利回りは市場利回りの上昇に遅行するだろう。

2018年は企業保険種目のプライシングが
わずかながら改善すると予想 ...

…しかし市場やセグメントによってばらつき

金利は長期にわたり低水準

スイス・ リー・ インスティテュートのベース
ライン予測では、 金利は今後数年にわた
り現行水準を若干上回るものの、 比較的
低い水準で推移すると想定

運用利回りの低下傾向は底打ちしたと
考えられる

経済および損害保険会社の見通し

38	消費者物価指数 （CPI） の内訳をみると、 2017年の保険料の平均上昇率は、 個人自動車保険が 7％前後、 商
　用車保険が 6％前後 （保険代理店・ブローカー協議会 （CIAB） 調査）

39	中国保険監督管理委員会、商用車改革プレスカンファレンス、 2017年 6月、 http://circ.gov.cn/web/site0/
　　　tab7926/info4076940.htm （中国語のみ）
40 任意自動車保険の参考純率の改定に関する発表、 損害保険料率算出機構、 2017年 6月9日、 https://www.
　　　giroj.or.jp/english/press_2017/20170609.pdf
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多くの G7市場では債券投資がポートフォリオ投資の約70 ～ 80％を占めることから、 損害
保険会社などの自己資金アセット ・マネージャーにとって、 金利の持続的上昇は有利に働く
だろう。 金利上昇は運用利回りの上昇につながり、 資産運用の利益貢献度を高めることに
なる。 しかし金利上昇の結果、 保険会社の債券ポートフォリオは時価評価によって会計上の
評価損が発生し、 会計制度によっては保険会社の純資産を減少させる可能性がある。

テクノロジー投資は収益性に影響を与えているか

テクノロジーは、 個人向け商品と企業向け商品の販売に対して根本的に異なる形で影響を
与えている。 個人向け商品にかかわるテクノロジー投資は、中抜き （ディスインターメディエー
ション） に主眼を置いている。 米国の個人向け保険会社はこの 20年間に直販チャネルで
の販売を売上高の16％まで高めた （9.2 パーセントポイントの上昇） 41。 販売におけるテクノ
ロジーはオンライン販売にとどまらず、 ハイブリッド販売モデルにも及ぶ。 世界では、 個人向
け損害保険販売のアドバイスや見積もりの約32％がデジタル・チャネル経由で提供されて
いる 42。 デジタル販売の本格化が市場に影響を与えているほか、 オンライン・アグリゲーター
は価格の透明性を高め、 自動車保険についてはコモディティ化を実現した。 独立系代理店
はそのバリュー・プロポジションを一部失いつつあり、 個人保険種目の手数料率と経費率が
低下している。

こうした傾向は、 程度はそれほどではないが小規模な企業保険会社にも多少及んでいる。
中小企業は労災保険や賠償責任保険を直販チャネル経由で購入する場合がほとんである
が、 企業保険へのテクノロジー投資は大手ブローカーによって行われることが多く、 そうした
投資は顧客細分化によるデータの収益化、保険引受に関する分析およびビジネスのコモディ
ティ化に主眼を置いている。 保険会社は価格交渉力を失い、 ブローカーはテクノロジー対応
機器を使用したポートフォリオ・アンダーライティングを促進している。 企業保険の手数料率
上昇は、 大手ブローカーが保険会社から追加報酬を得て保険のバリュー・チェーンにおける
役割を拡大していることの表れである。

テレマティクスなどの技術により、 クレームの頻度と金額が一部の市場で低下している。 例
えば、 イタリアでは、 テレマティクス機器により不正リスクが減少し、 より正確な損害査定が
可能になった。 現在、 イタリアの自動車保険契約の約20％がテレマティクス・ベースで販売
されている 43。 テレマティクスの利用は今後数年内に欧州全域で加速すると予想される。 こ
のほかにも、 保険会社がテクノロジー、 特に高度なデータ分析を導入することによってクレー
ム支払プロセスの簡略化や不正行為の削減を図れる領域が数々ある。 クレーム・コストの
低下は、 当初は収益性を高めて競争優位の源泉となりうるが、 競争の激しい市場では最
終的に （その一部が） 消費者に還元されることが多い。

