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エグゼクティブサマリー

世界経済のレジリエンス （回復力） が衰えてきているにも関わらず、 保険業界はリスク環境
の変化にペースを合わせ続けている。 スイス・リー・インスティテュート （SRI） とロンドン・スクー
ル・オブ・エコノミクス （LSE） が共同開発したマクロ経済レジリエンス指数 （E-RI） は幅広
い変数のスペクトルで構成されており、 国内総生産 （GDP） のみの評価に比べ、 経済の健
全性に関する評価をより総合的に提供することができる。 この E-RI は、 世界経済のショッ
クに伴う影響を吸収する能力が、 10 年前より低下していることを示している。 一方、 当社が
別途考案する、利用可能分と必要分の保障の割合で計測したSRI保険レジリエンス指数は、
保険会社には、自然災害、死亡、医療の 3 つの主要リスク分野で保険料相当額1兆 2,000
億米ドル （2018 年） の記録的なプロテクション・ギャップを埋める大きな機会が存在する
ことを示唆している。 スイス・ リー・インスティテュートは、 このプロテクション・ギャップを埋
めることにより、 世界の金融レジリエンスは毎年1兆米ドル以上改善するだろうと推定する。

先進諸国の経済レジリエンス低下の主な要因は、 構造改革の欠如、 金融政策オプション
の枯渇、 銀行業界の厳しい外部環境である。 米国はユーロ圏よりレジリエンスが高く、 一
方、スイスとカナダの経済レジリエンスは上位3位に常時ランクインしている。 重要なことは、
レジリエンスは全世界的責任であるということである。 つまり、 E-RI スコアが高いことは、 そ
の国がいかなるタイプのショックに単独で耐えうるということを意味するものではない。 幸い、
E-RI は全体的に新興諸国のレジリエンスがわずかながら上昇していることを示しており、 質
の高い成長トレンドが今後も続くことが期待できる。 全世界的には、 環境と社会の持続可
能性を一段と重視することがレジリエンスに有用であろう。 	

E-RI とは別に、 SRI 保険レジリエンス指数 （I-RI） は、 家計部門でのショック・シナリオに対
する保険のプラスの貢献度合いを評価している。 I-RI は、 保険業界が損害ポテンシャルの
拡大にペースを合わせ続けてきたことを相対的に示している。 先進諸国と新興市場の双方
において、 統合 I-RI は今世紀の初めから改善してきた。 最も大きく改善したのは先進国の
財物レジリエンスと新興市場の死亡保障であった。 また注目すべきことは、 アジア太平洋地
域において医療プロテクション・ギャップの縮小が進展したことである。 リスク分野を比較
すると、 医療 I-RI は他の指数に比べてすべての地域で高くなっている。 これは、 当該分野
では政府支出と民間強制保険支出の影響が反映されることと、 当社の指数が資金調達
ギャップのみを計測し、 治療ギャップを計測していないことによる （当社の手法については
それぞれのセクションに記載）。 	

また当社の調査では、 3 リスク分野の統合プロテクション・ギャップが金額ベースで 2018
年には史上最高の1兆 2,000 億米ドルと、 2000 年の倍以上になったことが示されている。
この数値は世界の保険業界が単年度に計上する全保険料の 4分の1に等しく、 業界にとっ
てさらなるレジリエンスを構築する大きな機会となっていることを意味する。 このプロテクショ
ン・ギャップを埋めることにより、 対象イベントに対する保険金の平均支払額ベースで世界
の金融レジリエンスを毎年1兆米ドル以上改善されると当社は予測する。 この可能性を実
現するために、 政府、 規制当局、 保険会社およびビジネス界は保険加入率の拡大に関す
る供給・需要サイドの様々な障壁を協力して克服する必要がある。 余談ながら、 保険会社
にとってプロテクション・ギャップの縮小はビジネスにもなりうるものであり、 業界利益が毎年
600 ～ 800 億米ドル増加する可能性があるものと推察される。

当社の分析は包括的なものであり、 保険が経済の全体的なレジリエンスを強化することを
示している。 保険普及率の水準が高い国は成長の変動性が少ない傾向にある。 さらに、
当社は大規模な自然災害に対する GDP成長率の反応をモデル化することで、 保険市場
へのリスク移転が災害後の強力な復興を促し、 その結果、 経済全体のレジリエンスが強ま
ることを導出する。 また、 サイバー、 企業の無形資産、 事業中断リスクといった新たに出現
しつつある企業保険のリスク・プールがもたらす保険セクターの成長可能性と、 それが今後
の世界経済のレジリエンスにどのように寄与するかを評価する。 	

現存するプロテクション・ギャップを埋め
ることによって、 保険会社は世界の金融
レジリエンスを年間1兆米ドル以上強化す
ることができる

従来の GDP尺度よりも包括的な当社マ
クロ指数によると、 先進国のレジリエンス
は低下し、 新興諸国のレジリエンスは向
上し始めている

一方、 当社の保険指数は、 先進諸国の
財物レジリエンスと新興諸国の死亡保障
における顕著な向上を示している	

3 つのリスク分野における1兆 2,000 億
米ドルという史上最高のプロテクション・
ギャップは、 保険会社がレジリエンスを構
築する極めて大きな機会である

プロテクション・ギャップの縮小によって、
保険は経済全体のレジリエンスを上昇さ
せる
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レジリエンスとは何か？

世界が直面するリスクの主な源泉と考えられてきたものは、 新たな世紀に入り変化してきて
いる。 例えば、世界経済フォーラム（WEF）は、2006 年のグローバル・リスク報告書において、
テロやパンデミックなど幾つかの影響力の高い重要リスクを社会に対する最大の脅威である
とリストアップした。 2008～2009 年の世界金融危機は経済の相互依存性、 そして国境を
越えた相互依存性に関連するリスクにも焦点を当てた。 そして 2017年以降、 環境や技術リ
スクが WEFの世界 5大リスクに含まれるようになった。 ケンブリッジ・グローバル・ リスク指
数は別の見方も示しており、 ショック・イベントで予想される世界の損害のおよそ3分の1は
自然災害に由来し、 約 4分の1は経済・金融市場におけるエクスポージャーに起因すると
示唆している 1。 		

レジリエンス：そのマクロレベルとミクロレベル

スイス・ リー・インスティテュートは、 レジリエンスをショック・イベントの結果生じる所得およ
び資産の損害を最小化する、 経済あるいは社会の能力であると定義している。 イベントの
中にはマクロ経済的影響に発展し得る大規模なものもあり、 社会のレジリエンスはショックに
対処する全体的な経済的能力に左右される。 当社ではこれを 「マクロ」 レジリエンスと呼ん
でいる。 保険においてレジリエンスという用語は、 主要な社会的課題としての自然災害やテ
ロ、 あるいはサイバー脅威などの文脈で広く用いられている。 シグマ今号では、 「ミクロ ・レ

ジリエンス」 を、 ショック・イベントに対する個人、 家計およびビジネスの脆弱性と能力を表
す用語として新しく作り出している。 		

保険はレジリエンスをマクロおよびミクロレベルで構築する際の中心的要素である。 これは、
保険を社会のレジリエンス強化の主要な手段として含めている国際連合 （UN） の持続可
能な開発目標 （SDG） においても認識されている。 持続可能な開発に関する 2030 アジェ
ンダは、 明確な表現でレジリエンスの様々な側面を捉える数多くの目標を含めている 2。 特
に災害リスクの削減は、 幾つかの SDG における中核である。 包括的かつ持続可能な経済
成長、 社会保障、 食品安全、 農業、 農村および都市開発、 男女平等、 女性の経済的エ
ンパワーメント、 零細・小規模・中規模企業の発展なども開発目標達成における保険の役
割を説明するものである。

損害の視点からみると、 自然災害は世界
のレジリエンスに対する中核的な脅威

レジリエンスとは様々なリスク・イベントから
生じる損害を最小化する能力

マクロおよびミクロ ・レジリエンスに関わる当
社のコンセプトは国連の17の持続可能な
開発目標に一致する

世界の成長の鈍化、 膨れ上がる財政赤字、 マイナス金利、 政治リスクや不平等および自然災害の拡大、 気候や技術の変化などをはじ
めとして、 複雑で相互に繋がるリスクの増加に世界は直面している。 こうした状況の下、 ショック・イベントに対する国や家計部門の対応能
力を理解することは重要である。 当社が新たに構築したレジリエンス指数は、 この目的に適っている。

1　グローバル ・ リスク指数、 2019 年エグゼクティブサマリー、 ケンブリッジ ・ リスク研究センター、 ケンブリッジ大学
　　2018 年
2　私たちの世界を変える ：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ、 国際連合、 2015 年
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本号シグマの範囲
今回のシグマでは、マクロおよびミクロの両観点からレジリエンスの概念を指数形式で定量

化している。 我々は、 スイス・ リー・インスティテュート （SRI） とロンドン・スクール・オブ・
エコノミクス （LSE） が共同開発したマクロ経済レジリエンス指数を紹介する。 これは経済レ
ジリエンスを時系列で計測し追跡するものである。 マクロ ・レジリエンスの 「スコア」 は国の
財政・金融政策における柔軟性と能力を捕捉するとともに、 その構造的な社会・経済的
枠組みも反映している。 次に、 SRI 保険レジリエンス指数も紹介するが、 これは個人および
家計における主要 3大リスク （自然災害、 死亡、 医療） 分野とプロテクション・ギャップの
財政的安定性への保険の有用性と貢献度を計測する。 具体的には、 この指数は自然災害
による損害を補償する上での保険の寄与、 家計の主たる稼ぎ手が早死した場合の所得代
替の必要性、 金銭ストレスの原因となる医療費支出の割合などを推定する。 図1は、 本
号シグマの以降の章における説明の展開を図示したものである。 	

 

スイス・ リー・インスティテュートは社会・
経済的福祉に対する保険の寄与度を計
測する指数を開発している

図1 
本号シグマの概念的枠組み

 

 

 

 

	 出典：スイス・リー・インスティテュート

1 SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数
 ショック・イベントに対処する経済的
    能力を時系列で追跡

2 SRI保険レジリエンス指数
 家計および組織の財政的安定性に
     対する保険の寄与を計測

3 保険がどのようにしてマクロ・レジリエンス
    を強化するか
 ミクロ・レジリエンスとマクロ・レジリエンス間
    の保険主導の関連性企業保険におけるプ
    ロジェクション・ギャップに対する評価を含む

我々の新しいレジリエンス指数群
レジリエンス：ショック・イベント後の損害の最小化能力

自然災害バッファー、構造的コンポーネント 死亡 医療

未開拓のレジリエンス機会＞1兆米ドル

4 保険による可能性を最大限に捕捉する
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マクロ経済レジリエンスの計測

現在多くの国で起こっている経済の減速は、 ショックを吸収する国の将来の能力について疑
問を提起している。 低水準のマクロ経済レジリエンスは、 例えばギリシャにおける最近の経
験が示しているように破滅的な結果をもたらす可能性がある。同国経済は、2008年に始まっ
た世界金融危機とその後2012年に起こったユーロ圏のソブリン債務危機への対処に必要
なショック吸収のためのバッファーと調整メカニズムが不足していた。 その結果、 ギリシャ経
済は1930 年代の米国大恐慌よりも深刻な景気後退に陥った 4。 現在のところギリシャ社会
は、 発生当時よりも大きく前進してはいるものの、 いまだにショックの余波と回復の途上にあ
る。 	

SRI-LSE マクロ経済レジリエンス指数

現在の世界的な傾向や国固有の発展を念頭に置くと、 経済のレジリエンスを高める各種要
素を完全に理解することが重要である。 この目的を達成するため、 共同で構築した SRI-
LSE マクロ経済レジリエンス指数 （E-RI） 5 を紹介する。 この指数は、 E-RI 「スコア」 を生成
するモデルを用いて国の経済および時系列全体にわたってレジリエンス水準の比較を行うこ
とを可能にする。 	

スイス・ リー・インスティテュートは、マクロ経済レジリエンスを経済のショック吸収能力と定
義する。 ショック吸収能力 （スコア） が高ければ高いほど、 経済のレジリエンスは高い。 当
社は E-RI を構築するに際して、 様々な側面を考慮している。 まず、 財政・金融政策といっ
た伝統的な政策手段のバッファー能力を計測するため、 新たな方法を提案している。 次に、
世界金融危機から得た教訓として、 金融指標をマクロ経済安定性の中核に置く。

第三に、 この指数は伝統的な経済的要素に加えて不平等や気候変動といった個々の国の
社会的課題も連動させることにより、 これらがどのように経済のレジリエンス向上に寄与して
いるか （もしあれば） を説明している 6。 社会的不公正は間接的に測定している。 例えば、
労働市場の効率性を評価するに際して、 労働人口における女性参加率や性別による賃金
格差のような不平等尺度を考慮する。 また、 人的資源を社会的流動性の尺度として考慮
に入れている 7。 	

ショック吸収能力を持たない国が深刻な
経済的影響をもたらす可能性がある	

スイス・ リー・インスティテュート （SRI） は
LSE と共同で国の経済ショック吸収能力
を正確に測定する革新的な指数を構築	

ショック吸収能力が高いほど経済のレジリ
エンスは高い

またこの指数は社会的課題も考慮に入
れている	

当社が新たに開発した SRI-LSE マクロ経済レジリエンス指数によれば、 現在の世界経済のレジリエンスは 2007 年当時より衰えている。
限界を超える金融政策、 構造的要因の脆弱化 （例えば、 銀行を巡る環境は依然として厳しい） などバッファーの低下がレジリエンスを
低下させる主要因となった。 幸いにも G43 諸国にはまだ財政政策の余地が残っている。 先進国の中では、 米国が EU 圏よりレジリエンス
が高い。 スイスおよびカナダ経済は一貫してレジリエンス上位 3 ヵ国にランクインしている。 新興市場のレジリエンスはわずかながら改善し、
経済成長の 「量」 から 「質」 への移行によってさらに改善が進む可能性がある。 環境および社会の持続可能性がすべての国にとってマ
クロ ・ レジリエンスの鍵である。  

3　G4 とは、 米国、 中国、 日本およびドイツ
4　M.King 著、 「欧州はギリシャの悲劇から学ばなければならない」、 bloomberg.com、 2019 年 7月11日　　　　　　
5　LSE とは、 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス （ロンドン大学） のこと。 スイス・
　　リー ・インスティテュートは LSE の Simeon	Djankov氏が戦略的 SRI-LSE レジリエンス・ リサーチ・イニシアティブ
　　において E-RI に貢献してくれたことに謝意を表する。
6 「気候変動：核となる金融安定性リスク」、 国際金融協会 （IIF）、 2019 年
7　ジニ係数は含まれていない。 その理由 （1） データの制約 （2） 不平等性は所得の不平等性を超えた次元のもの
　　であるため。
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手法
E-RI を構築するためには、 31の先進国と新興諸国の 2007年から 2018 年までの年次デー
タを用いている。 サンプル国は世界経済にとってシステム上重要な国であり、 世界 GDP の
およそ75% を占めている。 重要なことは、 これらの国には完全で堅固 （外れ値の影響を
受けない安定したデータ） かつ信頼性のあるデータ系列が存在していることである。 他の
大国（例えばアルゼンチンやインドネシア）が除かれている主たる理由はデータ不足である。 	

以下に示す表1は、 E-RI を構成する 9 つのコンポーネントとそれを含めた論拠の概要を説
明している 8。 この E-RI は、 バッファーと構造的コンポーネントという 2 つの包括的次元で構
成されている。 	

̤̤ マクロ ・バッファーのコンポーネントは、 経済の金融・財政政策を用いる余地を含んでい
る。 大まかに言って、 財政余地は、 国の資金調達が極端に困難になったり、 市場へのア
クセスを喪失したり、 など財政難に直面する可能性がどの程度かを測定するものである。
国が財政難に直面する可能性が低くなればなるほど国の有する財政余地は大きくなる。
金融政策余地のコンポーネントは金融政策の緩和あるいは引き締め能力を測定する。 と
りわけこれには、 長短期のゼロ金利制約への近さを含んでいる。 これは事実上、 利下げ
と量的緩和の能力と有効性を捕捉するものである 9。 		

̤̤ 構造的コンポーネントは経済の基本的な枠組みを定義する変数であり、 人材へのアクセ
スや銀行が現状の営業環境のもと直面する課題のように、 緩やかに変化し、 発展する
ものである。 大半の場合、 社会のショック吸収メカニズムの動的レベルは国の経済構造
から定義される。 すべての構造的な指標は指数そのもの、 もしくは既に入手可能な他の
指数のコンポーネントで構成される 10。 		

すべてのコンポーネント指標は 0から1までのスコアを持っており 11、 表1に表示されたウェ
イトによって加重される。 1は時系列およびサンプル国全体での最高スコアを表し、 0 は最
低である。 1という数値は、 特定のカテゴリーや年度において、 その国のレジリエンスが最高
であり、 ゼロという数値は最低のレジリエンスであることを意味する。 9 つのコンポーネントが
持つスコアを平均することによって、 サンプル国および地域における 2007年から 2018 年間
の全体的な E-RI スコアを導出している （詳細については別表を参照）。 	

当社の指数は世界の GDP の約75% を
占める 31ヵ国のサンプルを含んでいる	

この指数はマクロ的バッファーと構造的要
素から成っている	

指数の各コンポーネントのスコアは 0 （最
低のレジリエンス） から1 （最高のレジリ
エンス） まで

8　		不況尤度の推定のような別の分析では極めて重要なものであるが、 当社の指数は経済のショック吸収能力に		
					重点を置いているので、 不均一の指標は無視されている。
9　		経済および政治環境が広く異なっていることを考えると、 当社の指数における先進国と新興諸国に対するアプ	
					ローチは異なっている。 標準化アプローチは残る変数に対しても若干異なる。 詳細については別表を参照。
10　指数であるコンポーネントには、 例えば低炭素経済指標も含んでいる。 銀行の健全性はWEFの競争力指数の
					コンポーネントである。 詳細は別表で入手可能。
11　ゼロから1までのスコアは、 「ミニマックス」 アプローチを用いて算出されている。 様々なスケールを持つデータを

ゼロから1の数値に収める1つの技術である。
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表1 
SRI-LSE マクロ経済レジリエンス指数のコンポーネント

