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まえがき

スイス・ リー・インスティテュートのリサーチ・ポートフォリオの中で最も重要な刊行物であるシグマは、今
年で創刊50周年を迎えます。 これまでの半世紀にわたってシグマは、 社会が直面する絶え間ないリス
ク環境の進化、マクロ環境・規制環境と、それが保険市場に与える影響、 さらにはアンダーライティング・
サイクルや販売チャネルのような業界固有のテーマについてソートリーダーシップを発揮してきました。 シグ
マは業界有数のリサーチ出版物として、 世界のレジリエンスを高めようとするスイス・ リーのビジョンを支え
続けています。 	

この記念すべき年度のシグマ第2号として取り上げる興味深いトピックは、 エンジニアリング保険 （技術保
険） ですが、 これはエンジニアリングや建設工事リスクに対する補償の提供に重点を置く専門化した分
野です。 主流ではありませんが、 このように難しい独特なリスクを含む特殊 (スペシャルティ) 保険種目は
シグマでもたびたび取り上げてきました。 実際のところ、1968 年に創刊されたシグマ第2号の主題は 「あ
らゆる保険の母」 とされる海上保険でありました。 その後海上保険は1970年代初期、 1980年代、 そし
て最近では 2013年にも再度取り上げています。

シグマにおいて取り上げられた他の特殊種目としては航空保険と信用保証保険があります。 航空保険は
1970年代に 2回、 1980年代に 2回、 1990年代に1回、そして直近では 2013年に海上保険と合わせ
て取り扱われています。 他方、 信用保証保険は1971年に一度だけ特集されています。 その時、 シグマは
この特殊種目に関する包括的な市場概況を詳述しており、 また信用リスクの保険引受能力の限度額や景
気後退が損害成績に与える影響にも触れています。 		

シグマでエンジニアリング保険を取り上げたのは今年が初めてですが、 スイス・リーは 2006年に 「プロジェ
クトエンジニアリング保険のドライバーとしての建設工事」 と題する研究を発表しています。 過去10年間に
多くの変化 （例えば、 2008 年の金融危機の悪影響、 保険分野を含めた新興国における発展、 新たな
技術など） がありましたので、 エンジニアリング保険にとって経済、 技術、 競争環境の変化が何を意味す
るのかを調べることは有益であると思われます。 	

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。 	

マイク・ミッチェル		 		 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
再保険エグゼクティブ・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

エンジニアリング保険は、 プラント、 建物およびインフラの建設中および稼働中における予
期せぬ事態から発生する損害に対してプロテクションを専門的に提供する保険種目である。
年間保険料はおよそ 210 億米ドルであり、 企業保険市場全体のごくわずか （約 3％） を占
めるに過ぎない。 しかしながら、 こうした保険カバーがなければ、 多くの建設プロジェクトや
重要機械を扱う仕事を引き受けることは極めて危険なものとなるだろう。

世界のエンジニアリング保険料は、 エクスポージャーの伸びが限定的で保険料率の設定が
持続的に低迷しているため、 ここ数年停滞している。 先進市場では、 国内総生産 （GDP）
に対する割合としての建設工事支出は、 2008 年金融危機以前のピークをはるかに下回っ
たままであり、 一方、 いくつかの主要な新興市場では急激な景気後退に見舞われている。
他の保険種目と同様に、 保険リスクキャピタルが潤沢であることもまた保険料率の大幅な
低下の一因となっている。

潜在的なエクスポージャーの規模や複雑性を考慮して、 大規模なエンジニアリング保険に
対するリスク吸収力 (キャパシティ ) は一般的にブローカー経由で国際的な企業保険市場に
分散されている。 ロイズマーケットやそこに拠点を置く国際的な専門保険会社によって構成
されるロンドン市場は依然として重要な役割を果たしているものの、 シンガポールやドバイの
ような代替保険拠点も出現してきた。 こうしたキャパシティの分散化と既存ブローカー同士
の連結が、 保険仲介業者の企業保険市場における影響力の強化を可能にしている。

エンジニアリング保険は他の特殊種目に比べて比較的収益性の高い種目である。 しかし、
最近は、 一部の建設工事分野での劣悪な品質管理のために支払保険金が増加し、 損害
率が徐々に上昇して引受成績が悪化してきている。 「巨大」 建設工事やインフラ・プロジェ
クトは次第に複雑化し施工段階や当事者も多くなり、 ときには関係国も複数になる性質が
あるため、 リスク評価業務が一段と複雑化している。 保険料率の低下傾向を考えると、 一
部エンジニアリング保険会社の利益率は既に長期的に持続可能な水準ぎりぎりまたは、 そ
れを下回るレベルまで来ているかもしれない。

エンジニアリングにおいて、 技術は絶えず進化している。 保険会社は技術がどのようにしてリ
スク環境を変貌させ、 その引受アプローチに影響を与えるかを継続的に評価しなければな
らない。 建設技術の革新のペースは一般的に遅いが、 この業界にもデジタル化の兆候が見
られる。 デジタル技術は、 エンジニアリング関連リスクの監視や軽減、 さらには管理の強化
など、 大幅な効率性の改善をもたらす可能性がある。 同様に、 保険金請求処理プロセス
のさらなる改善を支える可能性もある。 しかし、 建設工事におけるこうしたデジタル移行は
徐々にしか進行しない可能性が高い。 また新技術は既存リスクの性質に影響を及ぼし、 サ
イバーのような新しいリスクをもたらす。 これは、 事故の頻度が減少しても、 保険請求額は
増加する可能性のあることを意味する。

商品およびプロセスのイノベーションは、それらが保険引受能力の限界を踏み越えない限り、
進化するリスクと競争環境への保険会社の対応に役立つであろう。 これには効率性を高め
てアンダーライティングの正確性を改善する新技術の導入が含まれる。 デジタル・ネットワー
クの世界では、 保険は単に損害を補償するというより、 むしろ一段とリスク回避 /軽減の役
割を果たすようになるだろう。 これには最終的に、 エンジニアリング保険会社のビジネスモデ
ルの抜本的な再構成を必要とするかもしれない。

技術的イノベーションの枠を超えて、 エンジニアリング保険の見通しは世界経済の将来的な
成長と、 とりわけ建設工事活動の水準と性質に大きく左右される。 堅調かつ同時的な世界
的景気回復は、 都市化や経年劣化したインフラの取り換え、 再生可能エネルギー源の開
発といった構造調整と相まって建設工事支出を促進し、保険需要を拡大させるであろう。 し
かしながら、 こうしたいくつかの要因がどの程度まで保険料の伸びとして現れるかについて
は、 依然として不透明さが残る。

エンジニアリング保険は世界の企業保険
料のおよそ 3％を占めるに過ぎないが、
投資の促進に重要な役割を果たしている

保険料はここ数年横ばい

エンジニアリング保険の一部引受キャパシ
ティは、 通常ブローカー経由で、 ロンドン、
シンガポール、 ドバイなどの国際的なハブ
に分散

エンジニアリング保険は依然として比較的
収益性の高い種目であるが、 最近その
引受成績には悪化の兆候が見られる

新技術は建設工事の効率性と安全性を
向上させる可能性があるが、 それはゆっく
りと進んでいき、、 また新たなリスクをもた
らすことになるだろう

デジタル・ネットワークの世界では、 エン
ジニアリング保険会社は最終的にリスク回
避 /軽減の役割を引き受ける可能性が
ある

都市化のような構造変化を伴うマクロ経
済の循環的回復基調はエンジニアリング
保険への需要拡大につながるであろう
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はじめに

エンジニアリング保険とは何か？

エンジニアリング保険はボイラーの爆発 /爆縮に起因する財物損害に対するプロテクション
を提供するため19世紀に始まった 1。 やがて時間とともに担保範囲が大幅に拡大し、 現在
では、 おおむね3 つの主たる流れからなっている。 	

�	 工事 （プロジェクト） 保険 ：プラントや建物およびインフラの建設中または据付中に発生
するリスクを補償する。 保険契約は通常プロジェクト所有者または建設請負業者が行う。
例えば、 建設工事保険 （CAR）、 組立保険 （EAR） がある。

�	 瑕疵保証責任保険 （IDI） ：プロジェクト完成時にまだ発見されていない設計、 素材また
は施工の欠陥に起因する財物の物的損害をてん補する。 フランスなどのいくつかの国で
は、 建物建設業者は建設プロジェクト着手前に IDI 保険の加入を義務付けられている。
IDI 保険は一般的に10年間有効であり、 それゆえ10年瑕疵担保賠償責任保険と呼ば
れることが多い。 専門職業賠償責任保険とは異なり、 IDI または10年瑕疵担保保険は
責任の証明を必要としないのが一般的である。 すなわち損害の証拠そのものが保険金
請求を起こすのに十分である 2。

�	 オペレーショナル保険 ：更新可能な保険であり、 いったん設備や構造物が実用化に入っ
たあとに生じる予期せぬ損害を補償する。 一般的な年契約には、 機械故障 （MB）、 電
気設備（EE）機能停止ならびに建設請負業者のプラント、設備および機械の保険（CPE/
CPM） に関わる損害の補償が含まれている。

典型的なエンジニアリング保険は、 建設期間中および建造物、 プラントあるいは機械が操
業に入ったあとの財物に発生し得る予期せぬ突然の物的損害に対する補償を提供する。
建設工事プロジェクト保険は、 対人賠償責任を補償するのが一般的である。 このようなタ
イプの保険契約は、 特定プロジェクトに関わる 「すべてのリスク （オールリスク）」 をカバーす
るのが一般的であり、 遅延または事業中断に関わる経済的損失を含めることができる 3。
操業開始遅延保険 （ALoP	/	DSU） はプロジェクトの中断に起因する費用をてん補するが、
いかなる遅延もプロジェクト保険すなわち CAR/EAR 保険契約のもとでてん補される物理
的損害に起因するものでなければならない。 通常のオペレーショナル保険契約は損害の原
因となる危険を列挙しているが、 これには関連する経済的損失を含むが第三者賠償責任
は含まない。

エンジニアリング保険はプラントや建物あ
るいはインフラの建設中および稼働中の
予期せぬ損害の負担に有用

エンジニアリング保険は機械、 インフラの
物的損害や経済的損失に対するプロテク
ションを提供する

1 エンジニアリング保険の歴史と発展に関するより詳細な議論については、 「入門：エンジニアリング保険と再保険」、
スイス・ リー、 1997年を参照。

2 　http://media.swissre.com/documents/Swiss_Re_inherent_defects_insurance.pdf を参照。
3 比較的小規模な損害が多額のキャッシュフロー被害をもたらす可能性がある。 例えば掘削機の重要な一部が破

損した場合、 建造スケジュールが大幅に中断する可能性がある。
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特定のプロジェクトがスタートするに先立ち、別の （非エンジニアリング） 保険が適用できる。
例えば建設工事現場までの輸送 /運送中の設備または資材の紛失あるいは損傷は海上
保険でカバーできる。 同様に、 プロジェクトが完成した段階では、 保険契約者は個別の危
険に応じて異なる契約で補償され得るだろう （図1を参照）。 例えば、 火災や自然災害の
ような外部要因に起因する損害は、 一般的に IDI ではてん補されない代わりに通常の財物
保険や事業中断保険によりカバーされることになる。

成長を支えるエンジニアリング保険の役割

一部のリスクは、 企業や政府が単独で対処するにはあまりに巨大あるいは複雑すぎる場合
があろう。 企業がリスクを共有し、 その収入・支出の変動を軽減する仕組みを提供するこ
とによって、 保険はそれがなければなし得なかったであろう種類の効率的投資を促進する
ことができる。 このように、 保険会社は最も生産的な用途への財務リソースの配分を後押し
することが可能となり、 保険契約者の被保険事故後の迅速な回復を可能にし、 民間企業
や公共企業体の振興を図ることができる 4。 また保険会社は、 開発業者や建設請負業者
と連携して適切なリスク管理と施工基準の制定を確実なものにし、 それにより将来の事故リ
スクの軽減に役立つことができる 5。

図1 
エンジニアリング保険の定型化された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
スケジュール表

	 	注：保険契約のタイプを示す略語。 BI ＝事業中断、TPL＝第三者賠償責任、CAR ＝建設工事保険、

EAR ＝組立工事保険、 ALoP/DSU ＝操業開始遅延保険、 MB ＝機械故障、 MLoP ＝機械利益損

失、 DoS ＝在庫の劣化、 CPE/CPM= 建設請負業者のプラント、 設備および機械、 IDI ＝瑕疵保証

責任保険。 保守期間とは、 契約の実質的完了後に建設請負業者が施工および建設材料のいかな

る瑕疵についても修繕を義務付けられている期間を表す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：スイス・リー