保険会社は金利上昇の恩恵を享受

個人保険種目では、デジタル販売が従来
型代理店を排除しつつある

大手ブローカーはデジタル分析に投資し、
企業保険のバリュー・チェーンにおける役
割拡大を図っている

テクノロジーにより、一部保険種目のクレー
ム・コストが低下

41　「2016 年の代理店分野調査における 10 件の重要所見」、 サウスカロライナ州独立保険代理店＆ブローカ―協会、
　　　2017年
42 「保険販売の再考」、 アクセンチュア社、 2016 年
43 「イタリア保険市場： 2016 年数値＋ 2017 年 1～ 3 月概況」、 プライスウォーターハウスクーパース社、 2018 年
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将来の収益性のための改善

保険引受サイクルは変曲点に達したようであり、 損害保険料は主要市場で緩やかに上昇し
ているが、 スイス・リー・インスティテュートの分析によれば、 保険会社が既存の収益性ギャッ
プの解消を目指すならば、 さらなる取り組みが必要である。 また、 目標リターンを投資家に
提供するためには、 保険引受マージンを主要西欧市場では少なくとも 6～ 9 ポイント、 日
本では 5ポイント前後改善する必要がある。

世界経済が景気循環の最終段階に入ったことで成熟市場では金利や運用収益の （緩や
かな） 上昇を通じて今後の収益性にプラスに作用するだろうが、 その一方で、 労働市場の
逼迫が一般物価水準やクレーム額を押し上げることも予想される。 収益性の持続可能な
改善を達成するためには、 クレーム・ トレンドを上回る保険料率の引き上げがさらに必要と
なるだろう。

保険会社のテクノロジー投資は、 効率性の向上をもたらし、 コモディティ化した保険種目の
販売システムの圧縮につながった。 また、 クレーム・コストの削減にも役立った。 しかし当初
は、 保険会社の収益性へのプラス効果がテクノロジー投資コストのためにはっきりとせず、 プ
ラス効果の一部は競争上の理由から消費者還元に回されることが多い。 ただ、長期的には、
データや高度分析への投資は保険引受の改善に確かに資するほか、 ますます複雑化する
企業リスクの引受能力改善にもつながっている。 テクノロジーは、 手頃な価格での保険の提
供、 保険商品へのアクセス、 そして数量化が難しい新たなリスクの引受能力を向上させるこ
とによって、 保険引受能力を改善する。

市場にはハード化の兆しが見られるが、
損害保険会社は保険引受成績をさらに
改善する必要がある

収益性の持続的な改善を促すには、マク
ロ経済動向だけでは不十分...

... 一方、 テクノロジー投資による効率性の
向上は、 コスト増や消費者への還元によ
り一部が消失	

経済および損害保険会社の見通し
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別表

各市場の保険会計制度の調整
各市場における保険会計制度は、 専門用語の使用方法の差異や解釈も含め、 数十年間
にわたって発展してきたものである。 各国のデータを比較可能にするには、 多数の市場につ
いて調整を加える必要がある。 スイス・ リー・インスティテュートの分析においては、 ソルベ
ンシー規制に焦点を当て、 米国で一般に公正妥当と認められた会計基準 （GAAP） に基
づき米国法定会計原則に従って対処している 44。 すべての項目は再保険控除後である。

保険市場データの出所

オーストラリア
出所：オーストラリア金融監督庁 （APRA）
注：一般管理費およびその他の損益は保険引受費用に計上している。 資産運用に伴う未
実現資本利得および損失は除外されている。

カナダ
出所：マーケット ‐ セキュリティ・アナリシス （MSA） リサーチ、 カナダ保険局 （IBC）、 カナダ
統計局
注：ここ数年間のデータが入手不可能であることから、 政府の自動車保険会社は除外して
いる。

中国
出所：A.M.Best、 各社年次報告書
注：市場合計は保険会社51社のサンプルに基づく。 政府救済後の開示が遅れているこ
とから、 2017年についての安邦保険集団は含まれていない。

フランス
出所： フランス保険協会、 各年度の保険会計 （Les	comptes	de	l’assurance	dans	l’
annee	…）
注：市場合計は、 保険業務の活動規模が小さく、 主として持株会社としての役割を果た
すのみの保険会社を除外して調整している。 株主資本には平準化準備金および税調整後
運用超過価値が含まれる。

ドイツ 
出所：ドイツ連邦金融監督庁 （BaFin）、 主要保険会社統計 （Erstversicherungsstatistik）、
ドイツ保険協会、 財務諸表統計 （Jahresabschlussstatistik）	 
注：市場合計は、 保険業務の活動規模が小さく、 主として持株会社としての役割を果た
すのみの保険会社を除外して調整している。 貸借対照表は調整されている。 一般管理費
およびその他の損益は保険引受費用に計上している。保険引受成績およびその他成績は、
平準化準備金変更前のもの。 株主資本には平準化準備金および税調整後運用超過価
値が含まれる。