指標 ウェイト 出所 指標の定義 論理的根拠

マクロ・バッファー

財政余地 35% 世界銀行 （WB）、 国

際 通 貨基 金 （IMF）

のデータを基にスイ

ス・ リーが編集

1 国の財政余地の実証的推定。 これには対 GDP 比の国債残高、 ソブリン債の格付け、 実

質 GDP の伸び、 経常収支およびプライマリーバランス、 実質経済に対する外国為替圧力

の水準を含む 12。 新興市場については、数か月分の輸入に対する外貨準備高を含めている。

経済ショックの期間と深刻さを緩和するためには、 財政政策が最も重要な政策手段。

金融政策余地 15% WB のデータを基に

スイス・ リーが編集

中央銀行の金融緩和政策あるいは引き締め政策の能力を測定。 これには長短期のゼロ金

利制約または 「適正水準」 の利回り推定値への近さを含む。 新興市場については、 中央

銀行の独立性と、 米国連邦準備制度との政策の相異も含まれている。

経済ショックを吸収するには、 金融政策が重要な政策手段。

マクロ構造要素

銀行業界の状況 18% WEF 銀行経営幹部を WEF が調査した結果で、 1 国の銀行が一般的にどの程度健全とみなすこ

とができるかを示す。 この計測は経済的あるいは会計的手段に基づいていないが、 銀行業

の健全性に影響を及ぼす側面 （例えば、 資本バッファー、 ビジネスモデルの持続可能性、

規制の発展、 マクロ環境など 13） の一般的な認識に基づいている。

銀行業界と経済との相互関連性を鑑みると、 脆弱な銀行業界が背景にある場合、 ショックが誘

発される。  

労働市場の効率性 12% WEF 賃金決定の柔軟性、 雇用解雇慣行、 優秀な人材保持能力、 労働力における女性参加率

などを含む。

効率的かつ動的な労働市場は、 ストレス時の労働者の再配置を容易にする。

金融市場の発展状況 10% IMF このコンポーネントは金融市場が厚み、 アクセスおよび効率性の面でどのように発展してきた

かを要約したものである。

発達した金融市場は実体経済にとって入手可能な資金調達源を多様化させる。

経済の複雑性 4% 経済複雑性観測所

（The Observatory 

of Economic 

Complexity） 

国が生産 ・ 輸出した商品の洗練度合いと多様さに関する総合的な計測値。 当該経済の生

産能力の幅と厚みを示している。

高機能で多様な製品を生産する経済は、 特定セクターのショックの影響を低く抑えることがで

きる。  

保険普及率 2% スイス・ リー 元受総保険料 （生命および損害） の GDP に対する比率 保険はショック吸収機能を担い、 財政のボラティリティを平準化する。

人的資本 2% WB 健康および教育の水準がどのように生産性と社会的流動性を形成しているかを評価 社会の流動性やスキルの水準が高いと、 国は一段と動的になり、 ショックに十分耐えるとともに、

調整が可能になる。  

低炭素経済 2% Maplecroft 社 国の低炭素経済がすでにどの程度進んでいるかを測定。 （生産および / または排出におけ

る低化石燃料または脱炭素）

気候変動は世界のサプライチェーンとインフラに破滅的な影響を与える。 これは国の財政や企業

の自己資本、 あるいは個人の資産に悪影響を及ぼす 14。   

注 （1） ウェイトおよび指数の実証的妥当性の詳細については別表を参照。 堅牢性テストでは、 ウェイトを少しばかり変更しても国の順位はそれほど変わらないことが分かった。

　　　（2）　財政余地にはクレジット ・ デフォルト ・スワップのような市場価格は含まれていない。 価格はすべての国において入手可能なものではなく、 何が財政難の可能性を増幅させるか、

　　　　　　などのファンダメンタルなマクロ分析ができないからである。

　　　（3） 保険普及率のウェイトは低い。 その理由は、 金融ボラティリティ平滑化の価値命題の大部分は （家計や企業の） 「ミクロ」 レベルで発生するからである。

出典 ： LSE、 スイス・ リー ・ インスティテュート   

12　外国為替圧力の計測は、米ドルに対する名目為替レートの購買力平価為替レートに関係する。過大評価された通貨は経済の競争力が低いことを意味しており、それは財政破

綻の可能性を高める。当社は外国為替圧力を金融政策余地ではなく、財政余地指数の中に含めている。これは、ユーロ圏のソブリン債危機が、通貨切り下げを迅速に行えなけ

れば、財政ポジションに甚大な影響を与えることを示したからである。ユーロ圏のような通貨同盟では、過大評価は、例えば賃金や価格の低下など（GDPや雇用水準の面で極

めて高コスト）、実体経済の悪化によってのみ回復することができる。また、完全変動相場制を採用する大国もまた、1978年の英国の場合のように、厳しい財政難や再建を経験

する可能性がある。

13　銀行の自己資本基盤などの規制当局への報告はすべての国について入手できず、十分な期間のものもない。

14　気候変動：核となる金融安定性リスク、IIF、2019年
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世界のマクロ・レジリエンスの現状値は2007年当時より低下

世界の生産高の大きな割合 （75%） を占める 31のサンプル国のマクロ ・レジリエンスのス
コアは、 現在の世界経済のレジリエンスが10年前より低下していることを示している。 サン
プル国の 80% の 2018 年のレジリエンス・スコアは 2007年より低下し、 さらに 30% は顕著
に低下している 15。 こうした傾向の主たる要因は、多くの先進国における金融政策のオプショ
ンの枯渇であり、 さらには、 世界金融危機以降、 政策努力により金融機関の強化が図られ
たものの、 銀行セクターの営業環境は引き続き課題が多いことである。 また金融市場の発
展や労働市場の効率性、 あるいは社会の流動性といった他の指数も同様に、 2007年と
2018 年の間におよそ10パーセント ・ポイント（ppt）悪化している。 一方、 財政余地はかろ
うじて拡大したが、 その改善は主として新興市場がもたらしたものである。 	

図 2 は、 2007年、 2013 年、 2018 年の先進および新興サンプル国の E-RI 総計の構成の
変化を表したものである。 この変化は各時点における環境を反映している。 例えば、 2007
年と比較した 2013 年の先進国の財政的余地の縮小は、 その当時、 頂点に達したユーロ
圏のソブリン債危機によって一部説明が可能である。 	

世界経済のレジリエンスは 2007年以降
弱まってきた	

現時点における経済環境の変化がレジリ
エンス変動の背景にある

図2 
先進国および新興市場における  
マクロ・レジリエンス指数の構成と  
水準の変遷

 

	 出典：SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数
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15　この 30% の国では、 レジリエンス・スコアが 2007年より少なくとも10ppt 低かった。 最もレジリエンスを改善した
のはトルコであった。 2007年にトルコはサンプル国最低位にランクされていたが、 2018 年には最下位から 5 番目
となった。 この主要な改善要素は財政余地の拡大であった。
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先進諸国のレジリエンス水準は 2007年を下回ったままであるが、 総合的なバッファーとし
ては 2010 年の低水準から幾分上昇している。 これは主として財政余地の拡大と銀行シス
テムの信頼性の緩やかな改善といった兆候がみられることによってもたらされたものである。
重要なことは、 金融市場の厚みは 2007年以降低下し、 効率性は落ちてきていることであ
る 16。 市場参加者が流動性に伴う危機のリスクに警告を発していることから、 政策立案者
は民間資本市場をさらに強化すべきである 17。 一段と多様化された資金調達源へのアクセ
スがレジリエンスにとって鍵となる。 さらに、 保険普及率が上昇すれば財政への影響低下に
貢献し、 経済ショックが起きた場合でも民間借入の必要性が低下する （「保険はマクロ ・レ
ジリエンスをどのように高めるのか？」 の章を参照）。

新興市場の経済は、 レジリエンスのスコアが先進諸国より低い。 しかし心強いのは、 新興
市場のレジリエンス・スコアが時とともに少しずつ改善していることである。 この緩やかな動
きは、 世界金融危機の影響が新興市場において相対的に少なかったことを若干反映してい
る。 とはいえ、 絶対値レベルでは新興市場の財政政策が大幅に改善している。 今後を考え
ると、 新興市場の経済成長が 「量」 から 「質」 へと移行するのに伴い 18、 そのマクロ ・レ
ジリエンス水準も自然に強化されることが期待される。 	

重要なことは、 表面的には 2007年と現在の差は世界レベルで小さく見えているかもしれ
ないが、 危機対応の状況もまた変化したことである。 最近の地政学的ストレスの高まりは、
例えばG20 レベルで見られるように、 効果的な政策協調の結果を台無しにする可能性が
ある。 世界的な危機に対する協調姿勢が見られない中、実際のレジリエンス水準は、世界、
先進国市場、 新興市場の E-RI スコアが示唆するよりも低い可能性がある。 	

先進諸国は 2010 年以来、 バッファーを
増大させてきた

新興市場のレジリエンスはわずかながら
上昇しており、 「より質の高い」 成長が今
後も続くと期待される

世界的な危機に対する協調姿勢が見ら
れない中、 世界のマクロ ・レジリエンスは
はるかに低い可能性がある

16　IMF の金融市場発達指数は、 先進諸国の金融市場の発展が2007年以降遅れていることを示している。
17　世界金融危機後の 10 年：世界の変貌、 J.P.モルガン、 2018 年
18　新興市場の経済成長率は将来低下する可能性があるが、 GDP の構成は引き続き進化するだろう。 GDP におけ

る製造業の割合は低下すると予想される一方、 サービスはその重要性を増すだろう。 「シグマ 2019 年第1号：
新興市場：見通しは厳しいが希望の兆し」 を参照。
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マクロ経済レジリエンスの地域別概要
地域を一体として見ると、 様々な国の多様な発展度合いの差異を互いに打ち消し合い、 区
別のつかない状況となる。 ここで、 地域および国レベルでの指数をより詳細に見る 19。 E-RI
全体では、北米 （ここでは米国とカナダ） が現在のところ最もレジリエンスの高い地域となっ
ている。 米国は世界金融危機の震源地であったものの、 米国とカナダのレジリエンスはとも
に世界平均をはるかに上回っている。 この要因は強固な経済的ファンダメンタルとバッファー
によるものであり、 これには効率的な労働市場、 開放された資本市場および豊富な財政余
地が含まれている。 また、 絶対値レベルでは低いものの、 米国とカナダには、 ユーロ圏な
どより大きな金融政策余地が存在する。 	

広い意味では新興市場全体と一致するが、 中南米のレジリエンス水準は 2007年以降わ
ずかながら改善した （図 3 を参照）。 とはいえ、 構造的な枠組みには課題が残っている。
すなわち、資本市場は十分に発達しておらず、労働市場は低い労働生産性と高いインフォー
マル雇用水準を示している 20。 加えて、人的資本の背景は脆弱であり、人口の 38% は （再）
貧困化の可能性がある 21。 とはいえ、 地域ごとには大きな違いが存在している。 チリは、十
分な財政余地と堅実な銀行の営業環境があるため、 比較的うまく行っている。 他方メキシ
コとブラジルでは、 指数の 3分の 2 においてスコアがチリを下回っている 22。 		

幸い、 アジアとオセアニアにおける 2007～2018 年のマクロ ・レジリエンス・スコアは、 世界
のレジリエンス低下にもかかわらず、極めて安定していた。 中国と日本のレジリエンス水準は、
大まかに言って引き続き変わっていない 23。 一方、 インドの経済レジリエンスはわずかながら
低下し、 その大部分は E-RI の金融セクター 24 のスコア低下に起因している。 とはいえ、 イン
ドは将来のレジリエンスのための投資として、低炭素経済に資する、称賛に値する努力を行っ
ている。 	

オーストラリアは意外な結果を示した。 同国はほぼ30年間にわたって「景気後退知らず 25」
であり、 全体的なレジリエンスは 2007年以降わずかながら改善しているにもかかわらず、
E-IR の観点から見れば、 ほぼ中間にランクされている。 同国の銀行業界は、 世界金融危
機の期間中、 他の先進国より堅調であった。 また、 オーストラリアは中国に近く、 中国との
経済的結び付きからも恩恵を受けた 26。 しかし、 低炭素経済、 経済の複雑性、 労働市場
の効率性といった指数のコンポーネントでは高スコアを得ていない。 さらに当社の見方では、
レジリエンスを引き続き守るには一段と大きな財政余地が極めて重要となるだろう。

北米は強固なファンダメンタルズとバッ
ファーによって現在最もレジリエンスが高い

中南米のレジリエンス水準は改善してき
たが、 構造的な枠組みには引き続き課
題が残る

アジア太平洋のレジリエンス・スコアは安定

オーストラリアの今後の経済的成功は、
特に財政余地の確保に大きく左右される
であろう

19　データに制限があるため当社のサンプルではアフリカからは1ヵ国 （南アフリカ） しか含めていない。 欧州および
　　　アジアの新興諸国は別のカテゴリーとして切り離されていない。
20　中南米およびカリブ海諸国における市場体制の形成に関する最近の経験、 国際労働機関 （ILO）、 2014 年
21　中南米においても社会の流動性は続くか？、 世界経済フォーラム （WEF）、 2016 年
22　中南米における経済および保険市場環境の詳細な分析については、 スイス・ リー ・インスティテュートの 「中南

米地域市場報告書、 2019 年」 を参照。
23　両国については次項で詳細に検討する。
24　銀行の健全性、 保険普及率および金融市場の発展を含んでいる。
25　「景気後退知らず」 とは、マイナス成長が2四半期連続で起きないこととして定義される。
26　「オーストラリア ： 2018 年第 4 条協議」、 IMF、 2018 年、 および N.Irwin 記、 「オーストラリア経済の奇跡から世界
　　　が学ぶこと」、 ニューヨークタイムス、 2019 年 4月6日
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ユーロ圏におけるマクロ経済レジリエンスが2007年以降最も大きく低下した。主たる要因は、
（1） 幾つかの国における脆弱な財政ポジション、 （2） 金融政策のオプション枯渇、 （3） 銀
行システムの固有の脆弱性、 （4） 労働市場の非効率性、 （5） 金融市場の発展の遅れであ
る。 金融政策の枯渇は、 財政余地と他のレジリエンス・カテゴリーに重要な影響を与える。
例えば、 ユーロ圏の多くの国で、 現在の財政余地は財政再建により 2007年あるいは 2012
年より拡大しているが、 そのかなりは欧州中央銀行 （ECB） によって可能になったものであ
る 27。 財政余地とは、 政府による極端な資金調達難を回避する能力である。 過去10年
間の ECB の政策は厳しい資金調達環境の発生を防ぐことにあり、 そうした資金調達環境
が発生しても、 それほど長くは続かなかった。 ECBが効果的に対抗できないような市場の
ストレスが再浮上した場合、 ユーロ圏の財政余地は当社の現在の推定が示唆する以上に
制約を受ける可能性がある。 言い換えれば、 金融政策余地の低下は、 財政余地を一時
的にいくらか拡大させたが、 ユーロ圏のバッファーが限られていることから、 市場のセンチメ
ント悪化にさらされ続けている。 さらに、 超緩和的な金融政策は実体経済における資金調
達源のさらなる多様化に貢献することはなかった 28。 一方、 E-RI の （マクロ） 構造要素は
2007年以降悪化しており、 ユーロ圏の経済の動的化が2007以来大きな進展を見せてい
ないことを示唆している。 		

図3 
マクロ・レジリエンスの絶対水準（地域、年別） 

	 出典：SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数
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レジリエンスが最も低下したのは 2007年
以降のユーロ圏…

27　超緩和的な金融政策はプライマリーバランスの赤字拡大能力を増大させる一方、 ユーロ圏の成長も支えてきた。
　　　当社の推定では、 両要素とも財政余地を拡大させる。
28　金融政策余地の指標と IMFの金融市場発展指数は、 ユーロ圏においてほぼ 0.9 の正の相関関係にある。 この
　　　ことは金融の介入が増せば増すほど、 地域の金融市場の幅広さと厚みが低下することを意味する。
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図4 は、 ユーロ圏周辺国のレジリエンスが中核国よりはるかに低いことを示している 29。 周
辺国におけるレジリエンスが低い主たる要因は、 財政余地が低く、 銀行セクターが脆弱で
あることにある。 ギリシャとイタリアのマクロ・レジリエンスが最も低く、 従ってマクロ・バッファー
と経済的枠組みの強化によって得られるものは大きい。 		

マクロ経済バッファーの脆弱性を考えると、 ユーロ圏のレジリエンスを一段と強化するために
は欧州資本市場同盟とともに前進し、 完結することが鍵になるだろう。 これは金融市場を
深化させ、 地域の資金調達源を多様化し、 金融政策の重圧をいくらか軽減することになる
だろう。 当社の見解では、 銀行再編を進め、 労働市場を徹底的に見直すことも喫緊の課
題であろう 30。 			

…一方、 域内のレジリエンスの水準は微
妙に異なる

図4 
ユーロ圏中核国と周辺国のE-RIの分解  
（2007年、2013年、2018年）  

 

 

	 出典：SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数
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29　周辺国には、イタリア、ポルトガル、スペイン、ギリシャおよびアイルランドが含まれる。 この定義は、 IMF による 「ユー
     ロ周辺地域における企業（デ）レバレッジのマクロ金融への影響、2013 年」に沿っている。 中核国はドイツ、フランス、
					オーストリア、 オランダおよびベルギーである。
30　ユーロ圏 ‐ IMF の実務者が 2019 年第 4 条協議報告の終了を宣言、 IMF、 2019 年
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「ビッグ4」：米国、 中国、 日本およびドイツ
経済および保険市場の巨人 「ビッグ4」 （米国、 中国、 日本およびドイツ） は世界のレジリ
エンスにとって極めて重要である。 これら 4 ヵ国のマクロ ・レジリエンスの水準は異なってい
るが、 現在のところすべての国に大幅な財政余地がある。 以前からずっとそうであったわけ
ではない。 例えば日本では、 2010 年から 2013 年にかけて円高によって財政余地が大幅
に縮小し、 経済競争力は低下した。 さらに、 同時にプライマリーバランスの赤字幅が大幅に
拡大し、 その後縮小した。 スイス・ リー・インスティテュートの分析では、 財政圧力がさらに
拡大すれば、日本の巨額の公的債務負担は現実の問題となることが示唆されている。また、
他のすべての条件が同じなら、 経済的圧力や財政ストレスがかかった場合、 財政余地は一
般的に低下する。 中国は公共部門のバランスシートのデータの複雑性を考えると、 当社が
推定する同国の財政余地にはやや不確実性が存在すると思われる 31。 しかし、 先進諸国
は皆過去10年間にわたり金融緩和策を続けてきたことから、 いずれにせよ、 中国の方が
一段と大きな金融政策の余地を持っているといえる。 		

 

「ビッグ4」 のマクロ経済レジリエンス強化
は、 世界のショック吸収能力を向上させる
だろう	

図5 
「ビッグ4」のマクロ経済レジリエンス・スコア  
とコンポーネント、2018年 

 

	 出典：SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

財政余地
保険普及率
労働市場の効率性
人的資本

金融政策余地
低炭素経済
金融市場の発展状況
経済の複雑性
銀行業界の状況

20182010201820102018201020182010

米国 中国 日本 ドイツ

31　詳細については、 国際金融協会 （2019 年） の 「中国が失敗しなかった理由」 を参照。 しかし、 複雑なデータ
					は特に新興市場の別の幾つかの国でも使用されている。
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重要なことは、 ビッグ4諸国の経済構造が2007年以降、 大幅に動的になることがなかっ
たことである。 しかし、 幾つかの注目すべき国レベルでの進展もある。 例えば、 ある調査
結果では、 米国における銀行セクターの状況は比較的順調であるが、 ドイツはそれほど順
調ではない。 注目されるのは、 ドイツの労働市場の効率性を測定した結果、 2010 年から
2018 年にかけて同国の労働市場の効率性は大幅に上昇しており、 それが同国の高い E-RI
スコアに貢献していることである 32。 一方、 中国は過渡期にある。 金融リスクの解消は進行
中であり 33、 経済自由化を促す大幅な改革が実行に移されつつある。 こうした移行にも、
潤沢な財政余地と金融政策余地が必要であり、 またそれにより下支えされる。 	