時間

プロジェクト価格
建設段階 稼働段階プロジェクト前の

段階

エンジニアリング
保険

進行中の工事

保
守
管
理
期
間

継続的な生産/オペレーション

建設の開始/
プロジェクト保険契約 

竣工証明書/
プロジェクト保険契約終了

オペレーショナル保険契約
満期/更新

典型的な
非エンジニアリング
保険：
海上（貨物）保険

最終契約価格/
保険金額

典型的なオペレーショナル保険契約：
MB, EEI, DoS, MLoP, CPE/CPM

典型的なプロジェクト
保険契約：
CAR, EAR, DSU/ALoP

典型的な非エンジニアリング
保険契約：　財物、BI、TPL、その他

 IDI(10年)保険

このようなカバーは、被保険危険の性質に
よっては別の契約と併存することが多い

保険は設備投資の促進に重要な役割を
果たすことができる

4 社会における保険の役割に関する総合的な議論については、 シグマ 2017年第 4号を参照。
5	通常、 保険会社は独立した工学専門家を使って、 損害コントロールやリスク・マネージメントに取り組み、 監査を行

い、 品質保証文書を評価し、 将来の損害を軽減するための緊急時対応策について助言している。
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はじめに

市場の規模と構成

2017年における世界のエンジニアリング保険料はおよそ 210 億米ドルと推定され、 企業保
険料総額 （2017年は約7,300 億米ドル） の約 3％を占めた 6。 欧州、 中東およびアフリカ
（EMEA） 地域が世界のエンジニアリング保険料の最大シェアを生み出しており、 その大半
は機械故障保険や建設工事保険のようなオペレーショナル・カバーの需要によるものであ
る （図 2左側）。 新興市場のなかでは、 ブラジルとメキシコおよびコロンビアで中南米にお
けるエンジニアリング保険料の70％を占め、 中国は現在のところアジア太平洋 （APAC） 地
域の保険料のおよそ3分の1をもたらしている。

プロジェクト関連の保険料がエンジニアリング保険料総額の約半分を占めており、 この割合
は長期間ほぼ安定している （図 2の右側を参照）。 IMIA の市場情報によると、 保険料の
大部分は中小規模のインフラ・プロジェクトから発生したものである7。 欧州諸国を主とする
ごくわずかの国々では専ら10年瑕疵担保賠償責任保険が人気で、 なかでも IDI 保険料の
90％以上はフランスで発生している 8。

世界のエンジニアリング保険料は、 数多くの発展途上国で建設活動が飛躍的に増大した
2000 年代に急速に伸びたが、 その後ここ数年は成長が止まっている。 2015 年と 2016 年
の世界市場は落ち込んだが、 2017年には立ち直った。 	

世界の企業保険料のおよそ3％を占める
エンジニアリング保険料

図2 
世界のエンジニアリング保険料シェア：地域別（単位10億米ドル）・主要契約タイプ別（％） 

注：左図はエンジニアリング保険料が独立して報告されているおよそ60ヵ国の事例に個別的な統計が入手できない諸国の推定値を加えたものに基づい

ている。後者は地域ごとの損害保険におけるエンジニアリング保険料の割合を用いて推定したもの。右図はエンジニアリング保険料の詳細が保険種目別

に公開されている60ヵ国の部分集合に基づいたもの。

EMEA＝欧州、中東およびアフリカ

出典：いくつかの国のデータ、エンジニアリング保険会社国際協会（IMIA）、スイス・リー・インスティテュートによる計算
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世界のエンジニアリング保険料のおよそ
半分はプロジェクト関連

ここ数年間、世界のエンジニアリング保険
料の伸びは成長が止まっている

6 保険料の推定は保険情報サービス会社のAxco、 地域監督当局/保険協会および IMIE から得たデータをまと
めたものに基づいている。

7	2016 年11月に行われたインシュアランス・デー社に対する IMIA の Oscar	Treceno氏の面談。
　　http://www.docosoft.com/docs/dafault-document-library/insuranceday02november2016docosoft.pdf
8 2016 年制定の法1796 （安全住宅法としても知られる） を受けて、 10 年瑕疵担保賠償責任保険の初期的市場

がコロンビアで発達しつつある。 今のところコロンビアの保険会社数社が崩落や崩壊の恐れにより影響を受ける物
件所有者に対する物的損害を保障する10 年契約、 または同国の建設工事会社に対する特別カバーを売り出し
ている。
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変動の一部は、 とりわけ新興市場通貨に対する米ドルの変動および保険会社の収益の共
通通貨への換算に起因するものであった。 現地通貨ならびにインフレ調整後では、 世界の
実質保険料は少なくとも 2012年以降はほとんど横ばいである（図3のパネル上段を参照）。
伸びが乏しいのは、 先進市場と発展途上市場の両方においてプロジェクト保険料が低迷し
たことによる （図 3 のパネル下段を参照）。 多くの先進市場の GDP に対する割合でみた建
設支出は、 2008 年金融危機以前のピークを下回ったままであるが、 いくつかの主要新興
市場は最近の不況からゆっくりとではあるが浮上しつつある。

本号シグマの残りの部分では、 エンジニアリング保険市場の制度構成を調査し、 国内およ

び国際的な企業保険市場間の関係や保険仲介業者の役割についても検証する。そのあと、
引受成績ならびに新技術が建設リスク環境およびアンダーライティング実務に及ぼす影響
について議論する。 最後に本号シグマは、 短期から中期にわたっての市場見通しを形成す

る諸要因について概観する。

図3 
世界のエンジニアリング保険料の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
伸び（名目および実質）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市場・主要種目別（％）	 

 

	 	注：この図はエンジニアリング保険料が独立して報告されている約 60 ヵ国 （世界の保険料のおよそ

90％を占める） の事例のみに基づいている。 表の数値は、 エンジニアリング保険料の詳細が開示され

ている 60 ヵ国を小分類に区分けしたもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：いくつかの国のデータ、エンジニアリング保険会社国際協会（IMIA）、スイス・リー・インスティテュートに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる計算
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注：破線は5年移動平均を表している。

実質保険料の伸び

（現地通貨、％） 主要種目 2011～2013年 2014～2016年

先進市場 プロジェクト 3.0 2.6

オペレーショナル 3.6 1.8

発展途上市場 プロジェクト 5.4 ‒4.6
オペレーショナル 2.9 5.6

シグマの概要
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エンジニアリング保険市場の構造

ホールセール市場と小売市場

世界のエンジニアリング保険市場は、 リスクの 「所有者」 や提供されるカバーの性質と範囲
に応じて、様々な当事者に渡る様々な層で構成されているのが一般的である。 建設プロジェ
クトには複数の当事者が関与し、 プロジェクト保険の組成の仕方に影響を及ぼす多数の進
捗段階が含まれることが多い。 対照的にオペレーショナル保険はどちらかと言えば財物保
険に類似しており、 通常は資産の所有者が保険を購入する。 とはいえいずれの場合でも、
付保については保険仲介業者が重要な役割を果たしている （図 4 を参照）。

巨額で複雑なエンジニアリング・ リスクの分散は、 国内市場 （例えば小売） と企業向け共
同/再保険引受市場の組合せを通して実現される。 ホールセール保険引受市場では、 顧
客（通常はブローカー経由）は、リスクの一定割合の引受に同意し共同（再）保険リーダー（幹
事） 会社となる （再） 保険会社と保険条件について交渉する。 幹事がリスクを100％引き
受けることを望まない場合、 あるいはブローカーや顧客がリスクを保険会社間で分散したい
場合は、 複数の （再） 保険会社がリスクを分担するシンジケート団としてその保険プログラ
ムを引き受けることができる。

エンジニアリング保険市場は複雑で当事
者も多数におよぶ

リスク分散は国内保険市場とホールセー
ル保険市場の組合せを通して行われる

図4 
エンジニアリング保険における　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利害当事者マップの概要	

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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保険需要を形作る諸要因

被保険者は契約形式によって異なる
建設工事契約では、プロジェクトの責任分担が定められ、保険購入の責任を1社で負うのか、
または複数の当事者が負うのか決定される。 「ラップアップ」 としても知られる管理保険プロ
グラム （CIPs） のもとでは、 一当事者がすべての （あるいはほとんどの） 当事者のために保
険を手配するか、 あるいはプロジェクトに参加しているすべての当事者をまとめ上げる。 契約
によっては、 CIPs は所有者 （OCIP －所有者管理保険プログラム） が購入することもできる
し、 建設請負業者 （CCIP―建設請負業者管理保険プログラム） も購入可能であり、 ある
いはその両者が一緒になって購入することも可能である （すなわち、 パートナー管理保険プ
ログラム： PCIP）。 CIP では、 建設に関わっているすべての主要パートナーが指名被保険者
として含まれており、 カバーの重複を避けることに役立つ 9。

保険契約は単独契約方式で結ばれることが多い （すなわち、 個別の建設工事プロジェク
トごとに別々の契約）。 オープンカバー （着手される請負工事の概要が記載され、 その概要
の範囲内の建設工事契約は自動的にカバーされる） も利用できる。 しかしこのカバーは被
保険限度額が比較的中小規模であるのが一般的であり、 同種リスクの標準フローを実証し
ている信託された建設請負業者に対して選択的に発行される 10。

規模が大きく先端的な建設請負業者は一段と大きなエクスポージャーと責任を自ら引き受
けることを選択する場合がある 11。 これが設計・調達・建設 （EPC） 契約のケースであり、
建設請負会社はプロジェクト設計、 資材調達およびサービスの責任を負う 12。 こうした取り
決めの下で建設請負業者は保険を手配し （CCIPs が一般的）、下請け業者と所有者を指
名被保険者に含めることになる 13。 建設請負業者は、とりわけ災害関連リスクについて、キャ
プティブを利用し自己保有することが時折ある。 （これによって、 請負業者は潜在的損害に
備えた資金を引き当てる）。 しかしこの方式は広くは普及していない 14。

建設請負企業の国際的な展開は保険購入プロセスに影響を及ぼす可能性がある。 国際
的建設請負業者の上位20 社は、 2016 年に国内市場以外の国々におけるプロジェクトから
その収益の 46％を生み出した15。 こうしたプロジェクトは国内保険プログラムでカバーされる
のが一般的であるが、同時に様々な法域における契約条件や限度額の相違を埋めるグロー
バルマスター契約による補完も可能である。 その結果、 国レベルの保険料は必ずしもその
国のリスクを反映するばかりでなく、 大手請負建設業者が海外で引き受けたリスクも含んで
いることがあり、 こうしたリスクの一部は請負契約業者の本国で引き受けられている。

契約が当事者間のリスク配分とその結果
としての保険購買に影響を与える

保険契約は特定の建設工事プロジェクト
に関連しているのが一般的

建設請負業者は時には保険の手配を含
めて大きなプロジェクト責任を負う

複数の国々で事業を行っている大規模な
建設請負業者はグローバル保険プログラ
ムを利用できる

9	  巨大プロジェクトには何百社もの下請業者がいるため、 時にはすべての関係者を指名被保険者に含めることがで	
					きない場合がある。 こうした場合、 「建設請負事業者等」 とか 「下請業者等」 などの広義の用語が使用される
				 ことが多い。
10		発展途上市場でのオープンカバー使用はまれである。 小規模で均一なリスクは建設請負業者が自家保険するこ
					とが通例だからである。 中国およびサウジアラビアは例外で、 政府関連プロジェクトではオープンカバーが時折発
				行される。
11			M.Sobolewski,	A.Kent および J.Van	den	Berg による 「2017年における設計および建設の傾向」、Strategyand.	
					pwc.com
					https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-engineering-and-construction-trends
12  EPC 契約の変形としては、EPCC （エンジニアリング、調達、建設および試運転）、EPCM （エンジニアリング、調達、
			 建設および管理）、 EPIC （エンジニアリング、 調達、 据付および試運転） などがある。 EPC 契約を拡張したもの
				として一括払いターンキー契約があり、 これは建設請負業者がプロジェクトの既稼働が可能な状態をも保証する。
13  OCIP では所有者が保険を手配し、 建設請負業者と下請業者はその入札から保険予算を除くことができる。
				CCIP では建設請負業者が保険を手配し、 保険コストは入札に組み入れられる。
14  マーシュ社が経営するキャプティブに関するデータによると、 建設キャプティブはキャプティブ総数のわずか 5％に
				すぎず、 保険料におけるそのシェアはさらに低い （1％以下）。 マーシュ社の 「キャプティブ・ベンチマーキング・レポー
					ト、 2016 年」 を参照。
					 https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-en/Captive%20Solutions%20
				Benchmarking-05-2016.pdf
15	 「上位 250 社」、 Enr.com、 2017年 8月21日、
				https//www.enr.com/ext/resoueces/Issues/National_Issues/2017/08Aug/21Aug/08212017_Top250_full.
				pdf
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購入される保険の範囲に影響を及ぼすことが多い融資者
また金融機関の利害も保険決定に影響を及ぼしている。 融資者は通常非遡及 ( ノンリコー
ス ) 型で資金を融資する （すなわち、 借り手が債務不履行となれば、 融資者は担保を押
収することができるが、 担保価値が不十分な場合でも借り手に対して更なる支払いを追及
できない）。 その結果、 とりわけプロジェクト資産の売却市場は一般的に流動性が低いとい
う理由により、 融資者はその利益を守るために十分な保険を要求することが多い 16。 工事
の遅延は追加経費をもたらし、 収益を失う可能性があり、 この一部は ALoP/DSU 保険で
カバーされる。