イタリア
出所：イタリア保険機構 （ANIA）、 各年度のイタリア保険 （L’assicurazione	Italiana	in	…）、
Infobila （ANIA の保険データベース）
注：一般管理費およびその他の損益は保険引受費用に計上している。 株主資本には平準
化準備金および税調整後運用超過価値が含まれる。

44	http://www.naic.org/cipr_topics/topic_statutory_accounting_principles.htm
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日本
出所：保険研究所、 各年度の 「損害保険統計号」
注：データは、 保険料や支払保険金に多額の貯蓄要素が含まれる満期返戻型商品を除
外して調整している。

英国
出所：A.M.Best、 英国保険協会
注：市場合計は保険会社35 社のサンプルに基づく。

米国
出所：A.M.Best、 SNL フィナンシャル
注：ナショナル・インデムニティ・カンパニーは資本の大きな部分を保険以外の事業に振り
向けていることから、 市場データから除外されている。 株主資本は法定会計原則において
は保険契約者剰余金と呼ばれている。

別表
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用語集

資産レバレッジ	=	正味経過保険料 （NPE） に対する平均運用資産の割合 （％）

コンバインド ・レシオ	=	損害率	+	事業費率	+	契約者配当率

事業費率	=	正味収入保険料 （NPW） に対する諸手数料および保険引受費用の割合 （％）

資産運用利回り	=	時価ベースの平均運用資産に対する正味資産運用収益および実現
キャピタルゲインの割合 （％）

損害率	=	NPE に対する既発生損害の割合 （％）

オペレーティング・レシオ	=	NPE に対する営業成績の割合 （％）

営業成績	=	保険引受成績	+ （保険勘定）	配分受取利息

契約者配当率	=	NPE に対する契約者配当金の割合 （％）

利益率 （税引き後）	=	NPE に対する税引き後純利益の割合 （％）	

利益率 （税引き前）	=	NPE に対する税引き前純利益の割合 （％）

支払準備金積立率	=	正味保険料に対する支払準備金の割合 （％）

ROE	=	平均株主資本に対する税引き後純利益の割合 （％）

ソルベンシー比率	=	NPE に対する平均株主資本の割合 （％）

税率	=	税引前利益に対する法人所得税の割合 （％）

保険引受成績	=	保険料	－	手数料	－	保険引受費用	－	既発生損害
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「シグマ」最近の出版物

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年

未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向

2017年の世界の保険：堅調ではあるが成熟した生命保険市場が成長の足かせに

損害保険事業の収益性：ギャップに注意

サイバー空間：複雑なリスクに取り組む

2016年の自然災害と人災：損害が広範囲に及んだ１年

2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進

保険：新興市場の発展に価値を付加

企業保険：イノベーションによる保険引受可能性の範囲拡大

保有生命保険契約の管理：消費者価値と長期的な収益性の改善

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア

フロンティア市場の保険事情

2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び

21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？

戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

新興国における健康維持のあり方：保険にできること

2014年の自然災害と人災：損害の大部分をもたらした「対流性暴風雨」と「冬の嵐」

保険業界における合併と買収（M&A）	新しい波の始まりか？

2014年の世界の保険：活気を取り戻す

財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討

デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2013年の自然災害と人災：

洪水とひょうによる大規模損害、台風ハイエン（Haiyan、台風第30号）がフィリピンを襲う

保険におけるデジタル販売：静かに進行する変革

2013年の世界の保険：景気回復に向けた舵取り

賠償責任保険の保険金請求トレンド：顕在化するリスクと景気回復の要因

介護はどうあるべきか？

高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012年の自然災害と人災：この１年、 米国を襲った異常気象

2012年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

生命保険における収益性の理解

2011年の自然災害と人災：過去最大の損害をもたらした記録的な地震と洪水

2011年の世界の保険：損害保険は成長回復の兆し

直面する金利の課題

絶えず変化する企業リスクの付保

保険会計改革：悲観的に見るか、 楽観的に見るか？

2010 年の自然災害と人災：壊滅的で損害の大きな事故が続いた1年

2010 年の世界の保険：保険料の伸びは回復し、 自己資本が増加

保険市場における国家の関与

損害保険市場におけるプロダクト ・イノベーション：

小文字 「	i	」 のイノベーションと大文字 「	Ⅰ	」 のイノベーションの出会い

新興市場における保険：成長要因と収益性
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