世界の生産高とレジリエンスにおけるこれら 4 ヵ国の圧倒的な地位を考えれば、 これら諸国
には低炭素経済への移行を加速するよう促したい。 この点に関しては、 4 ヵ国すべてに大幅
なキャッチアップ能力が備わっている。 政府は環境の持続可能性を国家政策の重要目標
にすべきである。 ドイツは、 その大規模なクリーンテクノロジー産業やエネルギーミックスの進
化、 強固な政策上の取り組みを考慮すると、 低炭素経済移行へのロールモデルとなる絶
好の立場にある 34。 こうしたレベルでの国内的な改善も、 世界的にプラスの波及効果をも
たらす可能性があろう。 	

世界で最もレジリエンスに富む国 
国レベルでは、 スイスとカナダが一貫してレジリエンスの高い上位3 ヵ国にランクされている。
表2 は、 2018 年のサンプル国の内でレジリエンスの最も高い上位5 ヵ国について、 個々の
コンポーネントと E-RI 全体のスコアの状況を示したものである。

中国が進める金融リスク解消策は評価で
きるものであり、 潤沢な財政余地と金融政
策余地によって促進されている

「ビッグ4」 は環境の持続可能性を重要
な政策目標にすべきである

スイスとカナダが経済的に最もレジリエン
スの高い国として常に上位にランクされて
おり…

表2  
2018年のレジリエンス上位5ヵ国

財政余地 金融政策余地 低炭素経済 保険普及率
金融市場の

発展状況 人的資本
経済の
複雑性

労働市場の
効率性

銀行業界の
状況

経済
レジリエンス
指数（E-RI）

スイス 0.99 0.10 1 0.72 1 0.86 1 1 0.91 0.84

カナダ 0.99 0.18 0.29 0.61 0.85 0.93 0.55 0.94 1 0.81

米国 0.95 0.21 0.21 0.57 1 0.74 0.93 1 0.77 0.79

フィンランド 0.99 0.12 0.73 0.89 0.57 1 0.91 0.69 1 0.77

ノルウェー 0.98 0.15 1 0.26 0.73 0.71 0.57 0.79 0.87 0.75

注：サブコンポーネントを含むすべての国別内訳は付表を参照

出典：SRI-LSEマクロ経済レジリエンス指数	

32　詳細については、 IMFの 2015 年の 「ドイツの労働市場改革と失業後の所得」 を参照。
33　中国では金融セクターのリスク解消が進行中。 「中華人民共和国－ 2018 年第 4 条協議」、 IMF、2018 年を参照。
					例えば、 IIF のグローバル債務モニター・データベースによると、 中国の民間債務 （家計および非金融企業） 総
					計の GDP に対する比率は 2019 年第1四半期で 210% であった。
34　詳細については、 HSBC、 2019 年の 「脆弱な惑星－低炭素移行の政治と経済」 を参照。
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今日のスイスおよびカナダのE-RI 総合指数（それぞれ0.84 と 0.81）は2007年（0.89と 0.83）
よりわずかに低下しているが、 両国とも世界金融危機後比較的急速に回復した。 2018 年
に至る数年間のマクロ ・ レジリエンスの重要な柱は、 （1） 強固な国家財政、 （2） 成熟した
金融市場と高い保険普及率、 （3） 効率的な労働市場と動的な社会の流動性による不平
等性の低さ、 （4） 全体的に健全な銀行業界の状況であった 35。 またスイスは、 環境の持
続可能性の観点からも極めて優れたスコアである。 現在の両国のレジリエンスの主要な弱
点は、 金融政策に余裕がない点であり、 これについては 2007年から大幅に悪化している。
フィンランドとノルウェーもほぼ同様の性格を有するレジリエンスの高い国であり、 不平等性と
持続可能性の面でスコアが高くなっている。 	

しかし、 いずれの国にせよ、 レジリエンスは広い観点から判断されるべきである。 例えば、
スイスはユーロ圏と強いつながりがある上にその規模も大きいことで、 大陸の近隣国の低レ
ジリエンスはスイス経済にとって懸念材料となる。 E-RI スコアは、 一定の諸国や地域が概
ねレジリエントである理由を分析するには役立つが、 レジリエンス・スコアが高いことは、 必
ずしもどんな事象でも当該国が単独であらゆるタイプのショックに耐えられるということを意
味するわけではない。 レジリエンスは自国から始まるが、 究極的には世界で共有されるべき
ものであり、 全世界的な責任である。

マクロ ・レジリエンスに関する普遍的な留意点

経済レジリエンスにとって重要なのは政策の選択である。 世界金融危機の前と直後におけ
るマクロ経済政策が危機後の生産高の変化に影響を与えたと IMF は説明している 36。 とり
わけ強固な財政ポジションと思いきった政策対応が生産高の減少を軽減するのに役立った。
しかし、 全体的に現在の政策バッファーは 2007年よりも希薄になっている。 国や国際レベ
ルでマクロ経済レジリエンスを強化する、 一段と迅速で強力な努力が行われない場合、 次
に世界危機が発生した際に金融・財政政策面でさらなる協調的な行動が必要になるもの
と考えられる 37。 		

…両国における共通点として強固な国家
財政、 成熟した金融市場、 そして高い保
険普及率がある

国のレジリエンス・スコアは世界的な観点
から見る必要がある

強力なバッファーがなければ、 別の危機
が発生した場合、 協調的な金融・財政
政策の決定が必要になるだろう…	

35　個々のコンポーネントの詳細は付表に示されている。
36　2008 年の金融危機から 10 年後の世界経済の回復、 IMF、 2019 年
37　観念的には、 政府と中央銀行は危機の際にどのようにして、 何時、 何を適用すべきかという透明なルールを持っ
					ている。 また、P.Bolton 他著、「中央銀行を独立させる方法」、プロジェクト・シンジケート、2019 年 7月11日を参照。
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ショック吸収のためのバッファーの強化と経済の脆弱性の改善は、しばしば相伴うものであり、
行動すべきは今である。 スイス・ リー・インスティテュートのマクロ ・レジリエンス調査は幾つ
かの一般化された教訓を提示している。 	

̤̤ 超緩和的な金融政策は有害無益である。 それは、 人為的に良好な財政ポジションをも
たらし、 国の資金調達源の更なる多様化を阻害し、 構造改革を抑制することによってレ
ジリエンスを低下させる。

̤̤ マクロ ・バッファーの低下と構造改革の推進不足は、 将来の景気後退を一層長期化させ
る可能性がある。 	

̤̤ 国は環境および社会の持続可能性をその政策アジェンダの中核目標にすべきである。
例えば、 国連の SDG達成プロセスとレジリエンス水準のさらなる上昇は相互に強化し合
う関係にある。 経済的なレジリエンスなしで社会は SDG を追及できず、 逆もまた然りで
ある 38。 SDG17項目の内14項目は E-RI によって直接的または間接的にカバーされてい
る。 一方、 特に性別による不平等性や賃金格差もまた取り上げられる必要がある。 IMF
の推定では、 世界的に女性の労働力参加率は男性のそれよりおよそ 25 パーセント ・ポ
イント低く、 男女賃金格差も根強く残っている 39。 男女の不平等性は国の人材プールを
制約し、効率的な資源配分を妨げる。 こうした不平等性の改善をどのように進めるかは、
その国の経済発展レベル次第である。 しかし、 発展のレベルが低いことは、 例え最初は
小さな一歩だとしても課題への取り組みをスタートさせない理由にはならない。 	

̤ ̤ レジリエンスの一分野だけでも取り組めば、 他の分野や地域に対するプラスの波及効果
が期待できる。 例えば、 金融市場に厚みをもたせることは、 保険普及率の向上や人的
資本レベルの上昇、 あるいはより効率的な労働市場と関係する 40。 同様に、 保険普及
率の向上は財政に対するショックの影響を低下させ、 その結果、 必要時の財政余地を
拡大させる。 また、 これは個人の借入れの必要性も低減させる。 バッファーの一面また
はファンダメンタルな経済の枠組みを改善させるために目標を絞った対策は、 レジリエン
スの他の側面も同時に向上させ、 その結果、 好循環が起こり始める。

スイス・ リー・インスティテュートの分析はマクロ経済レジリエンスの入門書である。 この調査
は LSE の厳格な審査を受けている。 結局のところ、 世界経済の健全性の指数化と国およ
び世界のショック吸収能力のけん引役の決定は、 絶え間なく変化し続ける課題である。 当
社は毎年国別 E-RI を更新するとともに、 方法論的アプローチやデータソースの見直しを継
続していく予定である。 	

民間部門と公共部門はレジリエントなマクロ経済に対して利害を共有しており、 民間部門は
公共部門のレジリエンス強化を支援することができる。 公共政策に関する下記表3の当社
提言リストは、 世界のマクロ経済レジリエンスの強化に寄与すると思われる幾つかの具体的
な行動の要点を述べたものである 41。 		

…そして行動すべきは今である

当社の分析はマクロ経済レジリエンスの入
門書	

38　平和、 正義、 強固な制度といった SDG はマクロ ・レジリエンスの前提条件である。 同時に、 技術革新の目標、
					インフラ、 良好な健康と教育、 貧困の廃絶などはマクロ経済の安定性なくしては達成できない。
39　女性の経済的エンパワーメントの追及、 IMF、 2018 年
40　正の相関関係はサンプル全体の 0.4 から 0.55 の間
41　この提言リストはスイス・ リー ・インスティテュートのシグマ 2018 年第 5号 「世界経済および保険の見通し
					2020」 を更新・修正したものである。 取引可能な資産クラスの導入や官民パートナーシップの増加といった前回
					報告書にある他の要素は、 持続可能な成長を促進するための鍵として残っている。
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表 3 
マクロ ・ レジリエンスを改善するために推奨されるアクション

テーマ 説明

機関 公共機関 ̤̤ 独立した中央銀行や国際機関を含む公共機関の強化はレジリエンスが高い経済の前提

条件である。

̤̤ しかし、 こうした機関が独立しているという理由だけで、 政策対応に過度な負担をかけて

よいわけではない。

̤̤ 経済レジリエンスは機関や国全体における共通の課題である。

より完全なソブリン・データと

バランスシート収集努力

̤̤ IMF は、 各国政府が責任を負い所有するもの （例えば、 純粋公共財） の全体像を高い

精度で把握するため、 公共部門のバランスシートのデータを収集しようとしているが、 各

国政府はこれに貢献すべきである 42。

̤̤ これによって脆弱性、 バッファーあるいは行動が必要な部門などの分析が可能となる。

政策 構造改革アジェンダ ̤̤ 改革課題は各国個別であるが、 一般的には下記に焦点を当てるべきである。

̤ －	人的資本の平等性拡大、 労働市場における効率性と柔軟性の拡大、 金融市場のさら		

						なる発展

̤ －	ユーロ圏では、 資本市場同盟の完成が鍵

財政余地の強化 ̤̤ GDP リンクのソブリン債やカウンターシクリカル （景気変動抑制的） な資本バッファーとして

機能する大災害リスクの移転といった国の偶発的資金調達手段の奨励

̤̤ 長寿リスクや気候変動リスクのような公共部門の偶発債務への取組み

脆弱性に対処するための自動安定

化装置の広範な利用

̤̤ 銀行資本に対するカウンターシクリカル （景気変動抑制的） な資本バッファー、 強力な社

会保障制度、 失業保険制度などの自動安定化装置の広範な利用。 これにより、 経済と

金融の不均衡への対処が行われ、 機関ごとへの政策対応の配分が可能になる。

取引可能資産クラスとしての

インフラ

̤̤ 政府は、 「直ちに開始可能な」 インフラ・プロジェクトのリストを持つべきである。 これは長

期的な経済成長の可能性を支えるであろう。

̤̤ 取引可能なインフラ資産クラスを持つことで、 民間部門の参加を可能にし、 投資コストを

負担させることにも有用である。

広範囲にわたるデジタル戦略 ̤̤ 生産性を向上させるため、 政府は教育の重視も含め、 広範囲にわたるデジタル戦略を導

入すべきである。

ソリューション 民間資本市場での解決を奨励 ̤̤ 保険を含め、 より奥深く効率的な金融市場を通して金融の発展を確実にする

̤̤ 一段と支援的な公共政策によって、 民間部門は社会的課題と政府の偶発的債務の軽減

により大きな役割を果たすことができる。 （例えば、 世界の退職後の貯蓄ギャップあるい

は公的医療費に対処するため資本市場および元受（再）保険によるソリューションの提供）

持続可能投資の奨励 ̤̤ 2015 年気候変動協定および国連 SDG に対するさらなる前進はマクロ ・レジリエンスを強

化することになる。 各国政府がサステナブル・ファイナンスに関する共通タクソノミーに同意			

			し、 リスクに基づいた市場整合的な環境・社会・ガバナンス （ESG） 投資に対する規制

上の枠組みを確立すれば、 民間部門はその役割を果たすことができる。

出典：スイス・ リー ・インスティテュート

42　公共の富の全体像、 IMF、 2019 年
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ミクロ・レジリエンス－プロテクション・ギャップと
現存保険カバーの計測 

スイス・ リー ・ インスティテュートが独自に開発した SRI 保険レジリエンス指数によると、 3 つの中核的リスク分野 （自然災害、 死亡および
医療費） に対するレジリエンスは 2000 年以降先進国と新興市場の双方において改善してきた。 死亡と医療費に対する新興国のレジリ
エンスは、 世界金融危機以前で大幅に改善したが、 その後は次第に下降線をたどった。 3 つのリスク分野の推定プロテクション・ ギャッ
プが 2018 年には過去最高の総額 1兆 2,000 億米ドルになる中、 2000 年以降レジリエンスが最も強化されたのは、 先進国の財物災害
保険と新興市場の生命保険セクターによるものであった。  

ミクロ （保険） レジリエンスの定義と計測

本章では、 レジリエンスの概念をマクロレベルから家計部門およびビジネスのレベルまで拡
大する。 言い換えれば、ミクロレベルのレジリエンスである。 スイス・リー・インスティテュートは、
自然災害、 家計の主たる稼ぎ手の死亡、 最悪の医療費支出といったショック・イベント後に
家計が保険によっていかに助けられるかを観察し、 そのそれぞれについて保険レジリエンス
指数 （I-RI） を開発した。 	

ミクロレベルでは、マクロレベルで用いられてきたレジリエンスの定義とは異なる定義が必要
である。ミクロレベルでは、静的なレジリエンスはある時点における家計健全性に対するショッ
クの影響度合いを指す。 動的なレジリエンスは、 家計がショックから回復する能力を指す。
例えば、 レジリエンスの低い家計は、 ショックに対処するため、 生産的な資産の売却や退
職資産の一時積立停止あるいは健康・教育の維持断念を余儀なくされることがある。 	

当社の I-RI は、 プロテクション・ギャップに関する研究に基づいており、 必要な保障と利用
可能な保障との間の関係を計測する。 その方法はそれぞれの危険事象ごとに異なるが、
設計のコンセプトは比較可能な指標を提供することである。リスク・エクスポージャー、保険料、
貯蓄、 その他該当する社会経済的な変数は時とともに変化する。 レジリエンス構築におけ
る進捗を計測するために、 スイス・ リー・インスティテュートはこの傾向を、 入手可能な保障
を必要とされる保障で除した値で相対的に推定している。 また、 この指標は国や地域に関
する有意な比較を可能にしている。 こうした比較を可能にするために、 プロテクション・ギャッ
プは保険料相当額で表されている。

家計部門のショックに対する耐久力を保
険がどのようにして向上させるかを計測す
る指数を当社は開発した

ミクロレベルでは、マクロ分野とは異なり、
レジリエンスについて別の定義が必要で
ある

SRI 保険レジリエンス指数は、 3 つの中核
リスク分野で必要な保障と利用可能な保
障との間の関係を計測する
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SRI 自然災害保険レジリエンス指数
自然災害は家計やビジネスに対して大きな脅威をもたらす。 災害は家計の健全性に広範な
影響だけでなく、しばしば大きな負の影響をもたらし、信用スコア、債権回収、破産、クレジッ
トカード債務、 住宅ローンの延滞、 抵当権実行など、 ほとんどの関連する測定値に悪影響
を及ぼす。 こうしたマイナスの効果は根強く残り、 時間とともに拡大しさえする 43。 保険は自
然災害による経済的影響から保険契約者を守る役割を果たしている。 実証研究では、 保
険補償は復興の可能性を増加させ、 経済的苦境を抑え、 回復に要する時間を短縮するこ
とを示している 44。 		

手法
スイス・ リー・インスティテュートは SRI自然災害 I-RI を導き出すために次のような手順を踏
んでいる 45。 

̤̤ シグマのデータから、 保険はこれまでの10年間に自然災害による世界の経済的損失の

およそ33% を補填してきたと推定。
̤̤ しかし、 過去の状況が現行のリスク・エクスポージャーのすべてを捉えているわけではな

い。 多くの自然災害は、 衝撃力は強いが発生頻度の低いイベントである。 特に大地震は
滅多に起こらないものであり、 過去のデータでもわずかしか存在していない。

̤̤ 従って、 スイス・ リー・ インスティテュートは、 スイス・ リーの自然災害リスクモデル
MultiSNAP でモデル化された将来の見通しによって、 これまでのデータを補完している。

̤̤ このモデルは、 大きなエクスポージャーが存在する国における地震、 暴風および洪水と
いう 3 つの主要リスクについて予想損害分布を作成している。

̤̤ 当社の自然災害 I-RI については、 こうした確率と経済価値、 保険価額の推定市場ポート
フォリオを用いて、 サンプル34 ヵ国全体について 2018 年にそれぞれの危険によってもた
らされた年間予想損害総額および損害てん補額を査定している。

̤̤ 他の120 ヵ国の予想損害推定額については、国連防災機関の 「グローバル評価リポート」
によって、 独自のモデルシナリオを補完している。

̤̤ 2000 年に遡る地域指数の数値は、 スイス・ リー・インスティテュートの大災害損害デー
タベースに示された地域別のこれまでの平均推定保険損害額と経済的損害の割合の変
化に基づき現在のモデルで推定された 2018 年の数値をバックキャスティング （逆算） す
ることによって導出された。

保険は自然災害による経済的影響から
家族を守ることに一役買っている

43　傷害への侮辱：自然災害と住民の財政的健全性のハイライト、 アーバンインスティテュート、 2019 年 4月
44　C.Kousky 著、 「復興とリスク軽減における自然災害保険の役割」、 資源経済学の年次レビュー 11号、 2019 年
45　個人種目のリスクに加えて、 企業リスクもこの指数の元になっている財物大災害モデルに含まれている。
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当社は3つの特定危険事象の結果生じた2018年の世界の自然災害による損害額を2,920
億米ドル、 プロテクション・ギャップを保険料相当ベースで 2,220 億米ドルと推定している。
プロテクション・ギャップがモデル化されたエクスポージャーの76% であり、 これは 2018 年
の世界 I-RI は 24% であったことを意味する。 最も大きなプロテクション・ギャップは地震で
あり （1,350 億米ドル）、 次いで洪水 （500 億米ドル）、 暴風 （370 億米ドル） である。 エク
スポージャーに占める割合で見たギャップは危険事象によって大きく異なっており、 最も高い
のが地震 （87%） および洪水 （73%） で低いのが暴風である （41%）。