リスク吸収能力(キャパシティ) の源泉

国際的に展開する保険会社が保険料の大半を占める
各国に拠点を有する国際的保険会社はエンジニアリング保険に強力な存在感を示してい
る。 複数の国々で営業し、 かなり大きなバランスシートを有する保険会社には、 リスクを地
理的に分散し、 損害をよりよく管理する能力がある。 こうした保険会社は、 特に多国間の当
事者が関与するようなプロジェクトについて、 共同保険手配の主幹事となることが多い。 引
受の状況をみると、 国内保険料のかなりの部分を支配する各国の上位5社に集中している
（図 5 を参照）。

融資者は信用リスクを軽減するため適切
な保険カバーを求めることが多い

エンジニアリング・ リスク受入に重要な役
割を果たすことが多い国際的保険会社
の各国拠点

図5 
エンジニアリング保険上位5社の保険料シェア（主要国）

注：米国の建設プロジェクト保険料はインランド・マリン種目から抽出したもの。ここに示した諸データは入手し得る直近のものである。

出典：Axco、地域監督当局およびスイス・リー・インスティテュート

建設プロジェクト契約 オペレーショナル契約

トルココロンビア米国日本カナダトルコ南アフリカメキシコマレーシアインドコロンビア中国米国日本
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16	融資者は保険契約に与信条項の挿入を強く要求する。 この条項により融資者は契約に基づく保険金請求の実
				行において被保険者の助力/ コンプライアンスの必要性を減少させ得るからである。 しかし保険会社は、 融資者
				が記名被保険者ではないため、 融資者に保険契約上の広範な権利を与えることに慎重であることが多い。
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大手保険会社は通常複数の保険種目を活発に引き受けており、 エンジニアリング保険でも
同じく優位に立っている。 オペレーショナル・エンジニアリング・カバーは大手の財物リスク保
険会社が引き受けることが多い。 エンジニアリング保険のみを単独で引受ける保険会社は
まれである。 顧客はそのポートフォリオの一部だけを専門会社に移すことに魅力を感じない
からである17。 とはいえ、 伝統的な保険市場では引受不能あるいは極めて高価となるよう
なニッチ分野について、 主に相互会社やキャプティブとして、 そのメンバーにカバーを提供す
る専門保険会社は存在する 18。

エンジニアリング （再） 保険は市場構造という点では国際的であるが、 制度的な枠組みが
時にクロスボーダー事業を制限する方向に働く。 外国保険事業者の参画を制限する国の監
督規制要件を満たすため、 国内保険会社が保険証券の発行に携わることが多い。 いわゆ
るフロンティング保険会社は、 一般的にリスクのごく一部を保有し、 手数料を取った残余部
分を再保険経由でホールセール保険の市場参加者に出再する。

複雑なリスクについては依然としてロンドンが優先されるが、 地域ハブ拠点も出現
してきている 
とりわけ引受に関する技術的要求が厳しい高額プロジェクトのエンジニアリングや建設関連
の保険にとっては、 ロイズ保険市場およびシティ・オブ・ロンドンを拠点として営業する世界
的なホールセール保険会社で構成されるロンドン市場が従来から重要な中心地であった。
とはいえ発展途上地域のハブ拠点も成熟を遂げ、 いまではいくつかの事業について自分た
ちで十分負担できる体制を整えている。 特に：

�	 シンガポールがアジア太平洋地域 （APAC） の再/元受保険拠点としてその地位を確固
たるものしている19。 ますます多くの国際プロジェクトがアジアに拠点を置く建設請負会
社に主導されるようになったため、 増加を続けるプロジェクトの保険がシンガポールで付
保されている 20。 	

�	 中東および北アフリカのエンジニアリング・ リスクについては、 最大手の再/元受保険会
社や保険仲介業者も集結するドバイ国際金融センターを通して、 ドバイがキャパシティを
提供している。

�	 中南米やカリブ海諸国のエンジニアリング・リスクについては、マイアミが引受の中心である 21。 	

複雑なリスクのプライマリーレイヤーはいまだにロンドンで付保されている。 これはリスク吸収
キャパシティのためというよりむしろ特定リスクの技術的専門知識に起因することが次第に多
くなってきている。 石油・ガス、 発電、 重工業、 鉱業、 大規模土木構造物、 地下工事な
どの諸リスクはその引受専門知識を求めて引き続きロンドン市場に向かうことが多い。

専門保険会社はまれであるが、ニッチ分
野にいくつか存在する

国内保有に関わる国の規制がホールセー
ル保険市場へのリスク移転方法に影響を
及ぼす

ここ数年、ロンドン市場に匹敵するホール
セール保険の地域拠点が出現

複雑で高価値の建設プロジェクトにつ
いてはロンドン市場が依然として重要で
あり ...

17	 保険契約のポートフォリオは、 保険種目間の内部相互補完があるため、 1つの保険会社に付保されることが多い。
18	著名な専門保険会社には次のようなものがある。 1） フランスの SMABTP、 これは主として 10 年瑕疵担保契約
				を引受ける専門相互会社。 2） AR-CO	and	Protect ：ベルギーの専門保険会社で建設関連の専門職業賠償責
				任保険を提供している。3）他に、おおむねオペレーショナル・エンジニアリング保険を専門とするハートフォード・スチー
				ム・ボイラー （HSB） のような一握りの専門保険会社も存在する。
19 「シンガポール保険市場レポート」 AXCO.CO.UK、 2017年12月 https://www.axco.co.uk/axcoimr/report_
					display_frame.asp?countryid=99&marketsectorid=1&topicid=19747&levelid=2
20	前掲 Enr.com　2017年 8月21日
21	「中南米、 成長機会へのアクセスに拠点戦略を利用」、 Aon.com、 2016 年1月
					http://www.aon.com/inpoint/bin/pdfs/white-papers/LatAmWhitepaper2016.pdf?utm_source=slipcase
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これまでの数十年間に比べると、 エンジニアリング・ リスクの付保におけるロンドン市場の重
要性はおそらく低下している 22。 しかし、 同市場はここ数年、 世界の建設プロジェクト保険
料のシェアをおおむね維持しており （図 6 を参照）、 それは主として業務を分散し地域ハブ
拠点に専門知識を蓄えてきたからである。 ロイズは1999 年以降シンガポールの業務を 23
のシンジケート （保険引受団） にまで伸ばしたが、 そのうち12 のシンジケートが建設工事お
よびエンジニアリング事業の保険を引き受けている 23。 またロイズは中国の子会社を経由し
た100％再々保険によって中国ビジネスに参加している 24。 	

とりわけ発展途上市場においては再保険が大きく下支え
出再保険料のシェアは市場によって大きく異なるものの、 ここ数年、 一部の発展途上国で
は、 エンジニアリング保険の出再率はわずかに低下している （図7を参照）。 例えば、 サウ
ジアラビアやシンガポールの保険会社はそのエンジニアリング・ リスクの大部分を出再してい
る。 これはおそらく多くのエンジニアリング・ リスクが大きくて複雑であることを反映している。
すなわち、 これらの国の被保険リスクの大部分は電力、 土木、 交通インフラに関係したも
のである。

...同市場はここ数年マーケットシェアをな
んとか維持している

図6 
世界の建設プロジェクト保険料に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おけるロンドン市場の市場占拠率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（推定範囲、％）

	 	注：図の帯状のものは、 様々な推定に基づいた建設プロジェクト保険料におけるロンドン市場の市場

占拠率推定値の範囲を示している。 帯の下線部分は、 ロイズ建設コンソーシアムの一部であるシン

ジケートが計上した保険料の推定値に、 ロンドン保険会社 （非ロイズ） 市場のために国際引受協会

（IUA）が報告した建設工事保険料を加えたものを使用している。 上線はロイズのすべてのシンジケー

トにおける推定保険料と IUA の建設工事保険料を合わせたものである。 すべての推定は、 ロイズ・

シンジケートの財物保険合計に対する建設工事保険の割合がロンドン保険会社 （非ロイズ） 市場の

ものと同じであることを前提としている。

	 	出典：ロイズ市場シンジケート・データ、ロンドン保険会社市場（IUA）統計レポート、スイス・リー・インステ

ィテュートによる計算
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エンジニアリング保険の出再率は国によっ
て異なる

22	ロンドン市場は、 2000 年代半ばには約7億米ドルの建設プロジェクト保険料を計上したと報告されており、 これ
				は 2004 年に IMIA によって推定された世界の建設プロジェクト保険料のおよそ4分の1に相当する （スイス・リー
				2006 年 9月の 「Insights」 を参照）。
23	Beazley、CNA	Hardy、Talbotおよび	Sompo	Canopiusの4シンジケートが2013年に建設コンソーシアムを組成し、
			 	2016 年には Noave	と Travellers の 2 シンジケートが参加した。 ロイズ・アジア 「大規模な専門家によるアンダー	
				ライティング」 を参照。
					https://www.lloyds.com/~/media/files/lloyds/offices/singapore/1794c-lloyds-asia-matrix-web-revised.		
				pdf?la=en
24	ロイズ年次報告書、 2016 年
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エンジニアリング・カバーおよび建設工事カバーの場合、 プロポーショナル再保険が選好さ
れることが多い。 これは、 こうしたポートフォリオでは、 通常ロングテール・エクスポージャー
で保険金額が大きく、 非更改部分と毎年更改される部分とが混ぜ合わさっているという性
質を反映しているからである 25。 対照的に、 標準的なオペレーショナル契約ポートフォリオに
ついては、 ノンプロポーショナル再保険が適している。 かなり大きなポートフォリオを有する大
手保険会社は、 一般的に単独のエンジニアリング特約再保険を通してリスクを出再するに
十分な規模があり、 一方、 小規模な保険会社は財物/複合種目特約のもとでエンジニアリ
ング・ リスクを集めている 26。

保険仲介業者の役割

販売面ではリスクの規模と複雑性によりブローカーが依然として支配力を持っている
エンジニアリング・ リスクと建設工事リスクの大半については、 ブローカーが保険の手配をま
とめている。 サウジアラビアや中国のような新興市場の一部では、 国営企業が入札プロセ
スを通して保険会社と直接付保手配を行うことがある。 とはいえ、 こうした取引は、 とりわけ
地元の建設プロジェクトの保険手配について積極的な国内ブローカーが関与するのがいま
だに一般的である。 専門家の知識を必要とする複雑なプロジェクトや海外資本が関係する
プロジェクトは、 国際的なブローカーが重要な役割を果たしている。

これまでの数十年間にわたって、 国際的なブローカーは、 リスクの付保について、 増加しつ
つある国内外の （再） 保険会社と調整を重ねてきた。 これは保険資本の分散や専門知識
の新興地域ハブ拠点への移転に起因するものである。 世界中のリスク吸収キャパシティにア
クセスすることで、 ブローカーは利用できる保険ソリューションを最適化し、その顧客に対して
最善の料率や条件を確保することが可能になる。

図7 
主要な発展途上市場における																																																																																																																										
元受保険会社のエンジニアリング																																																																																																																						
保険出再率	(%)

	 	注：シンガポールの数字はシンガポール保険ファンド（SIF）の事業のみであり、トルコの2009年および

2010年の出再率は推定値である。

	 出典：各国の監督規制当局およびスイス・リー・インスティテュート

マレーシアシンガポール トルコ インドサウジアラビア
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エンジニアリング・リスクの場合、 プロポー
ショナル再保険 （比例割合再保険） が
選好されることが多い