世界の自然災害 I-RI は過去20 年間にわずかに上昇し、 2000 ～2018 年の上昇率は1.5
パーセント ・ポイント （ppt） であった。 同期間における先進諸国の統合 I-RI は大幅に上昇
したが （8ppt）、新興諸国は 2007年以降わずかに低下した （マイナス1.5ppt、図 6 を参照）。
I-RI の低い新興諸国の占めるウェイトの増大は、 世界の指数全体における成熟国の改善を
一部相殺している。 地域別に見ると、 ニュージーランドにおける地震保険の強制付保およ
びオーストラリアにおける洪水保険を強化しようとする取組の成功によって、 オセアニアが最
も高い I-RI スコアを示している。 オセアニア、 先進 EMEA （欧州、 中東およびアフリカ）、 新
興欧州および中央アジアのそれぞれの I-RI は、 2018 年までで最大の改善を示した 46。 ア
ジアと中東はわずかな上昇にとどまり、 アフリカのレジリエンスは低下した。 新興諸国におけ
る自然災害 I-RI の低下は、 多くの市場における過去20年間の旺盛な経済成長が民間保
険セクターの発展を上回った結果である。 	

2018 年の SRI自然災害 （暴風、 地震お
よび洪水） レジリエンス指数は低水準

図6 
2000~2018年の世界および地域別の自然災害保険レジリエンス指数

出典：スイス・リー・インスティテュート
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世界の自然災害 I-RI は、 レジリエンスに
劣る新興諸国の重要性が増したため、
2000 年以降の改善はわずか

46　先進 EMEA については、 ドイツの洪水保険の普及が大幅に進む一方、英国では洪水再保険制度が導入された。
					トルコでは 2000 年に強制地震保険制度が導入された。 最初の普及率は低かったが、時がたつにつれ改善した。
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SRI 死亡保険レジリエンス指数
元々はリスク保障、 とりわけ死亡カバーが生命保険会社の中心課題であり価値命題であっ
た。 しかし時がたつにつれて、 多くの保険会社はそのコアコンピタンスをリスク保障から退職
貯蓄の管理へと移行させてきた 47。 これは生命保険会社のリスク保障から生じる保険料が
貯蓄型ビジネスに比べて比較的小さいことを示している。 しかし、 世界金融危機とそれに続
く超低金利で保障ビジネスの方が再び魅力的なものとなり、 生命保険会社はバイオメトリッ
ク・ リスク （生体情報を用いる） 商品の販売促進を行ってきた。 多くの世帯で、 一家の稼
ぎ頭の早期の死亡に対する、 適切な財政的保障がいまだ不足していることを考えれば、 こ
れは好ましい動きである。

死亡に関するプロテクション・ギャップとは、 主たる稼ぎ手が死亡した場合における、 家計
の将来所得と、 未払い債務 （例えば住宅ローン） の返済および生活水準の維持に必要な
資金との差である。 入手可能な資金には既存の金融資産や生命保険契約からの保険金
支払、 社会保障給付などが含まれる。 こうした既存の資金で代替できない必要部分が死
亡に関するプロテクション・ギャップである。 ギャップは通常、 稼ぎ手の存命期間中の家計
所得の上昇や経済の発展により増加する。また、負債水準の上昇によっても増加する。ギャッ
プの規模は、 保険保障や金融資産あるいは社会保障給付の増加と逆相関する。

手法
スイス・リー・インスティテュートはSRI死亡I-RIを導き出すために次のような手順を踏んでいる。 

̤̤ 家計の完全な分布については入手できるデータが限られていることから、 死亡に関する
プロテクション・ギャップは扶養家族を持つ労働人口に関する平均的な情報を用いて推
定する。

̤ ―　家計所得の平均
̤ ―　家計の純資産平均
̤ ―　遺族に対する社会保障給付の平均、 および
̤ ―　生命保険による保障の平均
̤̤ 当社は退職年齢までの代替所得を推定するだけである。 退職貯蓄の積立不足問題は、

この分析の目的の範囲外である。
̤̤ 死亡 I-RI は保険による保障の動向を相対ベースで計測する （入手可能な保障を必要な

保障で除している）。
̤̤ スイス・ リー・インスティテュートは地域別の死亡に関するプロテクション・ギャップの数値

を以前発表していたが、 世界ベースではなかった 48。 今回のシグマでは、 地域別の手法
は調査対象市場すべてについて標準化されており、その結果、 死亡に関するプロテクショ
ン・ギャップの数値は以前の地域固有の発表数値と異なる可能性がある。

̤̤ 同様に、 以前の発表数値は死亡に関するプロテクション・ギャップを死亡保険金額で示
している。 今回のシグマでは、 自然災害および医療の保険プロテクション・ギャップとの
比較を容易にするため保険料相当額を使用している。

生命保険会社は過去数十年にわたり生
命保険よりも貯蓄商品の販売に重きを置
いてきたが、 この傾向は世界金融危機以
降変化した	

死亡に関するプロテクション・ギャップとは、
残された扶養家族の生活水準の維持に
必要な資金と入手可能な資金との差で
ある

47　シグマ 2004 年第 4号 「死亡保障：生命保険の中核部分」、 スイス・ リー、 を参照。
48　以前の研究と同じ手法の適用については、 「米国の生命保険：25 兆米ドルの死亡保障ギャップを埋める」、 スイス・
					リー・インスティテュート、2018 年、「死亡プロテクション・ギャップ：アジア太平洋」、スイス・リー、2015 年、および 「中
     南米における死亡プロテクション ・ギャップ」、 スイス・ リー、 2013 年を参照。
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当社は、 必要な保障から入手可能な保障を除すことによって、 2018 年の保険料相当額
ベースでの世界の死亡に関するプロテクション・ギャップが3,860 億米ドルであったと推定す
る。 このことは、 世界の死亡保障 I-RI （入手可能な保障の必要な保障に対する割合） が
45%であったことを意味する（図7を参照）。 言い換えれば、主たる稼ぎ手が死亡した場合、
世界の世帯が生活水準を維持するために必要な資金は、 45%が生命保険、 社会保障遺
族給付金あるいは家計貯蓄のいずれかによって 「保障」 されていることになる。 総計ベース
では、 これは 2000 年以来 2ppt 低下している。 自然災害リスクの場合と同様に、 世界ベー
スの指数の低下は主として I-RI 数値の低い新興市場のウェイトの増加によってもたらされた
ものである。 	

新興市場の死亡 I-RI は、 2018 年には 25% となり、 2000 年以降 9ppt の大幅上昇となっ
た。 この改善は世界金融危機前の数年に集中し、 2007～2008 年にピークに達した。 新
興市場指数の現在のレベルは依然として先進国の I-RI レベルの半分以下であるが、 先進
国のそれは今世紀初頭の 55%から 2018 年には 58%である。 また先進諸国では、 I-RI は
金融危機前に上昇し、 2009 年に急落した後、 再び上昇した。 先進諸国の中では、 米国
の死亡 I-RI は 2000 年より 2018 年の方が顕著に低いが、 これは賃金代替必要額と債務
が累積金融資産と停滞気味の生命保険保障よりも早く増加したからである。 それにもかか
わらず、 死亡に関するプロテクション・ギャップは絶対値でも、 相対値でも 2012年以降は
縮小してきている。 	

欧州の大半の市場では、 2000 年当時より現在の方が比較的レジリエンスが高い。 しかし、
改善の大部分は世界金融危機以前に生じている。 アジア太平洋 （APAC） では、 死亡に
関するプロテクション・ギャップは日本を除くすべての国で 2005 年以降絶対値ベースで拡
大し、 最も顕著であったのは中国とインドであった。 相対的には、 保険業界は多くの国、 と
りわけ先進APAC においてギャップ縮小に関し大きく前進した。 台湾、香港、 韓国および日
本の保険普及率は、 貯蓄型商品にけん引されて世界で最高水準にある。

2018 年では、 家計の生活水準維持に
必要な資金の 45% は生命保険と他の資
金源によってもたらされた

図7 
2000～2018年の世界と地域別の死亡保険レジリエンス指数

出典：スイス・リー・インスティテュート

0

10

20

30

40

50

60

70

80

先進諸国
新興諸国
全世界

2
0

1
8

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

%（100＝全額付保）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

新興アジア太平洋
先進アジア太平洋
新興欧州

先進欧州
中南米
米国およびカナダ

2
0

1
8

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

%（100＝全額付保）

58

45

25

55

47

16

相対的に見れば、 保険業界は 2000 年
以降、 特に新興市場にて、 死亡に関する
プロテクション・ギャップの縮小に向かっ
て前進した

欧州および先進アジア太平洋は同様にレ
ジリエンスが高い
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SRI 医療保険レジリエンス指数
医療は国のミクロ ・レジリエンスに重要な役割を果たしている。 世界保健機関 （WHO） に
よると、 世界人口の半分以上がいまだに基本的な医療サービスの保護を受けていない。 さ
らに、 およそ1億人が医療費のために毎年極端な貧困に押しやられている （およそ10人
に1人は家計予算の少なくとも10% を医療に費やしている）。 すべての国連加盟国は持続
可能な開発目標 （SDG） の一環として、 2030 年までにユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC） を目標としている 49。 	

手法
当社は SRI 医療 I-RI を導き出すために次のような手順を踏んでいる。
̤̤ 当社の指数は、 医療費調達ギャップ （政府または保険制度で補填されない実際の医

療費支出） のみを計測する。 この指数はいわゆる治療ギャップ （すなわち、 必要では
あるが有効性や購入能力の欠如のために利用されない医療サービス） は対象としない。

̤̤ 当社は、 官民制度により入手可能な保障と必要な保障の間の比率を推定する。 入手可
能な保障とは、 医療費総額と家計にストレスとなる自己負担との差である。 必要な保障
は医療費総額である 50。

̤̤ この指数には、 いかなる水準の自己負担支出が家計にとってストレスになるかの推定が
必要である。 これは国の発展状況に左右される。 例えば先進諸国では、 自己負担支
出の大きな部分は共同負担 （コインシュランス） および定額控除額 （ディダクティブル）
の一部である。

̤̤ これらは保険プランの1つの設計要素であり、 その目的は人々 が責任をもって医療サービ
スを購入することを奨励し、 コストを引き下げることにある。 ストレスとなる自己負担の医
療支出の基準決定に関する詳細については別表を参照のこと。

̤̤ 当社は以前、 家計調査データに基づき、 アジアの地域医療プロテクション・ギャップに
関する数値を発表していた 51。 ここで実施したグローバルな分析では、国レベルのマクロ・
データに基づき、 基準モデルを開発した。

̤̤ 以前の当社発表では、 医療プロテクション・ギャップは保険金額で示していた。 本稿で
は他のリスク分野との比較を可能にするため保険料相当額で表示している。

毎年1億人が医療費のために貧困に押
しやられている

49　UHC とは、 すべての個人が財政的苦難に苦しむことなく必要な医療サービスを受けることを意味する。
50　この概念は、 レジリエンス指数の定義において保険カバーがどのような役割を果たしているかという観点からする
					と、 本セクターで取り上げた他の 2 つの危険事象とはいささか異なっている。
51　アジアの 1兆 8,000億米ドルの医療プロテクション・ギャップを埋める、 スイス・ リー・インスティテュート、 2018年
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UHCへの移行については多くの国がすでに順調な前進を遂げているが、 この事実は医療
の I-RI が重要な他のリスク分野に比べて比較的高水準 （93%） にあることを、 ある程度説
明している。 ここでは政府が大きな役割を果たしている。 医療指数が比較的高水準にある
のは、 資金調達ギャップのみを計測し治療ギャップについては計測しないという当社の手法
もその理由になっている。 もし後者も含めれば、 指数は大幅に低下するだろう。 しかし、 レ
ジリエンス指数が高いにしても、 保険料相当額で 6,160 億米ドルの保障ギャップは 3 つのリ
スク分野で最も高い。 この大きなギャップは、 医療支出の GDP に対する割合が高いことに
起因している。 したがって大半の国では、 事前積立型医療の拡大余地がある。 しかし、 公
共セクターは多くの分野で資金積立圧力に直面しており、 政府は高齢化による医療ニーズ
の高まりに関するコスト増に応えることが次第に難しくなっている。

図 8 は、 医療 I-RI が 2000 年以降どのように変化してきたかを示している 52。 世界的には、
I-RI は 2000 年の 94%から 2018 年には 93%へとわずかに低下しているが、 この低下はグ
ローバル指数における新興市場のウェイトの増加によるものである。 同時に、 この指数水準
の高さは、 自然災害および死亡 I-RI と直接的に比較可能な訳ではない。 指数において極
めて高額な自己負担の推定額は、壊滅的な支出額だけでなく、医療費総額と比較される。
また、 全体的に高水準の保障は、 医療に対する政府および強制民間保険の支出割合の
高さからももたらされる。 自然災害イベントや早期の死亡と比べ、 医療保険は社会政策の
必需品であるとの見方が多くの国における認識である。 2000 ～2018 年に至る改善の大
部分は新興アジア太平洋で生じており、 その医療 I-RI は 52%から70% に上昇した。 これ
は UHC の大改革が中国、 インド、 インドネシア、 フィリピン、 タイおよびベトナムで進んだこと
を反映している 53。 一方、 先進アジアと先進欧州における医療費の高騰と人口老齢化は政
府予算を悪化させ、 公共医療予算の伸びの鈍化と自己負担の上昇をもたらしている。 	

SRI 医療 I-RI は UHC に起因して 93% と
他のリスク分野に比べて高水準にあるが、
これは当社手法の特殊要因にも起因する

多くの国で、 医療保険は社会政策の必
需品と見なされている

図8 
2000～2018年の世界と地域別の医療保険レジリエンス指数

出典：スイス・リー・インスティテュート
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52　データ不足のため、 直近 2年 （2017年および2018 年） は予測である。
53　Wagstaff.A.その他著、 「普遍的な医療保険に向けた進歩の測定：24 の発展途上国への適用」、 オックスフォー
     ド ・ レビュー ・オブ・エコノミック ・ポリシー、 32巻 （1）、 2016 年
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SRI 保険レジリエンス総合指数

保険レジリエンスの全体的な測定に向けて 
政策立案者に対するミクロ保険レジリエンスの関連性は、 人口に対する全体的な福祉を促進す
る保障と脆弱性の両面にある。 全人口的な福祉効果の水準と変化を評価するには、 I-RI 全体
に前述のサブ指数を統合するのが有益である。 出発点として、 図9は3つの主要危険事象に
対するプロテクション・ギャップの地理的分布を示している。主たる観察結果は以下の通りである。 

̤̤ 2018 年の世界の自然災害プロテクション・ギャップは保険料相当額で 2,220 億米ドル
であった。 死亡リスクに対するプロテクション・ギャップは 3,860 億米ドル、 医療費支出リ
スクに対しては 6,160 億米ドルであった。

̤̤ 3 つのリスク分野のプロテクション・ギャップ総計が最も大きいのは新興アジアである
（4,560 億米ドル）。

̤̤ プロテクション・ギャップ総計で次に最も大きいのが米国とカナダを合わせたものであり
（2,080 億米ドル）、 その大半は米国 （1,940 億米ドル） である。

̤̤ 先進欧州が第3位のプロテクション・ギャップ総計 （1,590 億米ドル） となっている。 こ
の地域は 3 つのリスクの中で死亡に関するプロテクション・ギャップが一番大きい、 唯一
の地域である。 この値は医療プロテクション・ギャップより大きくなっており、 当地域で医
療制度が確立していることを反映している。

̤̤ 先進アジアには、 言うまでもなく巨大な地震エクスポージャーがあり、 3 つのリスクの中で
自然災害プロテクション・ギャップが最大となっている唯一の地域である。 	

 

全人口ベースの福祉効果の水準と変化を
評価するには、 I-RI 全体に様々なサブ指
数を統合するのが有効

図9 
保険料相当額で見た地域別保障ギャップ（単位：10億米ドル）と元受保険料に対する割合（%）、2018年

注：カッコ内の数字は、各保険種目の元受正味保険料に対するプロテクション・ギャップの割合（%）を示している。死亡については貯蓄保険料を含む生命保険市場全体を示し

ており、財物自然災害については財物保険料のすべてである。2018年の死亡リスクに対する世界のプロテクション・ギャップは元受保険料総額の14%であった。自然災害リスク

については56%、医療は46%だった。

出典：スイス・リー・インスティテュート
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相対値でみると、 先進欧州の自然災害 I-RI が最大であり、 死亡 I-RI は先進アジア太平洋、
医療 I-RI は米国およびカナダならびに先進欧州であった （図10 を参照）。 	

図10 
地域別の保険レジリエンス指数、2018年

出典：スイス・リー・インスティテュート
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次に、 個々のリスク分野の地域 I-RI を、 保障ニーズに従ってウェイト付けしながら世界の
I-RI に統合する。 図11は、 2000 ～2018 年までの世界保険レジリエンス・サブ指数と 3
つのリスク分野におけるプロテクション・ギャップを要約したものである。 概念的相異があ
るため、 異なるリスクに対するサブ指数のレベルは直接的には比較できない。 しかし、 指
数の変化は比較可能である。 主たる観察点の要約と関連する説明は次の通りである。 

̤̤ 2000 ～2018 年の自然災害に対する世界のレジリエンス指数はわずかながら上昇したも
のの、 24％という低水準にとどまった。 世界死亡指数は47％から 45%へと若干低下し、
医療レジリエンス指数は 94%から 93%へと緩やかに低下した。

̤̤ 世界総計の低下傾向は、 過去20年間の新興諸国の力強い伸びと、 これらの諸国にお
ける保険普及率の低下に起因している。 個々のリスク分野すべての I-RI 値は先進国より
新興諸国の方が低い。

̤̤ 自然災害は、 世界の保険カバーがリスク・エクスポージャーより若干早いペース （6.8%）
で伸びている唯一の分野である。 とはいえ、 自然災害のプロテクション・ギャップは 6.4%
増加しており、 GDP成長率の 5.3% よりも速い伸びとなっている。

̤̤ 新興市場の死亡および医療レジリエンスは 2000 ～2007年にかけて著しく改善した。
改善は世界金融危機後に失速し、 その後徐々に衰えた。

個々のリスク分野の I-RI 値は、 すべて新
興諸国が低い

図11 
世界のプロテクション・ギャップと  
SRI保険レジリエンス指数との比較  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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図12 は 3 つのリスク分野の 3 つのサブ指数を当社グローバル I-RI に統合したものである。
3つのリスクと各 I-RI の基本概念に違いがあるため、指数全体としてはそれぞれに同等のウェ
イトを用いている 54。 主要な観察結果は次の通りである。
̤̤ 世界の高額医療、死亡および自然災害リスクを統合した全危険事象でのプロテクション・

ギャップは、 保険料相当額で 2000 年の 6,270 億米ドルから 2018 年には1兆 2,000
億米ドルにまで増加し、 史上最大となった。

̤̤ 世界の全危険事象における統合指数は、 2000 年から 2006 年で1.2ppt 上昇し、 55.9
のピーク値に達したが、 世界金融危機前に穏やかに改善した。 その後、 この指数は
2018 年までに、 各対象危険事象の異なる傾向を反映し、 2.1ppt 低下した。 	

̤̤ 2000 ～2018 年に死亡指数は 2.5ppt、 医療指数は1.1ppt 低下した。 死亡指数は
2000 ～2007年までの間に 2ppt 上昇したが、 世界金融危機以降は低下した。

̤̤ 財物災害 I-RI は僅かながら改善した （+1.5ppt）。
̤̤ グローバル指数の全期間に渡る低下は、 新興諸国の急速な成長がもたらしたマクロ現

象である。
̤̤ 統合 I-RI は先進諸国 （+3.8%） と新興諸国 （+4.5%） の双方で改善した。 しかし、 平

均 I-RI は新興諸国の方が低い。

3 つのリスク分野を集約した統合 I-RI は
2000 年から 2018 年までの間に成熟国
と新興諸国の双方で改善

図12 
SRI全危険事象グローバルプロテクション・  
ギャップおよび保険レジリエンス指数  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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54　死亡に関するプロテクション・ギャップは逸失所得の推定額であり、 一方自然災害および高額医療支出は大部
　　　分が短期的な費用に関連している。 すなわち、 医療 I-RI は構造的に一段と高い I-RI を導く異なった基準概念に
　　　基づいている。
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保険はマクロ・レジリエンスをどのように高めるのか？

保険市場へのリスク移転は、 ミクロレベルでのメリットを超えて、 ショック・ イベント後の復興促進を強化するとともに、 二次的なネットワー
ク効果を通じて、 マクロ経済のレジリエンスを高める。 さらに、 他の一連のモデルでも、 保険普及率が高ければ高いほど、 マクロ経済のボ
ラティリティは低いことが分かっている。 当社はまた、 サイバー脅威、 企業の無形資産、 事業中断など、 新たに発生しつつある企業保険
のリスク・プールを保険会社にとってのレジリエンス構築のさらなる機会であると考える。

保険のミクロレベルでのレジリエンスに関する分析では、 家計部門の福祉に壊滅的な経済
的影響を及ぼす可能性のある重大危険事象から発生する影響と、 それに関連する保険の
保障水準に焦点を当てる。 国家の福祉にとってこうした危険事象との関係は極めて重要で
あるため、 多くの国では、 少なくともある程度国のプログラムによって死亡リスク、 特に医療
リスクを保障している。 自然災害リスクに関しては、 大半の政府がリスクの緩和に焦点を当
てる一方、 リスク移転は圧倒的に民間の （財物） 保険市場がカバーしている。

保険による復興のための資金手当て

本章では、 自然災害 55 に伴う物的損害への保険補償が経済全体に及ぼす影響について、
焦点を当てる。 大災害による一次的な経済的影響は、 個人資産と企業の生産能力の破
壊である。 二次的な影響は、 道路の遮断、 （電気・ガス・水道など） 公共サービスの機能
停止、 顧客や従業員の職場復帰不能などによる経済活動の一時的な混乱である。 いず
れの影響も好ましくないが、 生産活動に資する資産の破壊は潜在GDP成長率の低下とし
て間接的に現れるだけであり、 実証的データに基づく定量化は困難である。 活動の一部
は延期されるだけであり （例えば、 耐久財の消費）、 一部は永久に実行されない。

自然災害の発生に伴う最初の破壊と混乱の数ヵ月後に、 経済活動が活発化し、 GDP が
一時的に上昇することがある。 これは、 災害後の緊急救援活動と再建を統計的に反映し
たものである。 清掃、 補修、 再建活動はすべて、 建設、 建築資材、 労働需要を増加させ
る。 洪水被害を受けた車両は入れ替える必要があるため、 新車販売に弾みがつく。 当社
の定量分析によると、大災害はGDP成長率を純ベースで低下させることが示唆されている。
混乱によるマイナス効果は、再建による成長へのプラス効果を上回る。 こうした調査結果は、
以前の研究結果と一致するものである 56。 こうした一連の研究は一般的に、 保険加入によ
り再建の可能性が高まり、 災害後の財政的困難を最小限に抑え、 復興を加速させることを
見出している。

巨大リスクから発生する個人レベルでの
影響は累積し、 国家の経済的福祉を直
撃する可能性がある

生産活動に資する資産の破壊は、 潜在
GDP成長率の低下として間接的にしか現
れない

当社分析では、 破壊によるマイナスの影
響は、 再建によるプラスの影響を上回っ
ている

55	入手可能なデータでは、 他の 2 つのリスク （死亡と医療） についての類似したモデル化は不可能である。
56		S.	Hsiang、 A.	Jina 共著、 「長期的な経済成長に及ぼす環境激変の因果関係：6,700 のサイクロンからの証拠」、
　　　全米経済研究局ワーキングペーパー、 No.	20352、 2014 年
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保険はマクロ・レジリエンスをどのように高めるのか？

保険補償の度合いが復興の速度と規模にとって重要である。 家屋の再建や事業の復旧は
資金調達次第である。 保険は復興途上地域への資源の恒久的な移転を促し、 その結果、
経済活動の混乱、 家計や企業への財政的ストレスを低下させる。 保険金の支払いがなけ
れば、 再建のための借入や資産の売却など他の手段で資金調達する必要がある。 そうな
ると、消費と投資に回せる資金が減少し、将来的なGDP成長率が低下する。 資金不足は、
再建能力に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。 このことは、 ニューオーリンズの事例で
も見ることができる。 2005 年のハリケーン・カトリーナから13年後の昨年、 同大都市圏の
規模は依然として災害前よりも約10％縮小したままであった。 これは、 多くの人々が戻って
きて再建することを選択しなかったか、できなかったためである 57。 	

保険によって迅速で効率的な復興が可能になるため、 全体的な生産活動の損失は減少
する。 保険金の支払いが直ちに行われなかったとしても、 すべての関連当事者 （例えば、
請負業者など） がいずれかの時点で支払われることを知っていれば、 保険に加入している
ことで再建は直ちに開始される。 例えば、 ニュージーランドにおいては、 2010 年のクライス
トチャーチ地震後、 支出システム （公的な地震委員会を通じて運営されていた） の複雑さ
によって初期的な保険金支払いは比較的遅かったにもかかわらず、 復興活動は迅速に実施
された 58。 	

再建のために支払われるべき保険金があるという期待から、 ネットワーク効果を通じて経済
活動に2層の好影響を及ぼす可能性がある。例えば、他のセクターの地元ビジネスオーナー
が顧客の帰還と再建を合理的に予測できる場合、 災害後の投資意欲が高まる可能性が
ある。 このようなミクロレベルの判断は、マクロレベル全体に好ましい影響を及ぼす。

保険は、復興を加速させるとともに、災害の緩和に向けた投資意欲を高めることを通じて、 レ
ジリエンスの向上に重要な役割を果たす。以前の研究では、保険は復興の成果を向上させる
が、 リスク軽減への影響はわずかである可能性が示唆されている 59。当社は、多岐にわたる
計量経済モデルを実行し、 保険が再建活動のための資金の提供を通じて成長 /復興に
プラスの効果を及ぼすことを確認した（結果の概要については図13 を、 詳細については別
表を参照されたい）。プラスの効果はイベント発生年が最も強く、 次の年もなお強力かつ大幅
であった（動的レジリエンス）。 その後の年度については、 効果は検証できなかったが、 これ
は他のマクロ要因が経済成長に影響を及ぼすほか、 再建活動が終結に向かうからである。

当社の調査結果は、 国際決済銀行の調査によっても裏付けされている。 国際決済銀行の
調査によると、 保険が掛けられていなかった場合、 大規模自然災害によって発生する損害
は経済活動に巨大かつ重大な悪影響を及ぼすことが明らかになっている。 しかし、 保険が
十分に掛けられている場合、 自然災害は、 今後の生産高の観点からは、 それほど重要性
を持つものではない 60。 こうした影響は、 保険が掛けられていない場合の打撃は大きいも
のの、 保険が掛けられている場合の復興はより早くなる低・中所得国においてはとりわけ顕
著である。 当社独自の分析もこうした調査結果を裏付けている。 保険損害によるプラスの
成長効果は先進国よりも新興国の方が強力である 61。 	

保険でどの程度カバーされているかが復
興の速度と規模にとって重要である

保険によって迅速で効率的な復興が可
能になり、その結果、 全体的な生産活動
の損失は減少する

また、 保険は地域経済に正の 2層ネット
ワーク効果をもたらす可能性もある	

当社モデルは、 保険が再建のための資
金提供を通じて、 復興にプラス効果をも
たらしていることを裏付けている

保険の影響は先進諸国よりも新興市場
の方が強い

57	　米国国勢調査局のデータ
58		G.	von	Peter、 S.	von	Dahlen、 S.	Saxena 共著、 「純然たる災害？ 自然災害がマクロ経済に及ぼすコストに関す
　　　　る新たな証拠」、 国際決済銀行ワーキングペーパー、 2012 年
59		C.	Kousky、 2019 年、 前掲書
60		G.	von	Peter その他著、 2012 年、 前掲書
61		M.	Breckner その他による 「経済開発と自然災害からのレジリエンス － 保険普及率と経済制度 － 会議論文」、
　　　 2016 年 2月12日の結果の反対



Swiss Re sigma No 5/2019 31

先進国における保険のプラス効果が統計的に証拠不十分である理由の一部は、 活発な経
済活動との関連で大災害の規模が平均的に小さくなるためである 62。 また、 先進国市場
では、 再建資金の調達に代替手段が十分に確立されているという理由もある （例えば、 政
府の支援や信用へのアクセスが容易であるなど）。 それとは別に保険は財政への影響を軽
減し、 民間借入の必要性を減少させることにより、 災害による経済的混乱の軽減に貢献す
る。政府は多くの場合、十分な保険に加入していない家庭や企業に財政支援を提供するが、
その結果、 財政赤字が拡大し、 他の分野に対する財政支出が制約される。 	

図13 は大災害から発生する損害に備えた保険補償が経済指標に及ぼす効果を要約した
ものである 63。 当社のデータセットから見て、先進国では、保険普及率が高ければ高いほど、
災害後の政府支出も少額となっていることが結論づけられる。 つまり、 保険普及率の高い
国では、災害による実質的な影響は限られており、財政赤字が拡大することもない。同様に、
保険普及率の高い先進国では、 イベント発生後1年の民間セクターの債務水準は低位に
ある。 多くの新興諸国では政府財源や信用へのアクセスが限定的であるため、 そうした国
においては保険がショック・アブソーバーとしてより重要な役割を果たしている 64。 		

その理由の1つは、 先進諸国では再建
資金調達に資する多くの代替手段がある
ためである

政府財源や信用へのアクセスが限定的
であることを踏まえると、 新興諸国におけ
る保険のショック・アブソーバーとしての影
響力はより顕著である

図13 
大災害から発生する損害に備えた  
保険補償が経済指標に及ぼす効果  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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注：✓✓は相関性が強いことを、✓は相関性が弱いことを、✘は相関性がないことを指す。

✘ ✘

62	　当社サンプルによると、 大災害から発生する損害の対GDP比は、 先進国市場では平均的にはるかに低い水準
　にあり、 有意性を持つ結果を発見することは統計的に困難である。

63	　大災害リスク管理に対する再保険市場の貢献、 OECD、 2018 年
64	　当社マクロ経済レジリエンス指数における新興市場の 「財政余地」 のスコアは平均的に低水準にある。
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高水準の保険普及率と低水準のGDP ボラティリティ

高水準の保険普及率と、 GDP の標準偏差で測定した低水準のマクロ経済ボラティリティは
相関関係にある。 当社計量経済モデルによると、 100 ヵ国以上のパネルデータで、 損害
保険の普及率と GDP ボラティリティの間には、 統計的に有意な負の関係が存在することが
明らかになっている 65。 ボラティリティに関する文献は、 経済成長に及ぼす保険の影響に関
する文献より少ないが、 この研究結果は以前に発表された研究と一致している 66。 保険普
及率に加えて、 経済制度の質も重要である。 制度が優れていれば優れているほど、 国の
マクロ経済ボラティリティは低下する （図14 を参照） 67。 こうした研究結果は、 当社マクロ
経済レジリエンス指数に保険市場の普及率、 金融市場の発展状況、その他の構造的要素
を組み入れることと整合している 68。 		

 

保険が社会のレジリエンスにどのように貢献するかという議論は、 保険の経済的恩恵、 およ
び保険とレジリエンスの間の伝達メカニズムに関する以前の理論的かつ実証的証拠に基づ
いている。 この研究は1950 年代に遡るものであり、 その当時、 異常危険準備金の必要性
低下、 信用メカニズムの 「円滑化」 に資する保険の役割といったメリットについて、 強固な
理論的解釈が確立された 69。 1964 年には国連貿易開発会議が 「健全な国民保険・再
保険市場は経済成長の本質的特徴である」 と断言した 70。 1997年にスキッパーは、 保険
がどのように経済成長に寄与するかを示す最初の綿密な枠組みを開発した 71。 当社はそれ
を修正することにより、 4 つの異なる伝達メカニズムを導き出した （図15 を参照）。

高水準の保険普及率と低水準のマクロ
経済ボラティリティは相関関係にある

図14 
低水準のマクロ経済ボラティリティと  
相関関係にある変数 

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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注：✓✓は相関性が強いことを、✓は相関性が弱いことを、✘は相関性がないことを指す。

✘

保険は4つの伝達メカニズムを通じて
経済成長に恩恵をもたらす

65	 このことは新興諸国において顕著である。 サンプルを新興市場と先進諸国に分別すると、 一部のモデルでは先
　　　進諸国に及ぼす影響はそれほど大きくない。
66		P.M.	Sub	Choi その他共著、「保険はマクロ経済のボラティリティをヘッジするか？ 世界的な証拠」、インベストメント・
　　　マネジメント ・アンド ・フィナンシャル ・ イノベーションズ、 第14 巻 2、 2017年 （307～315 ページ）
67		M.	Breckner らも先進諸国について同様の結果に到達している、 2016 年、 前掲書
68	当該指数とここでの分析に使用されたメトリクスの違いのうちの残りの部分は、 このセクションで使用されたより大
　　　きなパネルデータのデータ入手がより制限的であったことによるものである。
69		R.	Lester 著、 「保険と包摂的成長：政策研究ワーキングペーパー 6943」、 世界銀行、 2014 年
70		H.	Skipper著の「新興市場における外国保険会社：課題と懸念事項」で引用、インターナショナル・インシュアランス・
　　　ファウンデーション、 1997年
71		同上
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最初に、 保険会社はリスクのプライシング、 変換、 プーリングを通じて、 リスク管理の効率化
を進める。 これには企業セクターのリスク管理が含まれるが、 企業は企業保険に加入する
ことにより外的ショックに対する耐久力を一段と向上させることができる （「企業保険：指数

は存在しないが、 全体的なレジリエンスの重要な一部を形成」 の項を参照）。 事前のリスク管

理は起業家精神の保持を可能にし、 より効率的な資源配分を下支えする。 事後の経済的
補償を通じて、 保険は復興を加速させる。 こうしたミクロレベルでの影響が集積して、 全体
的な経済レジリエンスが形成される。 	

次に、 保険は長期資本を提供する安定的な供給源であり、 財務の安定性を高める。 特に
生命保険会社は長期の機関投資家であり、 金融市場の安定とマクロ経済のレジリエンスを
強化する重要な役割を果たしている。 保険会社は、 流動債務を負っていないことや （銀行
に対する取り付けと同じような取り付けは保険会社ではあり得ない）、 資本レバレッジが低い
ことから、 これを実施することが可能である。 	

3 番目に、 民間保険は政府プログラムを補完または代替することさえ可能であり、 納税者
の負担を軽減する。 例えば、 米国では年金保険や所得補償保険からの給付が社会保障
給付の約20％を占めており、 民間の医療保険会社が医療費の 35％を負担している 72。 保
険会社による救済は、 保険セクターによる履行が健全性規制により外的ショック時に確実
に行われる限り、 財政難にある政府にとって特に重要度が高い。

最後に、 元受 /再保険会社は経済的インセンティブを提供することにより、 損害の軽減を
可能にし、 保険契約者と社会全体に恩恵をもたらす。 保険は、 経済的インセンティブやリス
ク管理に関する専門知識の提供を通じて、 建築基準や防火など、 損害を防止するための
ベスト ・プラクティスを後押しすることができる。 大災害シナリオにおいては、 個々の軽減対
策が集積して、マクロレベルでの静的レジリエンスを形成する。

ミクロレベルでの保険加入が進めば、 こ
れが集積して経済全体のレジリエンスを
高める

保険会社は長期投資家であり、 これが
財務の安定性を高める

民間保険は財政支出を代替することが
可能であり、 財政的ストレスを緩和する

図15  
保険は社会のマクロ・レジリエンスにどのようにして恩恵をもたらすか

出典：スイス・リー・インスティテュート

効率的なリスク管理

 資本の解放
 キャパシティの増強により、過小保険または
　　無保険ショックへの耐性を高める

財務の安定性

 長期の資産と負債
 安定的な資本供給源
  レバレッジの低さ
 金融システムを安定させる役割

政府プログラムの代替

 財政難にある政府の負担を軽減
 健全性規制が必要

損害の軽減

 財務的なインセンティブ、引受基準
 データとリスクの管理に関する専門知識
 ベスト・プラクティスの損害防止対策を推進

安定した成長、
所得、消費

また、保険は損害を軽減するためにベス
ト・プラクティスの行使を奨励

72	米国保健福祉省およびメディケア・メディケイド ・サービスセンターのデータ。 スイス・ リー ・インスティテュートが
				算出
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企業保険 ：指数は存在しないが、 世界のレジリエンスの重要な一部を形成
SRI 保険レジリエンス指数は、 どちらかと言えば一般家庭向けの個人種目の保険を対象とし
ている。その他もう1つの保険機会として、企業活動を通じて発生するリスク・エクスポージャー
を補償するための企業保険がある。 こうしたリスクは多様かつ複雑であり、 指数を算出する
目的でモデル化することは困難であるため、 今回のシグマにおいてはその試みは行われて

いない。 その代わり、 ここでは企業保険セクターの定性的な外観を示すことにする。 企業
保険セクターの世界の保険料総額は現在、 8,000 億米ドルである。 このセクターは全体的
なレジリエンス方程式の重要な一部を形成するとともに、 新たなエクスポージャーが出現す
るに従い、 成長の期待できる機会を提供している。

企業がリスクを移転する主な動機は、 資金が最も必要なときに資金を確保することに
あり、 これによって破産のリスクと財務的苦境に伴うコストの低減を図る 73。 こうした財務
的苦境に伴うコストには、 条件が悪化する将来のローン、 サプライヤーおよびクライアン
トとの緊張関係、 中核社員の退職または人材流出防止のための高額賃金、 会社の株
価下落による他の外的ショックに対する耐久力低下などが含まれる。 また、 企業は伝
統的な財物リスクや賠償責任リスクをカバーするため、 企業保険に加入する。 生活の
デジタル化に伴い、 産業界においては新たな分野のプロテクション・ ギャップが発生し
てきている。 こうした場面においては、 企業保険は革新的なソリューションにより、 企業
のレジリエンス、 そして事実上の社会経済的なレジリエンスを構築することが可能であ
る。 ここで、 新たに発生しつつある 3 つの分野のリスクに関する機会について言及する。 
 
サイバーリスク ：	デジタル化はますます、 世界的な富の創出に貢献している。 その反面、 サ
イバーリスクも急速に高まっている。 直近の 「サイバー犯罪の経済的影響」 に関する研究に
よると、 2017年のサイバー犯罪による世界的なコストは世界全体の GDP の 0.6 ～ 0.8％、
すなわち 4,450 億～ 6,080 億米ドルに達すると計算されている 74。 これにはサイバー犯罪
による直接的被害、	ネットワーク・セキュリティの強化コスト、 「ハッキングされた企業とそのブ
ランドに対する評判の失墜と賠償責任リスク」、 機会コスト、 関連する保険コストが含まれる。
これとは別に、 最新のケンブリッジ・グローバル・ リスク指数においては、 サイバーリスクは
主要リスクの中で第 6位にランク付けされており、 世界の GDP の 41％を占める 279 の大
都市における年間被害額は400 億米ドルと推定されている 75。 これにより、 世界の他の都
市における GDP当たりのエクスポージャーが少額であると想定した場合、 世界全体で推定
1,000 億米ドル弱の損害が発生していることが示唆される。