市場全体にわたってブローカーが販売を
支配しており、 直接付保は限られている

新しいキャパシティの増加や高度にカス
タマイズされた契約の性質から次第にブ
ローカーの支援が必要になっている

25	スイス・ リーの前掲書 （1997年） を参照。
26	財物およびエンジニアリングのコンバインド再保険特約 （PEN） では、 エンジニアリング・ リスクのサブリミットや特
				別免責を設けることができる。 この特約では、 着工遅延、 地下鉄、 原子力発電プラント、 海外リスク、 変速装置
				および配電線などが免責されるか、 あるいは特別引受が必要。
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また国際的なブローカーは、 建設業界に対してリスク・コンサルティングやキャプティブ管理
あるいは保険金請求処理サービスも提供しており、 いくつかの市場では被保険者の社内ブ
ローカー設立すら支援している （例えば、 ドイツやイタリア）。 エンジニアリングでは、 遅延の
発生から、 保険契約期間や担保範囲の拡大を要求することが一般的であり、 こうした条件
の修正にブローカーは重要な役割を果たしている。 さらに、 複雑で高価値のプロジェクトに
ブローカーが関与することで再保険の手配が容易になる。

業界の統合でブローカーの影響力が拡大
ここ数年の間に保険ブローカー業界では大型合併が行われた。 ４大ブローカー （エーオン
（Aon）、 ジャーディン・ ロイド ・ トムプソン （JLT）、マーシュ （Marsh） およびウィリス （Willis））
はそのリスク管理サービスを強化するため、知識とデータの取得に多額の投資を行っている。
保険キャパシティの分散化と相まって、 ブローカーは保険契約者との関係を強化し、 リスクの
付保先と価格について影響を及ぼすことができるようになった 27。

ブローカーは常に改革しながら、 フランチャイズを拡大している 28。 リスクを新たな方法で
付保しているのだ。 例えば、 複数の保険会社から予め確保したキャパシティに基づいてブ
ローカーが保険の付保先を決定するファシリティーを用いる方法である。 ブローカーのファシ
リティーは、 均質な中小規模のエンジニアリング・リスクに最も適している。 こうした保険引受
枠は、 専門的なアンダーライティングと大きなリスク吸収キャパシティが必要な巨大で複雑な
エンジニアリング・ リスクには適切ではない。

伝統的な販売チャネルが支配
エンジニアリング保険会社は引受キャパシティを配置するために総合代理店をを活用し始め
ている。 総合代理店は保険会社から引受権限を与えられている特殊な保険仲介業者であ
る。 これはニッチ型の事業にとって極めて効率的な引受ソリューションになることがある。 こ
うした仕組みを通して引き受けるリスクの水準は、 一般的に小規模であるか、 あるいはキャ
パシティが限定的である。 総合代理店が引き受けている世界のエンジニアリング保険料は
おそらく 10% に満たず、 いくつかの先進市場では大部分が中規模のリスクである （保険金
額は1億米ドルより低い）。

新しい販売技術は、 リテール/個人種目に与えたほどの影響をホールセール企業保険市
場に、 は与えていない。 より直接的なホールセール販売チャネルを導入しようとした以前の
試みは勢いを増していない。 同様に、 オンラインでの保険料見積や権限委託プラットフォー
ムも発展してきてはいるものの、 従来からの手作業による付保手続きが引き続き支配的で
ある。 とはいえ、 バリューチェーンの一部簡素化を目標とするいくつかの構想は前進してはい
る。 エンジニアリング保険に限られた話ではないが、 例えばロイズ市場では、 シンジケート
は 2018 年末までにそのリスクの 30％以上を電子引受するよう義務付けられ、 2019年末ま
でにその割合を 80% まで引き上げることが目標になっている 29。 	

ブローカーの役割は保険のプレースメント
を越えて付加価値サービスの提供にまで
拡大

合併によりブローカーはその地位を強固
にし、 顧客との密接な関係を維持できる
ようになった

ブローカーは事業の保険付保に新たな代
替的アプローチを開発

エンジニアリング・ リスクの付保に総合代
理店 （MGAs） が果たす役割はやや限
定的

企業保険市場における販売面での革新
はそれほど進んでいない

27	2017年11月に英国の金融行為監督機構（FCA）はホールセール保険ブローカー業界への市場調査を開始した。
				 この取組は、 ブローカーの競争状況や利益相反の可能性、 あるいはホールセール保険市場の競争可能性への
					広範囲にわたる影響などについての理解を目標としている。 2017年11月8日 Fca.org.uk の 「FCA が企業保険
				ブローカーの市場調査を開始」 を参照。
				https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-wholesale-insurance-brokers-market-study
28	S.Sclafane、 「特殊 MGAs が引き続き一般的な買収目標」、 2017年 9月14日、 insurancejournal.com.
					https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/09/14/464213.htm
29 「ロイズは電子引受の義務化を公表」、 2018 年 3月20日、 Lloyds.com.
					https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/press-releases/2018/03/lloyds-issues-electronic-placement-		
					mandate および https://www.reuters.com/article/us-insurance-lloyd-s-of-london-trading/lloyds-of-london-
				aims-to-ditch-most-paper-tradinf-by-end-2019-idUSKBN1HU250
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最近の市場環境

安全と設計の改善が保険引受成績の長期的な改善を支えている
一般的に建設工事業はどちらかといえば最も危険な産業の一つであるが 30、 事故率と致
死率は多くの国で低下する傾向にある （図 8 を参照）。 例えば英国では、 この10 年間で
事故率はおよそ40%低下した 31。 これが過去数十年にくらべて、 ここ数年間における保険
金の実際の支払額の改善に貢献している。

改善された建築基準と新しい建設技術の採用は、 現場の安全性改善と相まって支払保険
金の減少にもつながっている。 それとともに、 設計や施工の欠陥に起因する （価格面での）
大損害の割合も過去30年にわたっておおむね低下してきた。 同様に、 火災や爆発に関連
する保険金支払も少なくなってきたが、 一方で自然災害に関連する損害の増加割合は、 自
然災害による損害の頻度と損害額の最近の世界的な上昇傾向と一致している （表1を参
照） 32。 プロジェクト費用の予測可能性の向上 （すなわち、予算内に収まるプロジェクト遂行）
は、 リスク管理実務の改善とともに保険金額が予想外に高額となる可能性を抑制するのに
役立ってきた。

改善された安全対策…

図8 
主要国の建設工事業界における																																																																																																																							
労働者10万人当たりの致命的労																																																																																																																							
働傷害（2005年、2010年および																																																																																																																																			
2015年）

	 注：米国の2015年数値は2014年のもの。アルゼンチンの2010年数値は2011年のもの。

	 出典：国際労働機関（ILO）
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...それに設計や施工手順の改善も支払保
険金の減少につながっている

30	2015暦年における米国民間企業の労働致死者4,379人のうち、937人（21.4％）は建設工事業であった。すなわち、
				昨年の死亡労働者5人のうち1人が建設工事業に従事していた。 同様に英国では、 労働者の 3％が労働関連
				で負傷しており、 これを当該年度の労働日数に換算すると、 220万日に相当する。
					www.gov.uk/government/publications/the-health-and-safety-executive-annual-report-and-accounts-2016-
				to-2017
31	建設工事保険の将来：共同作業：2016 年12月にConstructing	Excellence および Lucas	Fettes	&	
				 Partners が後援した分野横断的な討論会
32	最近の自然災害損害に関する詳細については、 シグマ 2018 年第1号を参照
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最近の保険営業成績は根本的な収益性の悪化を過小評価している
クレームの長期的な改善が進み、 特に大災害損害事故が発生していないことが、 エンジニ
アリング保険の収益性が一般的に他の特殊種目と比べればそれなりに高かった理由の一つ
となっている。 しかし、 損害率は直近の数年間でわずかながら上昇しており、 世界の損害
率は 2011年以降の平均でおよそ 5パーセントポイント （ppt） 上昇した。 この上昇はほと
んどの地域で明らかであるが、 特に欧州とアジアの保険会社において歴然としている。

プロジェクト所有者や建設請負業者そして最終的にはその保険会社にとって、 劣悪な施工
が大きな課題であることに変わりはなく、 品質管理の低下によるクレームが一部の建設工
事分野で増加中だと報告されている 33。 これは一部にはサプライチェーンにおける当事者
数の増加が原因であろう。 すなわち、下請業者あるいは下請業者の下請業者に関連する
問題である。

報告されている損害率は引受成績における最近の悪化を過小評価している可能性が高く、
最終的な損害実績が完全に明らかになるには時間を要する。 すなわち、 保険金支払は遅
延する場合が多く、 支払保険金の当初見積が非常に不正確で大幅な修正が必要となるこ
とがあり得る。 例えば、 最近の金融危機がもたらした不況時に建設工事会社が遭遇した
財政難による建造物の品質劣化は、 おそらくいまだに完全には表面化していない 34。

表1 
直接的な原因別で見た																																																																																																																																		
大型クレームの割合	(%)

	 出典：IMIAおよびスイス・リー・インスティテュートによる計算

1990年代 2000年代 2010年代

設計、素材およびオペレーションの欠陥 54.1 44.4 39.4

　内訳

　オペレーションの欠陥 20.3 13.7 12.6

　素材および施工の欠陥 16.2 22.6 19.2

　設計の欠陥 17.5 8.2 7.6

火災/爆発 20.4 13.5 16.1

自然災害 5.7 14.3 22.3

その他 19.8 27.8 22.2

100.0 100.0 100.0

概して穏やかなクレーム環境にもかかわら
ず最近の損害率は上昇

品質管理の脆弱さが一部の建設工事分
野で拡大傾向にあると報告されている

最終的な損害成績が完全に明らかにな
るには時間がかかる

33	例えば次を参照。
					 https://www.jltspecialty.com/our-insights/thought-leadership/construction/water-damage-how-to-stem-
				 the-flow-of-devastating-claims
				および
				http://www.aon.com.au/australia/insights/insurance-market-updates-2018/files/construction-market-
				 updates/2018/files/construction-market-update-brochure.pdf
34	これは瑕疵保証責任保険にとって特に重要である。 例えば次を参照。
					https://www.lemoniteur.fr/articles/a-la-recherche-d-un-nouvel-equillibre-35303345
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持続的な保険料率の低下は保険会社の利益率低下を示唆
他の特殊保険種目と同様に、 豊富なリスク吸収キャパシティはエンジニアリング保険の料率
設定を継続的に押し下げている。 エンジニアリング保険国際協会 （IMIA） によれば、 2017
年におけるすべての主要エンジニアリング種目の料率は 2010 年の水準を大幅に下回ってお
り、 いくつかの種目では 30~40% も低下している （図 9 を参照）。 これは大まかに言って、
同時期の自然災害再保険料における世界的な下降傾向に類似している 35。 他のいくつかの
保険種目とは異なり、 エンジニアリング保険の過去7年間の動向は料率が長期的に下降し
続けていることを示している。

エンジニアリング保険の持続的な保険料低下と並行して、 契約条件もまた悪化している。
様々な約款や契約言語を分析すると、 控除や免責の状況改善など、 再保険の購入者は
柔軟な約款の恩恵を受けていることがわかる （「契約条件の展開におけるテキストベース指
標」 を参照）。

とりわけ先進市場では、 建設工事分野における経済的重圧は単に保険価格の押し下げ圧
力に転化しただけである。 建設会社の利益率は比較的希薄で変動が激しく、 産業全体の
中で下位4分の1というのが一般的である 36。 金融危機の結果、 建設産業が利益率の
低い工事契約によって多額の金銭的損失を被った国もいくつかある 37。

豊富な保険キャパシティが保険料率を継
続的に押し下げる

図9 
主要エンジニアリング保険種目における　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
料率の推移（2010年を100とする）)

	 	注：以下で公表された情報に基づく。https://www.imia.com/wp-content/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uploads/2017/10/IMIA-Index-2017-v01.pdf

	 出典：IMIA
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契約条件もまた引き続き（再）保険購入
者を優遇

保険購入者は激しい料率引き上げに抵抗

35　http://www.gccapitalideas.com/2018/05/16/chart-global-property-catastrophe-rol-index-3/
36 「建設工事改革：生産性向上への道」、マッキンゼー、 2017年 2月
37　Causeway/Barbour	ABI による 2017年建設企業景況感調査
　　　　https://www.barbour-abi.com/wp-content/uploads/2017/05/Causeway-Construction-Sentiment-Survey-
　　　Report-Interactive.pdf
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契約条件の変遷に関するテキストベースの指標