企業セクターも全体的なレジリエンスの重
要な一部を形成

企業はリスクを移転することにより、 財務
的苦境に伴うコストを低減させることが
可能

ネットワーク・セキュリティ強化に資する取
組の積み重ねにもかかわらず、 サイバー攻
撃の危険性が増している

73		K.	A.	Froot、 D.	S.	Scharfstein、 J.	C.	Stein 共著、 「リスク管理：企業の投資と金融に関する方針の連携」、ジャー
　　　ナル・オブ・ファイナンス、 第 48 巻 5	1993 番、 1629 ～1658 ページ；	B.	Caillaud、 G.	Dionne、 B.	Jullien 共著、
　　　「最適な金融契約の企業保険」、 エコノミック ・ セオリー、 第16 巻1	2000 番、 77～105 ページ
74 「衰えを知らないサイバー犯罪の経済的影響」、 戦略国際問題研究所 （CSIS）、 2018 年 2月
75	　ケンブリッジ ・センター・フォア・ リスク・スタディーズ、 前掲書
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主要なサイバーリスクとして、 大規模な情報漏洩やクラウド ・ サービスの主要プロ
バイダーにおける障害、 あるいは世界的なマルウェア事例のような巨大リスクなど
が挙げられる。 最近の研究では、 クラウドは体系的なリスクの源泉であると分析
している。 その研究によると、 サイバー・ インシデントにより米国のクラウド ・ プロ
バイダー上位 3 社が 3～ 6日間ダウンした場合、 総額 69 億～147億米ドルの
損害が発生すると推定されている。 しかし、 その保険損害額は15 億～28 億米
ドルにすぎない。 換言すれば、 損害の約 80％は無保険である 76。 別の調査で
は、 広範囲におよぶマルウェア事例で100 億～270 億米ドルの保険損害が発生
すると推定されているが、 それは損害総額のわずか 9 ～14％相当に過ぎない 77。 		 
 
サイバー・インシデントの種類増加とエクスポージャーの増大に伴い、関連する保険ソリュー
ションに対する需要も拡大している。 しかし、 サイバー市場単体では依然比較的小規模
であり、 2017年の世界の保険料収入は45億米ドル程度であったと推定されている。 そ
のうち、 米国が 80 ～ 90％、 欧州連合が 5～ 9％を占めている 78。 この市場セグメント
は、 今後 5～10 年にわたり 2桁台の堅調な成長が見込まれ、 2025 年までに 200 億
～250 億米ドルに達すると予想されている 79。 		

̤̤ 無形事業資産に起因するリスク：今日、 企業価値は主として知的財産、 ネットワーク、 プ
ラットフォーム、 データ、 顧客との取引関係などの無形資産に由来している。 企業は物理
的な製品の製造から情報やサービスの提供に移行しており、 これに伴い企業のバランス
シートの構成にも変化が生じている。 不動産、 工場、 設備 （PPE） などの有形資産は
現在、 金融を除く S&P	500 企業の企業価値の19％を占めるが、 1995 年時点ではこの
数字はおよそ48％であった 80。 ポネモン研究所が今年実施した調査では、 米国におけ
る企業の無形資産は総額20兆～25兆米ドルと推定されている 81。 全世界では、 およ
そその倍であろうと当社は推定する。 また、 同調査は、 企業は情報資産の価値が PPE
資産よりも12％上回ると見ており、 このことから、 無形資産から発生する最高損害見積
額は有形資産を35％上回ると推定している。 ただし、 付保されている割合ははるかに
低く、 PPE資産の場合が60％であるのに対し、 無形資産は平均して 16％に過ぎない。   
 
「無形資産」 の事業価値が高まるにつれ、 保険ソリューションに対する需要は企業収益
やキャッシュフローの損害といった、 以前であれば付保することができなかった事業リスク
の補償を求める方向へと変化しつつある。 こうした損害の原因には、サイバー、事業中断、
製品のリコール、 風評、 天候、 商品価格などのリスクが含まれる。 現状では、 革新的な
保険ソリューションの大半はカスタムメイドであり、 パラメトリック・トリガーやダブル・トリガー、
さらにはストラクチャード ・ソリューションなどが利用されている。 こうした新たなリスク移転
関連の保険はすべて、 モデリングまたは引受に関する専門的知識を必要とするが、 そう
したモデリングまたは引受に関する専門的知識はデータの増大と高度なデータ分析によ
り可能になったものである。 デジタル・ トランスフォーメーションの前進とともに、 革新的な
ソリューションを用いた主力商品の開発機会が生じ、 その結果、 プロテクション・ギャップ
はさらに縮小する。

大規模で体系的なサイバー・リスク・イベ
ントによって巨額の損害が発生し得るが、
その多くは無保険

サイバー保険市場はいまなお小規模であ
るが、 今後は急速な成長が見込まれる

事業における価値創造は物的資産の生
産から転換

無形資産の価値が高まるにつれ、以前で
あれば付保不能と考えられていたリスクに
対する保険ソリューションの需要が高まっ
ている

76	「クラウドのダウン ：米国経済への影響」、 ロイズおよびエア・ワールドワイド、 2018 年1月
77	「バッシュ攻撃：感染性マルウェアによる世界的な感染」、 ケンブリッジ ・センター・フォア・ リスク・スタディーズ、 ロ

イズ・オブ・ ロンドンおよび南洋理工大学、 2019 年
78	「EU ・米国保険対話プロジェクト － サイバー保険市場」、 欧州保険・年金監督機構、 2018 年10月
79	インターネットの検索によると、 保険会社やブローカーによる数多くの研究や予測では、 このセグメントの年平均成

長率は 25～35％と予測されていることが明らかになっている。
80	ブルームバーグのデータに基づいてスイス・ リー ・インスティテュートが算出
81	「無形資産が財務諸表に及ぼす影響に関する比較報告書、 2019 年度」、 ポネモン研究所、	2019 年
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̤̤ 事業中断： グローバリゼーションによってバリューチェーンは複雑化しているが、 これ
は多くの企業が今では世界中のサプライヤーと取引関係にあるためである。 このた
め、 企業は事業中断リスクに注目するようになった。 現在、 財物保険関連の高額の
保険金請求のほとんどすべてに多くの事業中断の要素が含まれており、 これらは通
常、 損害の大部分を占めている 82。 標準的な事業中断保険は、 保険契約者自身の
財産に損害が発生し、 事業が中断した場合にトリガーが発動するものであるが、 これ
に加え、 構外利益保険に対する需要も増加してきている。 構外利益保険は、 サプラ
イヤーなどの外部当事者の財物に被害が生じたことを起因として保険契約者の事業が
中断した場合、 保険契約者の財物に損害が生じていなくとも、 補償の対象となる 83。 	 
 
革新的な保険商品の進化の次の段階は、 「列挙危険収益保険」 とも呼ばれることのあ
る非財物損害事業中断 （NDBI） 保険の開発である。 この保険は、 保険契約者自身ま
たは第三者の財物に物理的な損害が発生しなくても、 収益を補償することから、 担保リ
スクは資産に関連した財物リスクからは切り離されている。 NDBI イベントの事例としては、
停電、 ストライキ、 規制上の承認または製品ライセンスの取り消しなどのような政府の措
置、 主要サプライヤーの破産などがある。 毎年発表されるアリアンツ・リスク・バロメーター
によると、 事業中断が 7年連続で企業の直面する最大のリスクとなっている。 事業中断
の中では、 サイバーリスクが中心的な懸念対象となっている 84。 事業継続リスクの潜在
的市場は巨大であり、 保険会社が世界経済のレジリエンスを高めることのできるもう1つ
の分野である。 	

 

バリューチェーンの複雑化に伴い、 事業中
断リスクを補償する保険に対する需要も
増大した

企業保険需要は資産に関連した財物リスク
から一段と切り離されるようになってきている	

82 アリアンツ・グローバル・コーポレート ・アンド ・スペシャルティが高額クレーム （1億ユーロ超） を分析したところ、
事業の中断が損害コストの 58％を占めた。 グローバル・クレームズ・レビュー （2018 年版） を参照、 アリアンツ・
グローバル・コーポレート ・アンド ・スペシャルティ、 2018 年

83 事業中断保険は19世紀初頭にはすでに開発されていた。 「事業中断保険の歴史」、 LMI グループを参照。
84	「アリアンツ・ リスク・バロメーター：上位事業リスク 2019」、 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシャ

ルティ、 2019 年
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保険の最大限のポテンシャルを捕捉する

3 つの主要 （ミクロ） リスク分野には、 保険金の期待総支払額ベースで年間 1兆米ドルを超える未開拓のレジリエンスの可能性があると
当社は推定する。 このポテンシャルを全面的に活かすためには、 需要 ・ 供給サイドのいくつかの障壁を克服し保険加入を促進する必要
がある。 これらの障壁には経済的要素や金融 ・ 制度の整備に加え、 リスクや保険に対する認識も含まれる。 これには複数のステークホ
ルダーの協力を通じて対応する必要がある。

レジリエンスの潜在的可能性：1兆米ドル超

本調査のミクロレベルでの主要3分野について、2018年の世界全体のプロテクション・ギャッ
プ推定額を保険料に換算すると、 自然災害リスクが 2,220 億米ドル、 死亡リスクが 3,860
億米ドル、 医療費支出リスクが 6,160 億米ドルとなる。 この推定値は 3分野のみの合計で
あることから、 総額1兆 2,000 億米ドルを超えるプロテクション・ギャップは、 現在、 世界
に存在する未開拓のリスク・プール合計推定値の下限に相当すると推測できる。 例えば、
新興諸国の自動車保険および一般財物保険における大規模なプロテクション・ギャップは、
データ不足のため当社は数値化しておらず、 先の数値にも含まれていない。 また、 事業中
断やサイバー脅威といった既知の新興リスク・プールも含まれていない。

表 4 に示したように、 当該主要 3領域のプロテクション・ギャップが縮小すれば、 保険が
付保されているイベントによって年間期待保険金支払額は平均1兆米ドル超増加し、 世界
の金融レジリエンスは改善すると当社は予想する 85。保険会社にとって、プロテクション・ギャッ
プの縮小は、 保険料を大幅に伸ばし、 収益性を高める機会でもある。 業界の利益率を控
え目に想定しても、 当社モデルによる試算によれば、 プロテクション・ギャップを解消するた
めに必要とされる保険料ボリュームは、 保険業界全体で年間600 億～800 億米ドルの収
益機会につながるとみられる。 	

利益率が最も高いと予想される分野は自然災害セクターで、 その理由は資本コストが高い
ためである。 その次に利益率が高いのは死亡と医療セクターである。 自然災害に対するプ
ロテクション・ギャップの解消は、 世界の損害保険業界に新たに 200 億～240 億米ドルの
利益をもたらすと考えられる。 これは 2018 年の利益プールの 20% に相当する。 この推定
値は財物保険料が56%上昇し、 業界の利益プールもこれに合わせて増加するとの想定に
基づいている。 生命・医療保険の場合、 死亡および医療に関するプロテクション・ギャッ
プの解消によって、 保険料の金額と利益プールは生命保険が約14%、 医療保険が約46%
増加すると当社は推定している。 	

世界全体のプロテクション・ギャップを合
算すると保険料にして 1兆 2,000 億米ド
ルを超え…

…そして、 保険業界にとって年間 600 億
～800 億米ドルの利益を得る機会につ
ながる

利益率が最も高いと予想されるのは自然
災害保険

表4  
2018年の世界のプロテクション・ギャップ  
（単位：10億ドル、保険料換算）と利益率 
およびプール   

 

	 出典：スイス・リー・インスティテュート

自然災害 死亡 医療

2018年のプロテクション・ギャップ（単位：10億米ドル） 222 386 616

現行保険料に対する割合（％）86 56 14 46

保険金支払の増加額（単位：10億米ドル） 177 309 560

想定利益率（保険料に対する割合、％） 9‒11 5‒7 3‒5

利益の増加分のポテンシャル（単位：10億米ドル） 20‒24 19‒27 18‒31

85	表 4 の保険金支払増加額を合計して1兆米ドルと算出。 保険金支払は、保険料に換算したプロテクション・ギャッ
　　　プと典型的な事業費率の想定に基づいて算出
86	自然災害については財物保険料の合計とプロテクション・ギャップを比較、 同じく死亡保障は貯蓄保険を含む生

命保険料の合計とプロテクション・ギャップを比較した。
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手付かずのままのレジリエンス・ギャップを解消し、 潜在的な利益にアクセスするには世界
全体の保険加入率を上昇させる必要がある。 現在、 供給と需要を取り巻く無数の障害が
消費者の保険加入を阻み、 ミクロとマクロのいずれのレベルにおいても、 経済のレジリエン
スに対して保険が十分に貢献できていない状態にある （「人々 が保険を購入しない理由」 の

項を参照）。 最近の研究は、 こうした障壁に関して有益な洞察を提供している。 これらの障
壁には、 政府、 規制当局、 保険会社、 個人、 企業といった複数のステークホルダーが協
力して取り組む必要がある。

人々 が保険を購入しない理由
供給と需要サイドにおける複数の障壁が保険加入率を上昇させるに当たっての障害になっ
ている。

経済的要因：特に中低所得者と中小企業にて、 費用負担能力が一部保険の主要な原因
となっている。 例えば、 ニューオーリンズにおけるハリケーン・カトリーナの影響についての調
査は、 貧困度の高い地区では洪水保険の普及が低かったことを示している 87。 供給サイド
から見ると、 取引コストがあるため従来型の保険契約では、 中低所得客層向けに効果的に
規模を縮小させることはできない。 そこで、 未開拓市場におけるリスク移転の道を開くため、
革新的でコスト効率の良い商品が必要となってくる。

金融面および制度面の整備：金融セクターの発展の度合いは、 保険の普及に大きな影響
を与える。 保険業界と金融市場の相互依存度は高く、十分に機能している銀行システムは
金融取引に対する消費者意欲を高める 88。 当社調査によれば、 公式金融セクターへのア
クセスと保険の普及率の間には相関関係がある 89。 信用は保険対象となる資産に対する
資金調達を促進する。 そして、 住宅ローンを借りる際に財物保険が必要となるように、 信用
自体も担保を保つために保険が必要になる場合がある。 したがって、 ファイナンシャル・イ
ンクルージョン （金融包摂） を進める政策も保険の普及には有益であろう。

新興諸国では珍しくない脆弱な財産権が、 財物保険の需要に歯止めをかける可能性があ
る。 法的な所有権や公的承認なしには住居に保険をかけることはできないだろう。 保険契
約履行の強制が確実でなくなるため、 不正行為や政治リスクは保険需要を後退させる可能
性がある。

保険市場における競争力は、 消費者にとっての商品の魅力にさらなる影響を及ぼしうる。
開放された市場と外国競合企業の存在が、 競争の激化や保険商品の多様化をもたらし、
普及が進む一因となることもしばしばある。 規制環境による追い風も業界の発展を支える
一方、 顧客の保護と保険商品に対する信頼向上につながる。 その反対は、 法規制が脆弱
で閉鎖された市場である。

数多くの障壁が保険加入率の上昇を阻
害し、 レジリエンス・ギャップに対策が施
されない原因となっている

一部保険の主要な理由の1つに、 あまり
にもコスト高であることが挙げられる

十分に機能している金融セクターへのアク
セスが保険の普及率を高める

財産権が完全に確立していない場合や
不正行為があれば、 需要は後退する可
能性がある

保険市場における競争力が商品の魅力
に影響を及ぼす場合がある

87		M.	Masozera、 M.	Bailey、 C.	Kerchner 共著、 「自然災害が及ぼす所得層別で見た影響の分布状況：ニューオー
					リンズの事例研究」、 エコロジカル ・エコノミクス第 63 巻、 2007年
88	「金融市場の発展」 カテゴリーの SRI-LSE マクロ経済レジリエンス指数への寄与状況についての詳細は、 本シグ

マの第 3章を参照
89		Holzheu、 Thomas、	Ginger	Turner 共著、 「自然災害の保障ギャップ：	計測、 根本原因および異常災害に対す

る過少保険の対処方法」、 リスクと保険に関するジュネーブ論文－問題と実践、 43(1)、 2018	年、 37～71ページ
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信頼とリスクに関する認識：行動調査によると、人々 は期待効用理論に反する選択を行ない、
試行錯誤的なアプローチで意思決定を行なうことが示唆されている。 また、 人々 は、 自然
災害などの発生確率が低く、 損害が大きい事象のリスクを過小評価し、 有利な保険料で提
供されているときでさえ、 当該保険を購入しないことが多 あ々る 90。 その一因は、 まれな出
来事に関する経験の不足である。 その一方で、 消費者は自己負担の費用を最小限に抑え
るために 91 発生確率が高く、 被害が小さいリスクに保険をかけ過ぎる傾向がある 92。

多くの家庭では、 自分たちの保険契約が提供する保障を完全には理解していない。 政府
による災害後の支援の利用可能性を巡る誤解もある。 大半の個人は大災害発生後に、 何
らかの形で国が資金を提供すると期待している。 しかし、 政府の災害後支援の大半は、 家
計と企業の損害補填ではなく、 緊急支援サービスと公的インフラの再建にまわされる。

保険加入を促進するには、 金融リテラシーと保険に関する消費者教育が肝要である。 保
険は抽象的な商品で、 しばしば相手に合わせた説明が必要とされる。 特に新興諸国におい
て、 見込み客の多くは、 保険に加入した経験がない。 例えば、 アフリカとアジアで活動する
大手マイクロ保険会社は、 顧客の 4分の 3 （75%） は以前に保険に入ったことがなかった
としている 93。 保険に加入するかどうかは、 保険会社による保険金支払への信頼にも左右
される。 調査によれば、 特に、 最も大きな恩恵を受ける立場にある低所得でリスクに慎重
な家計を中心に、 信頼不足が保険購入の障害になっている 94。

購入の容易さも保険購入行動に影響を及ぼすと考えられる。 ある世界的な調査では、 消
費者の 50%が価格に基づいて保険契約を購入していると回答している。 ただし、 回答の
30%弱は保険会社とのやり取りの頻度が重要な要因だったとしており、 30% はサービスの
質を挙げている 95。

とりわけ確率が低く、 損害が多額に達す
る事象に関しては、 行動要因が一部保
険につながり得る

災害後の支援における政府の役割を巡
る誤解も一役買っている

金融リテラシーの低さと保険に対する信
頼の乏しさが保険加入の障害になってお
り…

…一方、 保険購入手続きの簡素化が加
入を促している

90	H.	Kunreuther、 M.	Pauly 共著、 「大災害を無視：なぜ人々は多額の損失に対して保険をかけないのか？」、 ジャー
ナル ・オブ・ リスク ・アンド ・アンサーテンティ第 28 巻1号、 2004 年、 5～21ページ

91	N.	Kettlewell 著、 「複雑な医療保険市場における保険契約の選択と商品のバンドリング：人々は正しく理解して
いるか？」、 ジャーナル ・オブ・ ヒューマン ・ リソーシズ、 2018 年

92		M.	Browne、 C.	Knoller、 A.	Richter 共著、 「行動バイアスと、 自転車保険および洪水保険の需要」、 ジャーナル・
     オブ・ リスク ・アンド ・アンサーティンティ第 50 巻 2号、 2015 年、 141～160 ページ
93	ビマ社の副 CEO	Mathilda	Strom 氏へのインタビュー、 I.	Lundgren、 「ビマ社、 新興国マイクロ保険向けにアリア

ンツから 9,700万ドルを調達」、	techcrunch.com、 2017年12月19日
94		S.	Dercon、 J.	Gunning、 A.	Zeitlin 共著、 「限られた信頼性の下での保険に対する需要：ケニアの現地実験から
     の証拠 ー ワーキングペーパー」、 2015 年
95	「世界消費者保険調査」、 アーンスト ・アンド ・ヤング、 2014 年
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保険加入率を向上させる	

保険加入に関する前述の障壁を軽減または解消させることがプロテクション・ギャップ縮小
の鍵となる。 このためには、 保険会社および政府は購買行動と市場構造を変化させるため
の具体的な措置をとる必要があるだろう。 	

商品とプロセスのイノベーション
テクノロジーとデジタル化は、 先進的でカスタマイズされた、 より効率的な商品と保険引受
手法を可能にし （例えば、 利用ベースの保険、 ウェアラブル、 スマート ・ホーム・デバイスな
ど）、 販売チャネルを拡大し （オンライン販売）、 保険金支払を改善する （例えば、 自分で
撮った動画や写真による保険金請求など）。 一部の保険会社は、 保険対象リスクに対する
より深い洞察を得るため、 高度なデータ分析を活用し始めており、 これが保険金請求書の
提出と支払手続きの助けとなっている他、 保険会社は一人一人に合わせた見積を提供でき
るようになった。 保険契約者と保険会社の間の信頼関係を構築することで、 ブロックチェー
ンを利用して透明度を高め、 保険金の支払を迅速化することができる。 また、 革新的な指
数ベースのカバレッジと様々なタイプのパラメトリック・ トリガーの開発によって、 保険対象を
拡大させることもできる。

マイクロ保険
マイクロ保険は、 非伝統的な商品設計と販売・保険金請求管理プロセスを通じて、 手頃な
価格で効果的な保険商品を低所得の家計に提供することができる。 生命保険、財物保険、
農業保険を中心に、 近年マイクロ保険の利用者が増加している。 マイクロ保険ネットワークが
作成したマイクロ保険世界地図によれば、 世界の 2億 8,000万人を超える人々が、 1件以
上のマイクロ保険に加入している 96。 デジタルおよびモバイル技術を活用すれば、 保険のコ
ストを低減し、 従来型の販売システムがまだ存在しない市場に一足飛びにアクセスすること
ができる。 ビマ社による多数のモバイル事業者との連携や、 アフリカとアジアにおけるマイク
ロファイナンス事業体など、 多くの移動体通信事業者と保険会社との連携が既に成功を収
めている 97。 サハラ砂漠以南のアフリカの一部の国々で見られるように、 保険会社は、 薬局
や農業用品のサプライヤーなど、 見込み客と既に密接な関係を持っている他の業種の企
業と協力することもできる。

マイクロ保険市場の発展を促し、 リーチを伸ばすためには、 法規制の柔軟性が重要になる
場合がある。 これには、 オンラインでの申し込みや保険契約管理の許可、 免税措置、 非
伝統的なチャネルでの販売の許可といった、厳格過ぎない認可と健全性の要件が含まれる。
「保険イニシアティブへのアクセス」 が報告したところによれば、 2018 年にはアフリカ、 アジ
アおよび中南米の18 ヵ国がマイクロ保険の法規制の枠組みを採用しており、 23 ヵ国が採用
の過程にある。 2009年にはそうした国々はわずか 6 ヵ国しかなかった 98。 	

商品のイノベーションによって、 業界リーチ
（到達率） を未開拓の市場や新たな領域
の保険対象へと拡大することが可能

マイクロ保険によってより手頃なカバレッジ
を実現

マイクロ保険市場の発展を促すには法規
制の柔軟性が重要

96	「マクロ保険と新興市場の沿革」 に言及されている。 米国保険情報協会、 2018 年 10月15日。 http://
worldmapofmicroinsurance.org/# も参照されたい。

97		ウェブサイトの 「当社について」 と 「事業展開地域」 を参照 http://www.bimamobile.com/about-bima/about-
us-new/

98	「2018 年マイクロ保険規制の現状」、 保険イニシアティブへのアクセス、 2018 年、	https://a2ii.org/en/our-work/
results-and-learning
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行動経済学と選択の構造
保険加入を阻害する行動的障害についての理解を積み重ねれば、 対処方法の洞察も得ら
れる。 例えば、 行動経済学の研究により、 保険契約約款の文言の改善、 既定の補償範
囲や商品のバンドリングの変更といった商品設計の改善が保険の購入増加につながること
が判明した。 オプションを予め組み込んだ保険の設計も重要である。 例を挙げれば、 標準
的な住宅所有者保険であり、 すべての危険事象が補償の対象となっている国では、 洪水
保険の普及率が高い 99。 	

代替としての設計オプションは、 物件所有者または賃借人がその補償内容を明示的に拒
否しない限り保険対象になるというオプトアウトのアプローチの採用であろう。 一方、 商品の
バンドリングによって異常災害保険がより高額の保険購入に付加される場合は、 販売コスト
と保険引受コストの低減につながるとともに、 家計における煩わしい意思決定も楽になるで
あろう。 新興市場の農村や僻地の農家にアクセスするため、 保険会社は既存の商品・サー
ビスへの追加あるいは既存の販売網を通じた農業保険商品のバンドリングを模索している。

生命保険会社は、 すでに革新的なソリューションを導入して保険対象を拡大するとともに、
死亡に関するプロテクション・ギャップの縮小を図っている。 保険会社にとっての 3 つの重
要な機会は、 消費者行動の決定要因に関する理解を深めるため行動経済学を活用する
こと、 保険引受業務の迅速化によりアクセスを容易にし、 生命保険を購入するための摩擦
コストを低減すること、 そして顧客体験の向上を通じた生命保険の価値に対する認識を改
善することである。 生命保険の引受手続きの中で、できる限り多くのデータを利用してコスト
と時間がかかる身体検査を回避することができるように、 新たなテクノロジーとデータ分析
が活用されている。

新たな販売チャネルの開発
保険会社は、 公益企業や送金サービス会社、 携帯電話会社、 協同組合、 金融機関、 保
険アグリゲーターといった代替チャネルの活用を強化することにより、 その市場に特化した商
品の導入を行いつつある。 こうした販売チャネルによって、 これまで保険を購入したことのな
い潜在的な顧客をターゲットにすることができる。

新たなテクノロジーと顧客の好みの変化を背景に、販売環境も変化している。 従来型のチャ
ネルが飽和状態となり、 デジタル技術が標準となるにつれ、 変化を受け容れる者が競争上
有利になると考えられる。 保険ガバナンス・ リーダーシップ・ネットワークの参加者によれば、
より直接的なチャネルを経由して、 より低価格で保険を販売する必要性は現在かつてなく
高まっているという。 実際、 2000 年代初頭以降、 販売関連コストの相対的な割合は上昇
している 100。 	

新興市場でモバイル技術の普及が急速に進んだことも、 保険商品へのアクセス拡大につ
ながっている。 デジタル販売は、 遠隔地の居住者による保険利用を可能にすると考えられ、
消費者と保険会社の両方にとって購入プロセスを向上させることになろう。 例を挙げれば、
チリでは遠隔地の顧客は強制自動車保険をオンラインで購入することが可能である。

行動経済学からの洞察が消費者の購入
判断を説明する一助に

予めオプションが組み込まれている保険
について、 その補償範囲を拡大するか、
オプトアウトのアプローチを採用すると、保
険加入を拡大させることができる

生命保険会社は行動経済学と引受業務
の迅速化を活用して顧客の開拓にあたっ
ている

効率的な顧客サービスの提供には、 従
来と異なる販売チャネルが役立つ

新たなテクノロジーと顧客の好みの変化
が販売環境を変化させつつある

デジタル販売によって、 遠隔地でも保険
の利用が可能に

99			「異常気象に直面し、 経済的保障を優先」、マッキンゼー・アンド ・カンパニー、 2019 年 6月25日
100 「販売の未来：急速に変化する環境に対応する保険会社」、 アーンスト ・アンド ・ヤング、 2017年
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政府および公的機関の役割
政府と規制当局は、 保険市場におけるリスク移転ソリューションの開発と利用可能性の拡
大を可能にする規則を制定している。 政府と規制当局はともに、 効率的な不法行為責任
法、 機能する裁判制度、 有効な法執行機関と強制保険における適切な最低限の保障な
ど、 透明で信頼に足る法的構造を確立する責任を負っている。 加えて、 安定した保険市場
を支え、 消費者を保護するためには、 自己資本規制、 準備金基準、 リスク管理に関する
健全な規制の枠組みが極めて重要である。 理想としては、 規制制度が、 保険商品や販売
における新たなテクノロジーの活用を支援するなど、 イノベーションを促すことが望ましい。

政府は、強制保険スキームの導入によって、リスク移転を拡大することができる。強制保険は、
主として医療、 高齢者、 失業者関連の社会保障スキームあるいは強制賠償責任保険 （自
動車賠償責任保険など）の一環として、ほぼすべての国で利用されている。 強制保険スキー
ムの最大の強みは、可能な限り大きなリスク・プールを形成し、逆選択をなくしている点にある。
財物大災害危険事象に対する強制保険スキームはレジリエンス指数のスコアに大きな影響
を及ぼし得るが、 これはまれなケースである （例えば、 フランス、 スペイン、 スイス、 トルコ）。
それでも、 医療保険や自動車第三者賠償責任保険以外の強制保険は、 家計や企業の金
融レジリエンスの改善に役立つ可能性がある。

政府は、 低所得層向けの保険バウチャー 101 または税優遇措置を通じて保険の購入を促
進することができる。 多くの国では生命保険や医療保険に対する税優遇措置がある。 農
業保険を支援する政府プログラムもある。 一方、 財物保険や自動車保険は、 保険料に課
税されることが多く、 保険契約者の経済的なメリットを低下させている。

政府はリスク移転のメカニズムとして、 積極的に保険に対する認知度を高めることができる。
中国を例に挙げると、 政府は地方政府に予算の一部を保険購入に充てるよう積極的に奨
励している。 2016 年に開始されたプログラムで、 スイス・ リーは、 黒竜江省の 28 の郡にお
ける洪水、 豪雨、干ばつ、 低温を対象とした自然災害保険スキームを支援した。 これは中
国では初めてのプログラムで、 迅速に保険金を支払うため、 人工衛星と気象データが活用
されている。 このスキームは官民が連携して、 政府が支援する貧困緩和策を推進した好例
である。

また、 政府やその他のステークホルダーは、 教育および出張プログラムを通じて金融リテラ
シーを向上させる必要がある。

 

政府と規制当局は、 安定した保険市場を
支える規則を制定する政治的・法的権
限を有する

一部保険種目で保険加入を義務づける
ことが金融レジリエンスの改善につながる
であろう

政府は保険を推進するために税制上の
優遇措置を実行できる…

…そしてリスク移転メカニズムとして積極
的に保険を推進することができる

金融リテラシーの向上も有益

101		Kousky、 Carolyn、 Howard	Kunreuther 共著、「全米洪水保険プログラムにおける費用負担能力ヘの取組み」、
       ジャーナル ・オブ・エクストリーム・ イベンツ、 2014 年
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結論

今回のシグマでは、 世界経済のレジリエンスは低下したものの、 保険業界はリスク環境の

変化にペースを合わせることができていることを示した。 こうした背景から、 当社は 2 つの
指数を開発した。 SRI-LSE マクロ経済レジリエンス指数は、 現在の世界経済のショック吸収
能力が2007年当時より低下していることを示している。 マクロ経済のレジリエンスを強化す
るためには、 金融政策の余地を改善する必要があるとともに、 現在の過剰な債務水準に
対処することで財政余地も守る必要がある。 各国は社会と環境の持続可能性にも配慮し、
保険の普及率を高める努力を行なうべきである。 重要なことに、 レジリエンス・スコアが高
いことが必ずしもあらゆるショックにその国が耐えられることを意味するものではないことが
挙げられる。 レジリエンスは国内から始まるが、 世界全体が共有する責任である。 	

今世紀初頭から、 高額医療、 死亡、 自然災害リスクのプロテクション・ギャップの合計は、
2倍強に増加し、 2018 年には過去最大の1兆 2,000 億米ドルに達した。 これは、 世界の
保険業界の計上保険料合計額の 4分の1に相当する。 これは、 保険業界がポテンシャル
をはるかに下回る水準で稼働しており、 大きな災害やショックが発生すると、 政府、 家計、
企業が多大な経済的損失を負担する可能性があることを意味する。 	

SLI 保険レジリエンス統合指数と大半のサブ指数は、 今世紀初頭から先進諸国と新興市
場の両方で改善してきた。 しかし、 レジリエンス指数の平均値を見ると、 新興諸国の水準
がはるかに低く、 世界の全危険保険指数はわずかながら低下している。 これは、 保険普及
率の低い新興国地域が急速に成長して、 世界経済に占めるウェイトが大きくなり、 世界全体
の指数を押し下げているためである。 世界のレジリエンスをけん引する鍵は、 新興諸国の社
会福祉制度と民間保険市場の発達が先進国にキャッチアップする潜在能力となる。

当社は、 本シグマにおいて保険普及率と、 経済成長の安定性で測定される経済レジリエン

スとの間に正の関係があることを示している。 また、 財物に対する大災害保険補償が高水
準であればあるほど、 災害発生後の経済の復興が加速することも示している。 とは言え、
供給と需要の面で数々の障害があり、 これらが成長と経済レジリエンスへの保険の全面的
な寄与を妨げている。 こうした障害に対処するには、 政府、 規制当局、 保険会社、 企業と
いった様々なステークホルダーの協力が必要である。 	

保険会社の経営幹部、 公的部門の政策担当者、 その他ステークホルダーが、 家計とマク
ロ経済レベルで拡大し続ける脆弱性に歯止めをかけるべく、 保険によるリスク移転を利用
する新たな方法を模索しようとする場合、 当社のリサーチが判断に役立つ材料を提供す
る。 今回のシグマが、 「1兆ドルの議論」 の発端になれば幸いである。 これは、 付保可能対
象を完全に捕捉した場合に、 保険会社が毎年新たに支払う保険金支払額である。 また、
プロテクション・ギャップが解消されれば、 世界の保険業界にとって新たに年間 600 億～
800 億米ドルの利益プールにつながると試算され、 経営的な合理性もある。 	

当社の新たな指数は、 社会に対するリス
クの増大を軽減するための保険の役割を
計測

世界全体で1兆 2,000 億米ドルという記
録的なプロテクション・ギャップは、 リスク
移転余地の大きさを浮き彫りにするもの
である

ほとんどの地域で保険レジリエンスは改
善している

保険はマクロ・レジリエンスを後押しする

潜在的能力をすべて動員してプロテク
ション・ ギャップを解消すれば、 保険会
社は毎年、 新たに1兆米ドルを保険契
約者に支払うことができるだろう
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別表

SRI ー LSE マクロ経済レジリエンス指数

スコアと順位

順位 国名 財政余地 金融政策余地 低炭素経済 保険普及率
金融市場の
発展状況 人的資本 経済の複雑性

労働市場の
効率性 銀行業界の状況

2018年
レジリエンス指数

2007年
レジリエンス指数

平均順位
（2007～2011年）

平均順位
（2014～2018年）

1 スイス 0.99 0.1 1 0.72 1 0.86 1 1 0.91 0.84 0.89 1 1

2 カナダ 0.99 0.18 0.29 0.61 0.85 0.93 0.55 0.94 1 0.81 0.83 2 2

3 米国 0.95 0.21 0.21 0.57 1 0.74 0.93 1 0.77 0.79 0.85 9 4

4 フィンランド 0.99 0.12 0.73 0.89 0.57 1 0.91 0.69 1 0.77 0.80 7 4

5 ノルウェー 0.98 0.15 1 0.26 0.73 0.71 0.57 0.79 0.87 0.75 0.83 3 4

6 英国 0.95 0.15 0.86 0.97 0.72 0.76 0.81 0.92 0.67 0.74 0.82 14 8

7 オランダ 1 0.12 0.5 0.82 0.59 0.89 0.68 0.86 0.7 0.73 0.82 7 9

8 デンマーク 0.99 0.11 1 0.95 0.16 0.8 0.6 0.98 0.79 0.72 0.81 11 11

9 日本 0.88 0.11 0.56 0.77 0.83 1 1 0.7 0.77 0.72 0.69 18 11

10 スウェーデン 0.99 0.11 1 0.53 0.54 0.71 0.96 0.7 0.73 0.71 0.83 4 7

11 ドイツ 1 0.12 0.62 0.44 0.58 0.87 1 0.82 0.56 0.70 0.80 12 10

12 オーストラリア 0.87 0.19 0.15 0.39 0.9 0.84 0.01 0.59 0.98 0.70 0.68 20 14

13 ニュージーランド 0.87 0.2 0.92 0.34 0.08 0.79 0.23 1 0.89 0.67 0.68 16 9

14 韓国 0.95 0.19 0.27 1 0.99 1 0.95 0.33 0.42 0.66 0.66 20 17

15 オーストリア 0.99 0.12 1 0.26 0.28 0.79 0.86 0.54 0.68 0.66 0.78 8 16

16 チリ 1 0.39 0.73 0.28 0 0.28 0 0.37 0.97 0.65 0.72 9 13

17 フランス 0.95 0.12 0.93 0.77 0.45 0.71 0.73 0.3 0.73 0.64 0.75 12 16

18 アイルランド 0.99 0.12 0.97 0.54 0.43 0.91 0.74 0.93 0.1 0.62 0.70 24 20

19 ベルギー 0.96 0.12 0.54 0.45 0.13 0.8 0.47 0.42 0.58 0.57 0.72 17 21

20 中国 1 0.3 0.04 0.23 0.58 0.24 0.35 0.21 0.29 0.55 0.51 19 18

21 南アフリカ 0.78 0.56 0 1 0.18 0 0.11 0.28 0.54 0.53 0.66 14 16

22 スペイン 0.76 0.12 0.77 0.35 1 0.69 0.39 0.21 0.37 0.53 0.70 22 25

23 ハンガリー 0.86 0.29 0.56 0.02 0 0.69 0.73 0.14 0.52 0.51 0.67 22 27

24 メキシコ 0.85 0.34 0.66 0 0 0.05 0.57 0 0.67 0.51 0.48 25 22

25 インド 1 0.29 0.37 0.17 0.03 0 0.16 0.16 0.34 0.50 0.58 18 25

26 トルコ 0.96 0.25 0.62 0 0.24 0.34 0.06 0 0.34 0.48 0.18 29 23

27 ロシア 0.97 0.29 0 0 0 0.76 0.44 0.21 0 0.44 0.54 22 24

28 ポルトガル 0.74 0.12 0.89 0.49 0.39 0.71 0.11 0.43 0 0.41 0.58 26 29

29 ブラジル 0.32 0.24 1 0.2 0.24 0 0.3 0 0.75 0.34 0.25 27 27

30 イタリア 0.33 0.12 0.78 0.71 0.78 0.69 0.58 0.15 0 0.30 0.44 28 29

31 ギリシャ 0 0.12 0.49 0 0.21 0.42 0.03 0 0 0.06 0.29 30 31

注：上の表は加重することなく各コンポーネントのスコアを表示したものである。 最終的なレジリエンス・スコアおよび順位は、 本文表 1 に従って各スコアを加重することにより決定される。