保険契約には、 特定の保険種目の一般的カバー条件の概要を述べた標準保険約款文言
が含まれていることが多い。 例えば、瑕疵免責（DE）条項やロンドン・エンジニアリング・グルー
プ （LEG） 約款は、エンジニアリング保険では当たり前のように認識され広く採用されている。
しかし、 個別契約における約款の言語、 構造および内容は、 根底にある競争環境次第に
よって変更・修正される可能性がある。 このようにして契約約款の変更は、 料率以外の条
件がどの程度（再）保険会社または被保険者のいずれかに有利になるかを示すことが多い。

（再） 保険契約に含まれる諸条件 （T&Cs） の文章情報を分析することは、 契約標準の
進化を観察できる有用な手段である。 図10 は、 2011年から 2016 年までの北米リスクに
関するエンジニアリング再保険特約の一例に基づいた簡単な定量的指標を示したものであ
る。 この指標は、 特定の契約条項にみられる （再保険専門家によって分類された） リスク
特性の高、 中、 低の程度の度数で構成されている。 例えば、 もし契約が複数年次で更新
される場合、 他の条件が同じとして、 再保険会社にとってリスクの増大を暗示するだろう。

全般的に見てこの指標は、 少なくともある市場や地域のでは、 T&Cs は再保険会社の観
点から悪化している。 それに応じて、 保険契約者はより有利なT&Cs を確保している。

保険約款の文言は競争環境次第で変わる

様々なリスク特性をもつ約款条項を数え
ることで契約基準の進化を知ることがで
きる

厳選されたエンジニアリング再保険特約
を分析したところ、 最近になって約款条
件は保険契約者に有利に展開

図10 
エンジニアリング再保険契約における　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
約款条件のテキストベースの指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2011年を100とする）	

 

	 	注：直線は、スイス・リーが参加する北米リスクの1,000以上のエンジニアリング再保険特約における標

準的条件全体の総合指数を示している。この指数はスイス・リーの有する約30の主要契約条項から

構成されており、後者は再保険専門家が判定したリスク特性により加重されている。

	 出典：スイス・リー
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建設工事リスクはロングテールの性質を持っていることから、保険会社は伝統的に、プロジェ
クトの当初料率設定時に確保した高額の保険料から後年においても利益を受け続けること
ができた。 現在こうした取引の多くは完了したか、 あるいは新たな長期プロジェクトが長期
にわたり低料率で固定される一方で、既存契約の支払保険金の総額はまだ確定するに至っ
ていないという結果になりつつある。 既存ポートフォリオにおける今後の支払保険金の展開
を考えると、いくつかの保険会社の現在の引受リターンは保険数理的に適正なコスト水準（す
なわち、 最初に契約が引き受けられた時の予想損害に基づくリターン） を下回る可能性が
ある。

保険会社は、 予想損害をカバーする保険料を設定するとともに、 保険金支払額が予想額
よりも多額になるという不確実性への対価を資本提供者に最終的に提供しなければならな
い。 一部エンジニアリング保険会社の利益率は、 長期的に持続可能な水準にぎりぎりか、
それ以下の水準にまですでに圧縮されている可能性がある。 例えば、 建設工事に特化し
た数社のフランスの保険会社は、そのソルベンシーへの懸念が増してきたため、 最近になっ
て支払備金の大幅な積み増しや利益の減額を余儀なくされた 38。 「巨大」 建設工事やイ
ンフラ・プロジェクトの性質が次第に複雑化し、 様々な局面や様々な当事者、 時には関係
国の数まで多くなってきていることから、 保険会社はリスクを吸収するために追加の資本を
必要とするまでになってきており、 それに対する適切な対価が補償される必要がある 39。

保険料設定の改善はおそらくアンダーライティング・ サイクルの上昇基調に依存
企業保険料率の動向は種目全体にわたって強い相関を有しており、 エンジニアリング保険
の料率は過去数年間におけるソフト市場の影響を広く受けてきた。 2017年下半期の自然
災害による財物損害の急増を受けて、 企業保険料の引き下げ圧力が幾分弱まってきてい
る。 米国では、 建設工事関連リスクの保険コストは 2017年末に向かって上昇し始めた （き
わめて徐々にではあるが－図11を参照）。これは2018年の更新まで続きそうな気配であり、
一部保険会社はかなりの取引について保険料の増額を成し遂げ、 以前に比べて約款表現
や条件の緩和圧力も弱まったと報告されている。

最近引き受けられた保険契約に対する支
払保険金は予想損害を越えそうである

複雑なプロジェクトの増加で一部保険会
社のリターンは、 資本コストを適切に反映
していない可能性がある

いくつかのエンジニアリング種目の料率は
徐々にではあるが上昇し始めた

図11 
米国企業保険料率の四半期ごとの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
増加率、主要保険種目別（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 	注：新種は、新種関連種目における料率変更の単純平均

	 出典：保険エージェント・ブローカー協会（CIAB）
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38　例えば下記を参照
　　　http://cblcorporation.co.nz/investors/financial-announcements/cbl-updates-the-market-on-fy17-results-
　　　expectations/
39　世界の建設工事支出で10 億米ドル以上のものと定義される 「巨大」 建設工事プロジェクトの割合は、 過去10
　　　年間で4倍の 20％となった。 エンジニアリング保険は企業保険市場のわずかな部分を占めるに過ぎないが、 エ
　　　ンジニアリング・プロジェクトは技術的に企業財物よりはるかに複雑であることが多い。
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しかし、 リスク吸収資本のレジリエンスは、 少なくとも短期的にみれば （再） 保険料サイクル
が急速かつ広範囲に回復することと相反する。 さらに、 以前のエンジニアリング保険の料率
サイクルは、 エンジニアリング・カバーのいくつかに見られるロングテールの性質を反映して一
般財物保険のそれに遅れる傾向にあった。 そして、 エクスポージャーや損害に対する懸念
を受けて財物保険市場からキャパシティが引き揚げられることがあれば、 エンジニアリング
種目のポートフォリオの分散化が図られ、 新興市場の新たなリスク・プールへのアクセスを得
ることになる。

競争というチャレンジのなかでの引受規律の維持
収益力の悪化を背景に、 とりわけ投資利回りが依然として抑制されている場合、 保険会
社は引受規律の重視に努めなければならない。 利用可能な契約条件が好ましくない場合、
これは最終的にはリスク吸収キャパシティの収縮につながる可能性がある。 同様に、 保険
会社は保険引受手法を改善し、 アンダーライティングの正確性を向上させるため、 リスクの
ほか、特に建設工事の着工から完工までの進捗状況に応じて変化する脆弱性やエクスポー
ジャーの源泉をより良く理解しなければならない。 例えば、 当初は数多くの当事者による共
同作業を伴う建設プロジェクトは、終末よりも開始段階で損害や遅延の影響を受けやすい。

通例、 エンジニアリングと建設工事のアンダーライティングは判断力と専門知識に依存すると
ころが大きい。 個々のプロジェクトは多くの場合、 独特なものであるため、 そのリスクは多様
かつ動的であるからなおさらである。 （再） 保険会社とブローカーは信頼性の高い料率設定
モデルを次々 と開発し、 保険引受手順を体系化・標準化し、 エンジニアリング保険ポートフォ
リオのかじ取り能力を改善してきた。 2013 年にウィリス再保険は eNGINEERTM プラットフォー
ムを発表し、 建設工事プロジェクトを対象とした個別リスクおよび災害エクスポージャー用保
険数理的分析を提供している 40。 同様に、 スイス・ リーの PUMA （プロジェクト ・アンダーラ
イティング・マネジメント ・アプリケーション） は、 エンジニアリング・アンダーライターによる建
設工事・建築リスクの評価を支援するツールである 41。

リスク評価と保険引受手法の改善と同様、 コストの効率性も競争力の維持には重要であり、
被保険者と保険会社との協力強化が保険の合理化に有用となろう。 ときには多数の保険
会社が同じリスクを引き受ける結果となり、 保険の掛けすぎにつながる可能性があるからで
ある 42。 合理化が進めば、 プロジェクト所有者と建設請負業者は、 情報の共有が保険料
の増加につながる可能性をもはや憂慮する必要がなくなる。 同時に、 保険契約者とその保
険会社との関係がより密接になりブローカーの利益を減少させ始めることになれば、 ブロー
カー業界による抵抗が生じることもあり得る。

また保険会社自身による商品 /手続きのイノベーションも、 保険アプリケーションの開発や
新プロジェクトに対する保険引受能力の改善を支援することができる 43。 プロジェクト所有
者あるいはその建設請負業者は、 財物と財務の両面においてすべてのリスクを補償する総
合カバーを求めることが多い。 保険会社は保険引受能力の境界線を越えないことを前提
に、 保険は今後、 リスク・ファイナンス （どれだけのリスクを被保険者が保有するか） とリスク
仲介 （どれだけのリスクを負担能力の最も高い当事者に移転するか） で大きな役割を果た
すことができる。 保険の様々な種目や異なる機能分野の間で協力が強化されれば、 入手
可能な保険ソリューションは複合種目カバーを含めて拡大し深化する可能性がある （「エン
ジニアリング保険における最近の商品イノベーション」 の項を参照）。 数多くの専門保険会社
が、 賠償責任、 建設工事保険あるいは専門職業賠償責任を結合させ構成する道を探って
きた。 とはいえ、 いままでのところ資金調達リスクを組み込んだ会社はほとんどない。

料率サイクルにおける大規模かつ市場全
体にわたる上昇基調は少なくとも短期的
にはありそうにない

さらなるマージンの圧縮を阻むには引受規
律が必要となろう

正式のリスク・モデリングへの投資がアン
ダーライティングを支援できる

被保険者と保険会社との協力強化が保
険の合理化に有用

40　2013 年10月の 「ウィリス再保険アナリティクス・レビュー」 第 4号
41　スイス・ リーのエンジニアリング・プラットフォーム PUMA は、 2018 年10月にCAR および EAR事業について更
　　　新される予定。 このアップグレード版は将来の総合的なエンジニアリング・ソリューションの基本となろう。
42　前掲書：Constructing	Excellence および Lucas	Fettes	&	Partners、 2016 年12月
43　データおよびデータ分析をめぐる商品開発とイノベーションがどのように保険ソリューションの範囲を拡大させたか
　　　に関する幅広い論議については、 シグマ 2017年第 5号を参照。

より一般的には、商品/手順のイノベーショ
ンが一連の入手可能な保険ソリューション
の拡大に役立つ
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エンジニアリング保険における最近の商品イノベーション

ホリスティック・カバー （総合的なカバー）
これまで建設工事プロジェクトとオペレーショナル・カバーはそれぞれ独自のリスクプロファイ
ルとカバー要件があるため、 別々に取り扱われてきた。 プロジェクトは継続期間がより長く、
複数の当事者が関与するため、 より複雑で変動しやすい。 しかし1つのプロジェクトの全ラ
イフサイクルにわたる包括的なプロテクションを提供する総合的なエンジニアリング・カバー
に対する関心が高まってきている。 これは数多くの異質的なカバー、 すなわち CAR/EAR、
信用・保証、 海上、 賠償責任、 ALoP、 DSU などを包める可能性がある 44。 	

パラメトリック・ トリガー
ノンリコース （非遡及） 型融資による投資の増加を受けて、 プロジェクト所有者は利益のボ
ラティリティを低減することにより、 融資者に対する債務返済義務の遵守を求められること
が多くなっている。 収益の発生が、 例えば気象条件に強く依存するようなプロジェクトは特
にそうである。 パラメトリック保険は、 発生する補償ギャップを縮小する目的で利用できる。
伝統的な保険と異なり、 パラメトリック証券は保険契約の支払いを算出するためにモデルを
使用する。 これは損害査定に損害査定人を必要としないため、 保険金支払をスピードアッ
プできる 45。 収益の変動に対するプロテクションの提供を目的としたパラメトリック商品には
例えば次のようなものがある。 	

�	 有料道路の交通量が予想より少ない場合に支払われる契約

�	 風量不足による発電量不足について、 顧客に対してメガワット時当たりの定額の支払を行
う風力発電ポートフォリオ向けのヘッジ取引

�	 台風警報がのちに誤報という結果に終わっても、 台風警報によって生じた事業中断被害
を補償するノン・ダメージ天候保険 46

ホリスティック・カバーはプロジェクトの全ラ
イフサイクルにわたるプロテクションを結合

ノン・ダメージ型パラメトリック商品は新し
いリスクをカバーするために利用できる

44　例えば、 スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、 その 「ワン・コンストラクション」 構想での統合を試している。
　　　https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/one_construction.html
45　パラメトリック保険は必ずしも純粋な損害を補償するのではなく、 例えば降雨や降雪といった事象が発生した時
　　　に支払トリガーが発動する。
46　スイス・ リー ・コーポレート ・ソリューションズは台風警戒保険 Insur8 と呼ばれるノン・ダメージ商品を開発した。
　　　これは 「シグナル 8」 以上の台風警報によって生じた収益の損失およびコストを地域企業に対して補償する。
　　　https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/insur8.html を参照。
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オートメーション時代に向けて