　　　　右欄には異なる期間の平均順位が示されている。  
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別表

データのキュレーション 
外れ値と欠損値を調整するための計算が行われている。 低炭素経済、 経済の複雑性、
人的資本指数などの極めて時系列に依存しない指標については、 期間がずれた値または
平均のいずれかを使用して欠損値を補完した。 90 パーセンタイル以上、 10パーセンタイル
以下の観測値は除外した。 「ミニマックス」 標準化手法により、 大半の指標が 0 －1スコア
にゆがみを与えることがないよう、 これらの観測値のそれぞれを強制的に 90パーセンタイ
ルと10パーセンタイルに等しくなるようにした。 	

財政余地に関する手法 
財政余地については、 国が財政的困難を招くことなく、 政策を実行に移すことのできる余
地を測定する 102。 当社は次の 2 つの手順に分けて財政余地を推定する。 （1） 1995 ～
2018 年の年次データを用いて、 従来の研究通りにパネル・プロビット推定により財政的困
難の確率を推定する 103。 当社は公的債務や経常収支の不均衡など、 伝統的な経済変数
を使用するが、 通貨の過小/過大評価は実体経済の重要な調整弁であるため、 これも考
慮に入れる 104。 さらに、 当社は先進国 105 と新興市場 106 の手法を分離・適応する。 （2）
当社は財政的困難の確率の逆数をとることにより、 財政余地の計算を行う。 過去の財政
的困難の事例を分析した結果、 30％程度以上の確率を持つ国は事実上、 財政余地がな
いと考えられる。 こうしたレベルでは、 例えばユーロ圏の債務危機の際にも見られたように、
財政的困難の蓋然性は極めて非線形的であり、 経済成長のモメンタムとセンチメントの変
化へのリスクが高まる。 財政余地の指標については、 財政的困難の可能性が30％以上で
ある国のスコアは 0 になるのに対し、 可能性が 0％の国のスコアは1になることを意味する。

金融政策余地に関する手法
金融政策余地の指標は完全に新たな取組手法であり、 中央銀行の政策金利が中立政
策金利推定値を下回っているか （緩和状態）、 上回っているか （引き締め状態） によって、
金融政策の緩和または引き締めの余地を測定する 107。 この対称性はレジリエンスにとって
重要である。 なぜなら、 極めて高水準の政策金利はレジリエンスの高さを意味するもので
なく、 新興市場でしばしば見られるように、 不安定化を意味することもあるからである。 先
進国と新興市場においては、 経済的、 政治的環境に大きな違いがあるため、 これら 2 つ
のセグメントについては異なる取組手法を採用している （次ページの表を参照）。 	

102	財政的困難とは、 ソブリン債に関連した信用イベント、 大規模な多国間金融支援の要請、 潜在的な国内デフォ
　　　　ルト （例えば、 高インフレ率を通じた国内デフォルト）、 国に対する市場の信頼喪失など、 政府が極端な資金調
　　　　達難に陥る期間と定義される。
103	Gerling その他著、 「財政危機、 2017 年とユーロ圏の財政余地」、 ゴールドマン・サックス、 2019 年
104当社の取組手法においては、 対 GDP比の公的債務、 経常収支、 プライマリーバランス、 GDP成長率、 ソブリ
　　　　ン債の平均格付け、 政府の効率性を測定した値、 為替圧力の計測値を用いる。 当社はファンダメンタルなマク
　　　　ロ経済的取組手法を用いるため、 CDS （クレジット ・デフォルト ・スワップ） の価格は分析から除外している。
105 先進諸国については、 債務レベルと財政的困難の確率の間の非線形関係を考慮に入れて、 3次スプライン要
　　　　素を追加する。 いくつかの論文は、 低債務レベルはGDP成長に有益であり、 高レベルは有害であることを明ら
　　　　かにしている （Grennes その他著 「ソブリン債の質が悪化する転換点を探る」；	Baum その他著、 「債務と成長：
　　　　ユーロ圏における新たな証拠」、 2013 年； Reinhart、 Rogoff 共著、 「債務時代の成長」、 2010 年）
106 新興市場に関しては、当社推定では債務レベルと財政的困難の間には線形関係が見られることから、 債務変数

　は線形でのみ考慮されている。 さらに、 外貨準備高はIMFおよび世界銀行が新興市場の外貨準備の妥当性を
　評価するために使用する重要な指標であるため、 当社は輸入の数ヵ月分に相当する外貨準備も含めている。

107	国内の中立政策金利とは、経済とインフレにとって拡張的でも引き締め気味でもない中央銀行の金利水準を指
　す。 この金利水準は長期の実質GDP トレンド成長率に中央銀行の国内インフレ目標を加算したものと推定する。



Swiss Re sigma No 5/2019 47

全般的に、 先進国における緩和能力は長・短期金利のゼロ下限までの近さと、 その世界
的重要性から米国の政策スタンスによって決定される。 これが利下げや量的緩和の能力と
有効性を事実上左右する 108。 金利がゼロに近ければ近いほど、 レジリエンス・スコアも低く
なる。 新興市場の緩和能力はゼロ金利制約までの近さ、 さらには米国との金利差、 そして
最も重要なのは中央銀行の独立性によっても決定される 109。 これらは、 新興市場の中央
銀行が金融政策を効果的に実施するための重要な決定要因であると考える。 先進国の引
き締め能力は、 長・短期金利がそれぞれ中立金利と適正な金利水準からどれだけ離れて
いるかを測定することと等しい。 もっとも現在、 このカテゴリーに該当する国はない。 新興市
場については、やはり中央銀行の独立性、 米国 FRB の金融政策との違い、 中央銀行の政
策金利と中立金利との差異が最も大きな決定要因である。

金融政策余地の指標を構成するサブコンポーネントはすでに 0～1の範囲に標準化されて
いるため、 最終的な指数を 0～1の範囲に再び標準化することはない。 したがって、 すべ
てのサブコンポーネントが1であれば、 最終的なスコアは1である。 これに該当する事例は
かつてなく、 パネルの最高値は0.72 である。 いずれにせよ、 ロバストチェックを実施すると、
この取組手法を適用した場合、 国の全体的なマクロレジリエンス・スコアは非常にわずかに
しか変化しないことが明らかになる。 例えば、 2018 年はほとんどの国で 0.01ppt を大きく
下回っている。 	

先進国の手法 新興市場の手法

緩和能力は 3 つのサブコンポーネントで構成される
̤̤ 中央銀行の政策金利バッファー ： これはある時点における国内政策金

利である。 0％が下限 （50％のウェイト）
̤̤ 10 年債の利回りバッファー ：これはある時点における国内10年債の利

回りである。 0％が下限 （10％のウェイト）
̤̤ 米国の金融政策余地： これは米国中央銀行金利バッファーと米国10

年債の利回りバッファーの 50％ /50％の平均 （40％のウェイト）

緩和能力は 3 つのサブコンポーネントで構成される
̤̤ 中央銀行の政策金利バッファー ：これはある時点における国内政策金利

である。 0％が下限 （20％のウェイト）	
̤̤ 米国 FRB との政策金利の差異 ： これは国内中央銀行の現在の政策金

利の差異と、 米国 FRB とのこれまでの政策金利の差異のZ スコアであ

る （30％のウェイト）	
̤̤ 政府の有効性：これは中央銀行の独立性の代替指標である （50％のウェ

イト）

引き締め能力は 2 つのサブコンポーネントで構成される
̤̤ 中央銀行の政策金利と中立金利 ：これは中央銀行の国内政策金利と

推定中立金利の関係 （潜在成長率とインフレ目標） （60％のウェイト）
̤̤ 国内 10 年債利回りと適正水準 ： これは国内10 年債利回りとその適

正値である （潜在成長率にインフレ率とこれまでの国内ターム・プレミ

アムを加えたもの） （40％のウェイト）

 

引き締め能力は 3 つのサブコンポーネントで構成される
̤̤ 中央銀行の政策金利と中立金利 ： これは中央銀行の国内政策金利と

推定中立金利の関係 （潜在成長率とインフレ目標） （20％のウェイト）
̤̤ 米国 FRB との政策金利の差異 ： これは国内中央銀行の現在の政策金

利の差異と、 米国 FRB とのこれまでの政策金利の差異のZ スコアであ

る （30％のウェイト）
̤̤ 政府の有効性：これは中央銀行の独立性の代替指標である （50％のウェ

イト）

108	量的緩和は、 ターム・プレミアムを減少させ、 長期資金調達コストを低減させることを目的とする。 長期金利が
					 ゼロに近い場合、 資金調達コストはすでに極めて低水準にあるため、 量的緩和の有効性は低下する。
109	中央銀行の独立性は、 政府の有効性に関する世界銀行の世界ガバナンス指標を代替指標として使用する。 こ

						の指標は、 他の要素の中でも、 公的機関が政治的干渉からどの程度自由であるかをよく示している。
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指数のウェイトと実証的蓋然性  
指数のウェイトと蓋然性 110 は、 様々な計量経済分析により頑健性が検証されている 111。 こ
の手法は 2 つの部分で構成されている。 （1） ショックの源泉とは無関係に、 大多数の国が
同時に経験するGDP成長率ショックを特定する（例えば、外部ショック、信用の崩壊など）。（2）
ショック吸収能力の高さを説明するうえで、 レジリエンスの高さが統計的に有意であるかを実
証的に検証する。 データに制約があることから、 31ヵ国のサンプルに共通した重大なショッ
クのみを世界的な金融危機とした。 その結果、 統計的な有意性を確保するための指数の
ウェイトは、 銀行の健全性などの金融指標に不釣り合いに偏っている 112。 意図するところは
本質的に必ずしも金融的なものでない広範で多様なショックに対する経済のレジリエンスを
測定することにあるため、当社はウェイトを調整することにより、 こうしたバイアスを修正する。
ウェイトを少し調整しても、 全体として国の順位を動かす力に大きな変化はないが、 個々の
国の順位はわずかに変動する可能性がある。

110　指数のウェイトは、 スイス・ リー ・インスティテュートとロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの十数名以上のエコ		
					　ノミストが提案し、 入念に検証した。 ウェイトは学術論文によって裏付けされている。
111	　当社は、多くの国に共通したショックを識別し、SRI ー LSE マクロ経済レジリエンス指数のスコアが高ければ、ショッ	
					　　ク吸収能力が高くなるかを検証するため、Sondermannの「レジリエンスに優れた経済を目指して ：機能性の高い　

　経済構造の役割」、2016年、BlanchardおよびWolfersの「欧州の失業率上昇におけるショックと制度の役割：総合
　　　　的な証拠」 2000 年を用いている。
112	当社は銀行の健全性を12ppt、 労働市場の効率性と金融市場の発展状況を 2ppt引き上げ、 財政余地を
　　　 10ppt、 金融政策のスコアを 5ppt、 人的資本のスコアを1ppt引き下げる。
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SRI 保険レジリエンス指数：データと実証的枠組み

自然災害レジリエンスモデル
スイス・ リーの自然災害リスク・モデルである MultiSNAP は、 地震、 暴風および洪水とい
う 3 つの主要危険事象について予想損害分布を生成する。 その確率は、 市場ポートフォリ
オの推定経済価値および保険価値とともに、 特定国におけるそれぞれの危険事象により発
生するその年の期待経済的損害額および保険損害額を推定するために使用される。 こう
したシミュレーションに基づき、 選別された 34 ヵ国における予想損害額が算出された。

入力データは、 国別GDP （地方別のデータが入手可能な国については、 地方別の GDP）、
国別・危険事象別保険加入率、 地方別のリスク・エクスポージャーと資産の集中度である。
国別・危険事象別保険加入率は、 各国の保険市場および規制環境に関する知識に基づ
いた当社の最良近似である。 地方別の資産集中度とリスク・エクスポージャーは、 保険資
産ポートフォリオに関して収集したデータと、 スイス・リーの独自データである自然科学ベース
のリスク要因に基づく。

この独自モデルによる結果とは別に、 国連防災機関の世界防災白書から得られた他の
120 ヵ国に関する予想損害額が加わる。 これらの国の保険カバー率は、 過去の大災害損
害データの平均値に基づくか、 過去のデータが不足している一部の国については1人当た
りの GDPとの関係でモデル化を行っている。

地域の指数値は、 当社の大災害損害データ同様、 地域の過去の経済的損害額平均に占
める保険損害額平均の割合の変化率に基づき、現在のモデル・ベースの推定値をバックキャ
ストすることにより導出する。

死亡関連レジリエンス指数モデル
時系列のレジリエンスの動きを測定するため、 相対的な保険保障 （すなわち、 当社は死亡
関連レジリエンス指数を、 入手可能な経済的保障を必要な金銭的保障で除したものと定
義する） の推移を測定する。 

̤̤ 入手可能な保障：入手可能な財源には、 （1） 金融資産 （50％が該当し、 残る 50％は
退職後に備えて貯蓄されると想定する）、（2）社会保障制度からの遺族給付金の支払（お
よびその他の政府支援プログラム）、 （3） 既存の生命保険契約からの支払が含まれる。

̤̤ 必要な保障：残された遺族が必要とする財源は、 （1） 必要となる代替家計所得 （年間
家計所得の10 倍が適切と推定する） と （2） 債務の返済 （例えば、 住宅ローン） を合
算したものとして計算する

当社は扶養家族を持つ労働人口 （すなわち、 経済的保障を必要とする家計） の死亡関
連保険レジリエンス指数を測定する。
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医療保険レジリエンス指数モデル
医療支出のレジリエンスが時系列でどのように推移してきたかを捉えるため、 当社は死亡
関連保険レジリエンス指数と同じ概念を採用する （すなわち、 保険でカバーされる医療支
出を医療支出の総額で除す）。 

̤̤ 入手可能な保障：入手可能な保障とは、 以下により支払われた実際の医療支出の合
計額を指す。 （1） 公的制度や強制医療保険制度、 （2） 民間の医療保険、 （3） 「ストレス
を伴わない」 自己負担 （すなわち、予算通りの医療費自己負担）

̤̤ 必要な保障：どこから支払い資金を手当てしたかに関係なく、 医療支出の合計額

以上から、「ストレスを伴わない」医療支出を推定する必要がある。この目的のため、最初に家
計消費支出に占める医療費自己負担の「合計」シェアを、 所得水準、 医療財政制度 113、 医
療支出総額、 そして極めて高額な医療費自己負担を強いられる人口のシェア （WHO のレ
ポートによる） などの国の特性 （説明変数） に対して回帰することにより、 クロスカントリー
のパネル分析を実行する。 このモデルを利用することにより、 家計消費支出に占める医療
費自己負担の国別の 「合計」 シェアが、 国際的な基準に照らして、 どうであるかを推定す
ることができる。

しかし、 利用可能な保険カバーを計算するためには、 「ストレスを伴わない」 部分のみが必
要である （つまり、 「ストレスを伴う」 部分は除外）。 この回帰モデルにおいては、 2 つの説
明変数がストレスを伴う部分に関係する。その1つ目は医療財政制度である。国民保健サー
ビスにおいては、 主として自己負担部分が消費者行動に影響を及ぼす存在であると推定す
る。 このため、回帰モデルの結果を使用してストレスを伴わない自己負担支出のベンチマー
クを作り出し、 国民健康システムを持つすべての国の事実に反する 「仮定的な」 結果を予
測する。2番目は、極めて高額な医療費自己負担を強いられる人口のシェアである。ここでは、
この変数に対するWHO の推定値が高ければ高いほど、自己負担支出は高くなる。 したがっ
て、 総合的に見ると、 「ストレスを伴わない」 自己負担支出を導出するためには、 上記の基
準となる回帰分析の結果に基づいて、 「合計」 から国民健康サービスの欠如に起因する国
別の自己負担支出を控除し、 WHO のデータでいう極めて高額な自己負担を強いられてい
る人口のシェアで高い数値のものについて調整する。 高い数値の人口シェアとは、 医療費の
自己負担が家計所得の10％超を占めると定義される。

113 政府の制度または強制的な制度によって支払われる医療費総額の 25%、 50%、 75% を閾値とする 4グループ
					によって定義される



Swiss Re sigma No 5/2019 51

ミクロ ・マクロ接続モデル
このセクションの分析については、 2 種類のモデルに対して 2 つの異なるデータセットを構
築した。 	

最初の一連のモデルに関しては、 1990 年から 2017年までの間に重大な自然災害イベント
（GDP の1％を超える経済的損失） に見舞われた 55 ヵ国のデータについて、 一連のパネ
ルデータを構築した。 これらのモデルにおいては、 GDP成長率は自己回帰プロセスとして
モデル化された従属変数である。 GDP成長率に対するショックの影響と自然災害からの回
復状況を遡及するため、 他の説明変数が異なるモデルで追加されている。 類似した自己
回帰モデルにより、 災害イベントに対する政府支出と民間セクターへの信用供与についての
分析が行われた。

2番目の一連のモデルに関しては、1990 年から 2017年までの期間の165 ヵ国の年次デー
タを用いて一連のパネルデータを構築した。 これらのモデルにおいては、 GDP成長率のボ
ラティリティは従属変数であり、自己回帰プロセスとしてもモデル化されており、ボラティリティ・
プロセスを制御するため、 銀行または金融危機のダミーを含め、 その他の成長およびボラ
ティリティ関連の説明変数が追加されている。 多くのモデルにおいて、 損害保険の普及率、
制度の質、その他GDPボラティリティに関する多くの説明変数が及ぼす影響が遡及された。 	

いずれのモデルについても、 保険普及率 （元受損害保険料の GDP に対する割合%） に
関するデータはスイス・リーから得たものである。 実質GDP成長率、 1人当たり GDP、 イン
フレ率、 国内総貯蓄 （GDP比％） およびその他のマクロ指標は、 オックスフォード ・エコノミ
クスから得ている。 政府支出データは IMFから、民間セクターに対する国内信用（GDP比％）
は世界銀行から取得した。 一連の銀行危機のダミーは、 Laeven および Valencia114 のデー
タセットから引用し、 他のモデルに関しては、 著者達がアジア金融危機、 世界金融危機お
よびその他のダミーを決定した。 制度品質のデータセットは Aljaz	Kuncic115 から引用した。
自然災害に関するデータは、 スイス・ リー・インスティテュート独自の自然災害データベース
からのものである。 主要危険 （地震、 暴風、 洪水） と呼ばれる自然災害の経済的損害お
よび保険損害に関する情報を使用してデータのサブセットを抽出した。

114	 F.	Valencia、 L.	Laeven 共著：「システミックな銀行危機のデータベース：改訂版」、 IMF ワーキングペーパー
					 12/163 番、 2012 年 6月1日
115	A.	Kuncic、 「制度的品質のデータセット、 1990~2010 年」、 https://sites.google.com/site/aljazkuncic/
						research に掲載
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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？
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