技術的変化への対応はエンジニアリング保険会社にとっても、 その顧客にとっても何ら新し
いことではない。 歴史的に見て、 スペシャルティ種目は技術の飛躍的進歩に応じて、 しばし
ば変化してきた。 経済におけるデジタル化の進展と、 それが事実上すべての産業プロセス
に影響を及ぼし得る可能性から、 保険業界は、 第 4次産業革命とも呼ばれる 「インダスト
リー 4.0」 への変わり目に立っているとも言える。 マッキンゼーが2016 年に実施した調査によ
ると、 建設工事業界の専門家の70％が今後3年以内にデジタル技術を採用する予定であ
るという 47。

表 2 は、 プランニングや設計から建物の建設工事や稼働に至るまで、 エンジニアリング・プ
ロジェクトの全ライフサイクルに及ぶ最近の技術主導のイノベーションの事例を示したもので
ある。 大別すると、 技術は 4つの主要分野に分類することができる。

�	 設計およびプランニング用ソフトウエア ：	様々な環境や地理的条件の下で、 建物または資
材の物理的/地理的特徴を評価するためにデジタル・ツールが利用される。 こうしたツー
ルには、 構造物の特性や機能のシミュレーションを行うためのバーチャル・ リアリティ （仮
想現実） やオーグメンテッド ・ リアリティ （拡張現実） の利用が含まれる 48。

�	 建設工事管理 ：ビルディング・インフォメーション・モデリング （BIM） は、 建築設計の補
助として役立つほか、 建設工事後の建物管理を含め、 建物のライフサイクル全体につい
て情報を共有・交換するための標準化された方法を提供する。 こうしたコラボレーション
型ソフトウエア・ツールは、 特に複数のステークホルダーが関係する極めて細分化された
プロジェクトの場合、 効率性を大幅に高めることができる

�	 データ収集と分析 ：カメラ技術や無人航空機（UAV、 すなわちドローン）の技術革新によ
り、 進行中の建設工事作業や現場警備に関する定期的かつ詳細な監視が容易になっ
ている。 自動的にデータを収集し、 セントラル・プラットフォームに送信するインターネット
対応センサーを建物や機器（ウェアラブル・デバイスを含む）に設置することで、大気の状
態、 コンクリートの硬化、構造負荷、構造変位などの頻繁かつ体系的モニタリングも可能に
なる。

�	 新たな生産方式と資材 ：デジタル・ファブリケーション技術 （3Dプリンティングのようにコ
ンピューター制御で製品をボトムアップ方式に作り出す、 または資材からトップダウン方式
で製品を切り出すデジタル製造技術 49） が発展したことで、 従来の建設工事プロセス
が変化しつつある。 自動化され制御された工場環境で予め製造されたモジュラー・コン
ポーネントがプロジェクトの現場に搬送され、 組み立てられる。 同時に、 建設現場で3D
プリンティングなどの積層造形技術を利用してコンポーネント、または構造物全体の設計・
施工をするためにロボットを配置することさえ可能である 50。 自己修復コンクリートなどの
新たな資材や、 リブラのような運動エネルギー回収 （キネティック） 技術も開発途上にあ
る。 自己修復コンクリートは自動的に亀裂を修復するため、 保守管理の必要がなく、 リブ
ラのような運動エネルギー回収技術は、 地面に設置したフローリング材が表面上を移動
する車両または通行人のエネルギーを利用できるようにする 51。 　　　

建設工事業におけるデジタル技術の普及
で、 エンジニアリング保険に大きな変化が
もたらされる可能性がある

こうした技術革新は設計段階から操業段階
に至るまで、 プロジェクトの全段階に及ぶ

47	マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、 2017年 2月、 前掲書
48	バーチャル・ リアリティ （VR） は、 コンピューターによって生成された環境の下で、 現実的または物理的な方法で
　　　インタラクションを可能にする。 建設工事業界におけるバーチャル・ リアリティの一例は、 インタラクティブな 3D
　　　モデリングであり、 これによってユーザーは現実世界で変更を繰り返すことなく、 モデルを操作して変更の効果
　　　をテストすることができる。 オーグメンテッド ・ リアリティ （AR） は、 現実世界の景観に空間的コンテキスト情報を
　　　重ね合わせる技術であり、 現実環境とのインタラクションを維持しながら追加情報を得ることができる。 https://

　connect.bim360.autodesk.com/virtual-reality-construction-technology-saves-money を参照
49	http://www.shieldcasework.com/pros-and-cons-of-digital-fabrication/
50	建設用に設計された専用大型3Dプリンターは、 セメントを 「インク」 とする 「コンター・クラフティング」 と呼ばれ
　　　る技術を使用する。
51	https://www.balfourbeatty.com/2050 を参照。
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他の業界同様、スタートアップ企業は新たな技術革新の重要な部分を占めている。レガシー・
システムの制約を受けず、 既得権を維持する現行ステークホールダーからの干渉もそれほ
ど受けることない技術主導の建設関連スタートアップ企業 （コンストラクテック） は、 過去数
年間にわたって多額の資本を魅了してきた。 CB	Insights によると、 2009 年以降、 400 社
以上のコンストラクテックが設立され、 29 億米ドルの資金調達が行われているが、 その半
分以上はここ 3年間内に調達されたものである （図12を参照）。

表2 
建設工事業界における技術革新の最新事例

出典：スイス・リー・インスティテュート（公表記事および各社ウェブサイトに基づく）	

会社名 中心的な技術概念 概要

ダクリ オーグメンテッド・リアリティ（AR） セキュリティ・ヘルメットにARを組み込むことで指示や注意事項の伝達に利用できる。

これで現場での事故や作業ミスを減少させることも可能。https://daqri.com/を参照。

スカイキャッチ UAV	/ドローン 建設工事の全期間を通じて建物のモニターと、地質や土壌タイプの判定にカメラ技術を使用。

ソフトウエアはスカイキャッチ社のUAVまたは他社のドローンと合わせて使用することも可能。

https://www.skycatch.com/を参照。

カザ 積層造形 2017年3月、ドバイの建設会社であるカザ社は、3Dプリンターを使用した世界初

の高層ビルを2020年までに建設する計画であると発表した。この技術の詳細については

https://3dprint.com/189228/cazza-3d-print-construction-robots/を参照。

ピラー センサー 無線センサーで建設工事現場の状態をモニター。外気のモニタリングから浸水警報や

火災警報に至るまでの様々な機能を駆使して安全性やセキュリティの向上を目指す。

http://pillar.tech/を参照。

プラングリッド BIM 複数ユーザーが設計に使用できる一元化されたクラウド・ベースのコラボレーション型

プラットフォーム。バージョンや修正履歴は厳格に管理されているため、すべての

ユーザーは設計上のコンフリクトを減らしながら単一モデルでの作業が可能。

https://www.plangrid.com/を参照。

NCCR

メッシュモールド

ロボット工学/3Dプリンティング コンクリートを注入する型枠の役割を果たす2枚の平行した強化メッシュを「印刷」

するロボティク・ファブリケーション・システム。これにより伝統的な型枠の必要が

なくなり、建設の自由度と精密性が増す。

http://www.dfab.ch/portfolio/mesh-mould-2/を参照。

技術主導の建設関連スタートアップ企業
に対する投資は近年大幅に増加
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コンストラテックスタートアップ企業は、 主として建設関連の小規模デジタル技術革新に重点
を置いている。 AI、 アナリティクス、 ロボット工学、 AR/VR を利用したモバイル・ベースおよ
びクラウド ・ベースの技術や、 BIM	/ プロジェクト管理に関連したソフトウエア・ベースの商品
もとりわけ目立っている。 多くの既存建設会社も、 独自に研究開発を行ったり、 スタートアッ
プ企業と提携、 またはスポンサーとなることで、 大型技術革新のテストを行い、 現在のプロ
セスに組み入れようとするなど、 新技術の導入を進めつつある。

様々な技術を組み合わせることによって、 早ければ2050 年までには建設工事や土木工事
の現場は無人化される可能性がある 52。 人に代わってロボットが新資材をダイナミックに使
用して構造物を建設し、 ドローンが作業を監視し、 問題が発生した場合には、 それを検知
したり、 解決するため、 常時現場をモニターすることになるだろう。 3D プリンターで建設さ
れた世界初の機能的オフィスビルが2016 年 5月にドバイで完成する一方、 2016 年 6月に
は北京に本社を置くファーシャン・テンダ （HuaShang	Tengda） が 3Dプリンターを使用し
た世界初の住宅をわずか 45日で完成させたと発表している。 これら 2 つの事例は、 新た
な技術が建設工事業界に変革をもたらしはじめたとの印象を強めるものである 53。

建設工事業界やエンジニアリング業界におけるこうした急進的な変化は、 少なくとも最も重
要なプロジェクトにおいては、 恐らく現実となることはないであろう。 建設工事業界における
変革はこれまで往々にして進んでおらず、 生産性はいまなお他産業に後れを取っている 54。
建設工事業界においては、 最近になっていくつかの技術革新が採り入れられているが、 そ
の多くは概念実証の段階を大きく超えるほど前進していない （図13 を参照）。 例えば、 粉
体ベースの添加剤や樹脂を使用した 3Dプリンティングは製造業界では幅広く行われている
が、 3Dプリンターで印刷した建設用資材はそれほど幅広く利用されていない。 デジタル化
だけでは建設工事業界に大きな影響を及ぼすことはないであろう。 機能の向上やプロセス
の一体化を通じて価値が付加された場合にのみ、 より急速な進歩が見られることになろう。

図12 
コンストラテックスタートアップ企業に対する投資額とその専門分野

出典：CBインサイツとスイス・リー・インスティテュートによる計算
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スタートアップ企業は、 特に BIM などのソ
フトウエア・ベースの技術革新に重点を置
いている

建設工事はやがて完全に自動化される
可能性がある

建設工事業界のこうした抜本的な変革
は、 少なくとも予知可能な将来において
は起こりそうにない

52	イノベーション 2050 ：インフラ産業のデジタルな未来、 Balfour	Beatty、 2017年 6月
53	https://www.reuters.com/article/us-emirates-printing-3d/dubai-says-opens-worlds-first-functioning-3d-
　　　printed-office-idUSKCN0YF1OB
54	マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、 2017年 2月、 前掲書
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それでも、 デジタル技術の採用は建設工事業界やエンジニアリング業界で拡大傾向にあ
る。 BIM はいまだに成熟段階にはないが、 大半の建設工事会社がすでに使用しているか、
検証の段階にある。 規制もデジタル・ トランスフォーメーションの具体化を後押しすることに
なろう。 英国、 シンガポール、 フィンランドなどの多くの国が公的インフラ・プロジェクトに BIM
の使用を義務付けている。 同様に、 ドバイ政府は 2016 年にドバイ3Dプリンティング戦略
を発表し、 2030 年までにドバイの建築物の 25％が確実に 3Dプリンティング技術で建設さ
れることを目標としている。 このようなことから、 保険会社は新たに起こりつつある業界トレ
ンドに遅れることなく、 こうしたトレンドが引受リスクにどのような変化をもたらすかを理解する
必要がある。 同様に、 保険会社はリスク管理における自らの役割を見直し、 提供するサー
ビスに組み込んでいく必要があろう 55。

図13 
新たな技術の影響度マトリクス

	 	それぞれの円の大きさは、イノベーションの技術成熟度レベル（TRL）を表す。TRLの水準は、基本原理

を超えて発展するに至っていない技術から、十分に検証され、完全な実用化レベルに達した技術まで

を網羅している。詳細については、https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/

technology/txt_accordion1.htmlを参照。

	 出典：WEFとスイス・リー・インスティテュートによる計算
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デジタル技術の採用は建設工事業界や
エンジニアリング業界で拡大傾向に

55	スイス・ リーは最近、 専門家を集めて建設工事業界の自動化についてヒアリングを行った。 ヒアリングの詳細につ
　　　いては、 http://institute.swissre.com/events/Automation_in_the_Construction_Industry.html を参照。
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リスク環境の変化

リスクの形成 
設計段階における設計原則と建設資材の選択は、 建物または構築物のライフサイクル全
体に大きな影響を及ぼす。 技術者は、 建物または構築物の建設方法を決定し、 コスト、
エネルギー効率、 環境保全、 安全、 保守管理の難易度、 変更・改修の実行可能性を検
討する。 最新鋭の資材やプロセスは常時開発されており、 リスク環境にプラスにもマイナスに
も影響する。

BIM は以下のような様々な側面で建設リスクを緩和するとともに、 安全性、 プランニングお
よび実行リスクも含めたプロジェクトの賠償責任の低減に役立つ 56。

�	 より安全な建物を目指したプランニングと運営。 コンプライアンス規制や安全性に関するベ

ストプラクティスに基づいて一連のルールを策定し、 BIM ソフトウエアに組み込むことがで
きる。

�	 マイナス材料になり得るプロジェクト ・ イベントの可能性を抑制。 BIM システムに建設管理ソ

フトウエアを組み込むことにより、 作業コストや時間の効率化を図り、 建設の遅延の抑制
または排除が可能になる。

�	 建設プロジェクトを一段と環境に配慮したものとする。
�	 建物のデジタル 「メモリ」 を構築。 BIM は、 過去に発生した問題点やその解決方法など、

過去の経緯や運営のすべての側面を記録することができる。 ライフサイクルの後半に変
更や改修が必要になった場合、 BIM モデルは、 当初の設計や建設に携わっていなかっ
た設計者や事業者に対し、 案内役を果たすことができる。

建設にロボット工学を利用することによっても、 安全性、 正確性、 スピードといった面で、 大
幅なメリットを享受できる可能性がある。 例えば、 ロボットを使用することで、 粉塵が多く、
騒音に満ちた場所や、立ち入りが困難な場所で人間が働く必要がなくなるであろう。同様に、
プレハブを活用 （従来現場で行ってきた作業をより安全で天気にも左右されない環境で行
うことができる）することにより、より質の高い仕上がりや安全な作業環境が実現できるほか、
保守管理の必要性や人的ミスのリスクを低減させることができる。 特に高層化し、 一段と複
雑になり続ける特別な建築物の場合、 測量や調査にドローンを利用することによっても事故
リスクの低減、 大幅な時間の節約が可能になる。

リアルタイムのモニタリングにデータ分析を組み合わせることによっても、 潜在的な脆弱性を
特定し、 予知保全または予防保守を強化し、 機械の故障リスクや稼働停止時間を低減さ
せることができる 57。 例えば、 エネルギー業界においては、 風力タービンの修理速度と信
頼性を向上させるため、 風力タービンの保守管理にモノのインターネット （IoT） が導入され
つつある 58。

技術革新はエンジニアリング保険会社が
引き受けるリスクの性質に影響を及ぼす

BIM の発展で効率性が向上すると同時
に、 物理的・財務的リスクの軽減にも役
立つ

ロボットの応用で人的ミスが減少し、安全
性が向上する

センサーやデータ分析によって、 予防保
守の推進や機械の故障リスクを低減させ
ることができる

56	　https://www.thebalance.com/how-can-bim-mitigate-construction-risks-845317
57　機械の振動や超音波放射を検知するセンサーを利用した予知保全技術の活用で、 いつ部品が機能不全に陥
　　　るかや故障するかを、 定期的な保守管理よりもはるかに正確に予測することができる。 これにより、 企業は最悪
　　　の事態を回避するため、 適時適所に介入することが可能になる。 米国エネルギー省によると、 予知保全の実施
　　　でエネルギーおよび保守管理コストを最大30％削減し、 故障を35％から 45％減少させ、 稼働停止時間を最大
　　　75％低下させることができるという。 https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/OM_5.pdf を参照。
58	「保険におけるデジタル破壊：雑音をはねのける」、マッキンゼー
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米国では居住用家屋へのセンサーの設置で事故件数が大幅に減少しており、 この結果を
基にすると商業施設においてもセンサーの利用が広がれば、 安全性の向上が期待できる
と考えられる。 2009 年から 2013 年にかけて、 報告のあった住宅火災100 件当たりの死
亡率を見ると、 煙探知機が設置されていなかった住宅 （100 件当たり 1.18人） は、 煙探
知機が設置されていた住宅 （100 件当たり 0.53人） の 2倍以上であった。 しかし、 商業
ビルは一般的な居住用家屋よりもはるかに多様であり、 関連するリスクや脆弱性はより複雑
である。 同様に、 建設現場では、 粉塵と煙の識別や熱溶接と火災との識別が困難である
ことから、 センサーは役に立たない可能性がある。

同時に、 デジタル化の前進で新たな種類のリスクも発生する。 ウイルス、 マルウェア、 ラン
サムウェアばかりか、 犯罪的なサイバー活動によってももたらされ、 システムの停止や混乱を
引き起こすサイバー・セキュリティ侵害がリスクとなる。 こうした侵害は重大な法的、 財務的
リスクのほか、 風評リスクや事業中断ももたらす。 BIM などの遠隔アクセス可能システム、 プ
ロジェクト管理ソフトウエア、 自律走行車はサイバー犯罪によって防御を破られる可能性が
ある。 施工を支援する統合型ロボティクスからのデータ、 施工現場をモニターするドローン、
IoT 技術などは、 その所有者が気付かないうちに脆弱となっている可能性がある 59。

技術革新も伝統的な危険の性質を変え得る。 プレハブの建物モジュールを現場に搬送す
る場合、 ロジスティクス特有の課題が発生する。 内装設計を含むプレハブ・ユニットは、 風
雨にさらされてはならず、 その輸送、 配送、 保管にはリスクが伴う。 異なる地域における新
規プロジェクトも、 他のプロジェクトの損害実績とは比較できない新たなリスクをもたらす。 例
えば、台湾の風力発電所は、欧州の類似プロジェクトよりも深刻な自然災害リスク（台風など）
にさらされる。

建設および土木工事に高額な電子機器やコンピューターを利用することで、 事故発生時の
損害規模はその影響を受ける可能性がある。 同様に、 保険の範囲が拡大し、 より大きな
財務的/非物的損害リスクが含まれることになれば、 損害頻度が恒久的に低下しても、 保
険金請求額は依然として多額のままとなる可能性がある。 このことは、 同一事象による損
害累積の可能性が高まっていることもあり、 特に世界の産業がますます相互に結びつきを
深めた場合に当てはまる 60。 BIM のような技術的進歩は調整の改善に役立つであろうが、
それだけではプロジェクトの致命的な失敗を防止するには十分ではない 61。

センサーは居住用家屋においては有効で
あるが、 商業ビルや建設現場での使用
はそれほど簡単でない

しかし、デジタル化はサイバー・リスクなど
の新たなリスクの台頭も生じさせる

技術的進歩も伝統的な危険の性質を変
え得る

事故による損害規模は、事故の頻度が低
下しても拡大する可能性がある

59　https://www.nbins.com/blog/cyber-risk/new-cyber-risks-construction-industry/
60　http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AllianzRiskBarometer2016.pdf
61　例えば、 ドイツ・スイス間高速鉄道幹線ルートのラシュタットにおけるトンネル掘削工事で 2017年 8月に崩落事
　　　故が発生したが、 このプロジェクトは BIM で管理されていた。
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建設工事業における技術主導のイノベーション

リスクの移動
現在の法律では、 コンピューターに関連した事故の賠償責任は、 往々にしてエンジニアリン
グ会社や建設会社がその大半を負うケースが多い。 彼らは専門家としての判断を求められ
ており、 盲目的に機械を信頼してはならないからである 62。 しかし、 徐々にこうしたことは、
主要業務の自動化がますます進むにつれ、 変化しそうである。 コンピューター・ソフトウエア
やロボットの利用が一段と拡大することで、 関連するリスクも人為的ミスから純粋な機械的
不具合か、 コンピューターの不具合へと移動する。 このことは、 損害が発生した場合も、 そ
の賠償責任は機器のユーザーではなく、 製造業者/設計会社へと移動することを意味す
る 63。

原理上は、個人賠償責任から製造物賠償責任への移動は、保険会社がリスクの移動に合っ
た新たな保険契約を設計するだけの簡単なことである。 しかし、 実際には、 こうした調整
は困難を伴う。具体的にいえば、事故の原因がオペレーター/ユーザーのミスでないとなると、
原因の究明は一段と複雑になる。 例えば、 3Dプリンターを使用した部材または建物の場
合、 不具合は基本的にハードウエアまたはソフトウエアのいずれによるものか、	また、 3Dプ
リンターを使用したテーラーメードの部材物性に対して誰が責任を負うかなどが問題となる。

作業が全面的に自動化されていない場合、こうした複雑性が特に課題となる可能性がある。
こうした事例においては、 オペレーターが製造業者のマニュアルを遵守していたかが議論に
なり得る （例えば、 ロボットの過剰負荷）。 事故に自律機械が関係する場合、 欠陥の責任
を解決するには、 場合によっては賠償責任をめぐるこれまでになく極めて複雑な法的・倫
理的な問題が持ち上がってくるだろう。

リスクの細分化
個々のリスクに関する具体的な情報がない中、 保険会社は伝統的にカテゴリー別かつ通常
は特定の契約期間についてリスクの引受を行わざるを得なかった。 IoTの利用で、 保険対
象物のモニターが可能になったり、 保険契約者の行動の追跡が可能になるなど、 状況は変
化しつつある。 センサーから得られたデータが主要稼働資産 （例えば、冷却機、コンベヤー・
ベルト、 工場設備など） に組み込まれれば、 保険契約は産業設備の実際の稼働状況と
関連するリスクに基づいたもの、 すなわち利用ベースの保険とすることができる。 言い換え
れば、保険対象リスクはその構成要素と期間に分解することができる。 このように、保険は、
誰が機械や工場設備を生産したのか、 所有しているのか、 あるいは通常使用しているのか
ではなく、 機械や工場設備がいつ、 どのように、 どのような状況で使用されるのかが重要性
を持つようになる。

ロボット機器のユーザーが機械の自律性水準を制御できる限り、 ロボットの使用はその時
によって異なるリスク特性を有することになろう。 また、 「ハンズオン」 モードの場合のユー
ザーの賠償責任と、 完全自動化または 「ハンズオフ」 モードの場合の製造物賠償責任な
ど、 賠償責任にも違いが生じる可能性がある。 その結果、 機械や工場設備がいつ停止状
態にあるかも含め、稼働状態によって保険料が異なる可能性がある。 リスクを計測する際に、
定期的な予防措置ではなく、 連続的なモニタリングや故障診断技術を用いれば、 リスクの
プライシングははるかに正確なものとなる。 しかしながら、 ロボットの日常的な応用に関する
経験が限定的であるため、 正確な潜在リスク評価が大きな障害であることに変わりはない
であろう。

自動化の台頭で損害の責任はユーザーか
ら機器の製造業者へと移動しそうである

個人賠償責任から製造物賠償責任への
移動は簡単ではないかもしれない

作業が全面的に自動化されていない場
合、 責任をめぐって法的な争いが発生す
る可能性がある

ロボットの応用で、利用ベースの保険が主
流に

ロボットに関する経験が限定的であるた
め、保険の引受には困難が伴うが、ロボッ
トの使用はより正確なリスク・プライシング
をもたらすことになろう	

62	http://www.hpac.com/liability-amp-litigation/computer-engineering-tool-or-time-bomb
63	ロボットまたは人工知能が下した判断の賠償責任の所在に関する疑問は、 とりわけ自律走行車の関連で弁
　　　護士や政策立案者の間の議論の的になっている。 例えば、 https://betanews.com/2017/03/21/artificial-
　　　intelligence-robotics-liability/ を参照。
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リスクが一段と関連性を持つ時代におけるアンダーライティン
グの再構築

デジタル技術は、 リスク環境を変化させるとともに、 エンジニアリング保険会社の役割や将
来的な事業のあり方を再形成しつつある。 過去においては、 機械の所有者または建設工
事会社は年に1回 （またはプロジェクトのスタート時点で）、 恐らくはブローカーのサービスを
利用して、保険会社に相談し、リスクの補償について話し合ったことであろう。 デジタル化は、
こうした慣習を変え、 競争環境を急激に変化させて保険のビジネス・モデルを変貌させる
可能性がある。 センサーから得られる貴重なデータへのアクセスや予測分析能力は保険会
社の価値提案にとって、 ますます重要性を増し、 新たな業務上の協力関係や提携関係の
必要性が生まれるであろう （すなわち、 新たなビジネス・エコシステム）。

まだ多少先のこととは言え、 このような接続性のある新たな環境下では、 新たな種類の保
険はやがて、 リスクに関わる総合的なリアルタイム・データにより絶え間なく見直され、 個々
の業界や組織のリスク管理に役立つ方向で発展するであろう 64。 デジタル・シミュレーショ
ン・モデルや （初期段階で品質を綿密に作りこむ） フロントローディング設計プロセスにより、
しばしば伝統的な引受テクニックよりもはるかに早い段階で、 潜在的なリスクの明確化と定
量化が大々的に可能になる。 例えば、 保険会社は、 事業主に要求される安全と保守管理
の手順が遵守されているかどうかを知ることになるだろう。 このように、 将来の保険会社は、
単にバランスシートの貸出で事故発生時に保険契約者に補償するよりも、 リスク回避 /緩
和の役割を果たすようになる可能性がある 65。

新たな技術の発展により、 元受 /再保険会社はリスクを理解し、 評価するための斬新な
アプローチを開発する必要があろう。 新たなデータ・ソースの急増で、 保険会社はデータ
が提供する知見を活用するため、 システムやプロセスを調整する必要性に迫られるであろう。
保険会社は、 非構造化データ （建設現場のビデオフィルムなど） と構造化データ （機械
や建物の稼働実績を記録したセンサー情報など） の双方について、 データを探り出し、 体
系化し、 抽出し、 分析する新たな方法を開発しなければならない。 このことは、 伝統的な
現在の枠組みに適合しない情報を保存し、 分析するための新たな種類のデータベースを構
築することを意味する可能性がある 66。

デジタル化は保険会社が事業を営むビジ
ネス・エコシステムを変化させる

保険会社は、 単に保険契約者の損害を
補償するというよりもリスク回避 /緩和の
役割を果たすことができる

保険会社は、 構造化 /非構造化データ
にアクセスし分析するための一段と優れ
た方法を必要とするであろう

64	http://insuranceblog.accenture.com/the-journey-to-new-iiot-insurance-models-for-insurers-andindustrial-
　　　sector-players
65	ハートフォードスチームボイラー検査・保険会社は、 保険会社のリスク管理に役立つ IoTベースのターンキー・サー
　　　ビスを導入した。 これには、 潜在的なリスクをモニターするため、 顧客の保険会社が保険を提供した商業立地に
　　　おけるセンサーの設置も含まれる。 https://www.businesswire.com/news/home/20161004006443/en/HSB-
　　　Internet-Things-Insurers-Prevent-Losses
66	https://www.adlibsoftware.com/blog/2017/November/how-data-analytics-is-changing-up-the-insurance-
　　　industry.aspx
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市場の見通し

新たな技術の影響とは別に、 エンジニアリング保険市場の見通しは、 保険料率の将来的
な動向と予想されるリスク・エクスポージャーの拡大に影響されるであろう。 プライシングの
大幅上昇の徴候がほとんど見られない中、 ビジネス・ボリュームの成長は、 プライシングで
はなく、 世界経済の成長見通しに大きく依存することになろう。

リスク・エクスポージャーの拡大が収入保険料の伸びを牽引

世界経済の好転で投資が刺激される
物的資本 （建物、 インフラ、 機械など） への投資は近年、 特に世界金融危機後は比較的
低調に推移してきた。 このことは、 GDP に占める投資総額の割合がその前の数十年間の
水準を大幅に下回る先進諸国において最も明らかである。 新興市場でも投資は 2010 年
以降、 顕著に減速している （図14 を参照）。

しかし、 こうした状況は、 世界経済の同時的回復の足取りが強まるにつれ、 今後数年間、
いくらか反転する見通しである 67。 G20 参加国における固定資本形成は、 2017年にはほぼ
6％拡大し （実質GDP成長率の 4％を大幅に上回る）、 とりわけ新興市場においては回復
が続く見通しである 68。 投資のうち、 世界の実質建設工事部門生産高は近い将来に加速
が見込まれており、 一部推計によれば、 今後数年間にわたって年率 4％程度で成長し、 世
界の経済活動全体を上回ると見られている 69。

エンジニアリング保険の見通しは、 主とし
てリスク・エクスポージャーの拡大によっ
て形成されるだろう

固定投資は近年低調に推移…	

図14 
世界銀行の所得階層別総固定																																																																																																																									
資本形成（GDPに占める割合、％）	 
  

	 	注：	総固定資本形成（GFCF）は、特定期間中の物的資産の純増額（物的資産の取得	－	物的資産の

処分）を指すが、減価償却は考慮に入っていない。

	 出典：世界銀行およびスイス・リー・インスティテュート
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…しかし、 世界的な景気回復の足取りが
強まるにつれ、 固定投資は加速の見通し
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67	ユーロ圏全体の製造業総稼働率は、 2008～2009 年と 2012 年の欧州債務危機時に二番底を打ったにもかか
				わらず、 今では金融危機前のピークにほぼ回復している。
68	OECD、2018年3月13日、「中間経済見通し：強まりを見せているが、課題も浮上」。ブラジルの総固定資本形成は、
				4 年間にわたる縮小の後、 2018～2020 年には回復の見通しである一方、 インドの総固定資本形成は一段と加
				速し、 新興市場最速で拡大している。 モルガン・スタンレー、 「世界経済プレーブック：世界の設備投資サイクル：
				勢いと幅広さが増している」、 2018 年 2月7日
69	https://www.construction-ic.com/Insight/global-construction-outlook-2022---highlights および
　　　http://www.lucintel.com/construction-industry-2018-2023.aspx
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動きの鈍い構造的な発展もプロテクション・ニーズの高まりを下支え
投資の循環的回復の動きは、 都市化、 再生可能エネルギーの台頭、 そして老朽化したイ
ンフラや不適切なインフラの入れ替え /更新などの、 動きは遅いが強い影響を与える可能
性のある構造的要因によって増大している。

都市化
国際連合は 2030 年までに世界の都市人口が50 億人に達すると予想しているが、 これは
2030 年までに世界の総人口の 5分の 3が都市住民になることを意味している70。 新興市
場がその伸びの約 95％を占め、 少なくとも人口1,000万人規模の巨大都市が新たに10
都市出現することになる71。 運輸関連 （鉄道、道路、空港、港湾）、公益事業 （発電、水）、
通信関連に対する世界の投資額は、 現在のトレンドを踏まえると、 2016 年から 2040 年の
間に累積ベースで概算79兆米ドル（2015 年の実質ドル価値）に達すると見積もられている。
こうした投資の約 60％をアジアが占めると予測されている （図15 を参照） 72。 新興市場の
中で、 アジアとアフリカが最も顕著な変貌を遂げると予想されている73。 	

構造的要因も将来的な資本投資を下支え

都市への人口流入に対処するためには、
巨額のインフラ投資が必要

図15 
主要新興市場におけるセクター別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
インフラ・トレンド予想2016～2040年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（10億米ドル、2015年の価格および　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
為替レートで表示） 

	 	注：	 
*サブサンプルにはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、メキシコが含まれる。	 
**サブサンプルにはバングラデシュ、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナムが含まれる。

	 出典：グローバル・インフラストラクチャー・ハブおよびスイス・リー・インスティテュート
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70 国際連合世界人口予測
71	2016 年の世界の都市ーデータ・ブックレット （ST/ESA/	SER.A/392）、 国際連合経済社会局人口部 （2016 年）
				および https://www.huffingtonpost.com/wendell-cox/the-worlds-ten-largest-me_b_6684694.html
72 グローバル・インフラストラクチャー・ハブ2017年、 「グローバル・インフラの見通しー2014 年にかけてのインフ
				ラ投資ニーズ、 50 ヵ国 7セクター」 およびスイス・ リー	シグマ 2013 年第 5号、 「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」
73	2016 年の世界の都市ーデータ・ブックレット （ST/ESA/	SER.A/392）、 国際連合経済社会局人口部 （2016 年）
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再生可能エネルギーへの投資
再生可能エネルギー投資は、 2016 年に減少したものの、 世界が引き続き化石燃料発電
の代替手段を探し求める中、今後も拡大するものと予想される74。 国際エネルギー機関は、
66％の確率で世界の平均気温上昇を 2° C以下に抑えるためには、 2016 年から 2050 年
にかけてエネルギー・セクターに対して毎年平均3.5 兆米ドルを投資する必要があると推
計している。

�	 米国の 2016 年における再生可能エネルギーの総生産量は、 全エネルギー生産量のお
よそ12％を占めた。 これは過去最高記録であり、 2050 年までに17％にまで増加すると
見られている75。 	

�	 ドイツでは、 再生可能エネルギーはすでに発電量全体の 29％を占めるに至っており、 そ
れに関連する投資はエンジニアリング保険需要の重要な源泉となってきた （「再生可能
エネルギーとエンジニアリング保険」 の項を参照）。 ドイツの 「エナギーヴェンデ （再生
可能エネルギー転換策）」 を達成するには、 すでに投資済みの1,500 億ユーロに加え、
2025 年までにさらに 3,700 億ユーロの再生可能投資が必要と推計されている76。

�	 中国およびその他の新興市場においても再生可能エネルギーの生産は急速に拡大して
いる。 中国政府は、 第13次 5 ヵ年計画に基づき、 2020 年までに陸上風力発電能力
をほぼ 2倍に、 太陽光発電を3倍にする計画である77。

再生可能エネルギーとエンジニアリング保険

再生可能エネルギーへの投資は、 一部エンジニアリング保険会社にとってビジネスを成長さ
せるための重要な源泉となってきた。 ドイツでは、 再生可能エネルギーがエンジニアリング
保険の収入保険料総額に占める割合は、 2006年が 5％であったのに対し、 2016年にはほ
ぼ17％に拡大した （図16 を参照）。 年間成長率は平均して 20％を超えており、 2008 年か
ら 2009年の世界金融危機の期間でさえ、 その伸びを維持した。

気候変動対策目標の達成には再生可能
エネルギーへの多額の投資が必要

ドイツにおける再生可能エネルギーの収
入保険料は大幅な伸び

図16 
ドイツにおけるエンジニアリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保険の収入保険料総額と再生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
可能エネルギーの収入保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（百万ユーロ）、およびエンジニア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
リング保険料総額に占める割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（％、右軸）

	 出典：ドイツ保険協会（GDV）およびスイス・リー・インスティテュート
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74	要約 /エネルギー転換見通し　低炭素エネルギー・システムに対する投資の必要性第1/4章、 OECD/IEA
　　　および IRENA、 2017年
75米国エネルギー情報局の参考事例に基づく。 米国エネルギー情報局、 「2017年エネルギー年次見通し」 お
　　　よび米国エネルギー情報局、 「米国エネルギーの実態」、 https://www.eia.gov/energyexplained/index.
　　　cfm?page=us_energy_home
76	https://www.welt.de/wirtschaft/article158668152/Energiewende-kostet-die-Buerger-520-000-000-000-
　　　Euro-erstmal.html
77	次世代型風力・太陽光発電	ー	コストから価値へ、 OECD/IEA、 2016 年
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再生可能エネルギーへの転換は、 エンジニアリング保険に様々な影響を及ぼす。 断続的な
エネルギー源 （例えば、 風力、 水力、 太陽光発電は気象の変化に影響される） であるこ
とから、 電力生産量の変動幅が増大し、 既存の電力インフラに対するピーク電源負荷を増
加させる。 これにより、 機械の摩耗が進み、 その結果、 機械的な故障が増加する可能性
がある。 大規模蓄電技術の革新でこうしたリスクの低減がいくらか可能になるものの、 他の
新たな複雑な要素も生じる 78。 蓄電池は本質的には可燃性物質でできており、 その温度
特性から重大な火災が発生し得る。 同様に、 蓄電池は有害物質や腐食性物質を含むこと
が多く、 これが害を及ぼす 79。

インフラの更新
エクスポージャーの増加を牽引するもう一つの重要な要因は、世界のインフラを更新し、ギャッ
プを埋める必要性である。 ギャップとは、予想されるインフラ支出額と、 人間の基本的要求
や近代経済の需要を満たすために実際に必要なインフラ支出額との差を意味する。 次に
示すように、 推定値は異なるものの、 どれもインフラ・ギャップが大きいことを示唆している。

�	 G20 の取り組みであるグローバル・インフラストラクチャー・ハブおよびオックスフォード ・
エコノミクスは、 インフラ投資の世界全体の不足額は、 2040 年までに世界全体の予想
投資額の 5分の1に相当する15兆米ドルに達する可能性があると推定している 80。 こ
のギャップを埋めるためには、 毎年世界の GDP の 0.5％相当 （3％から 3.5％へ） のイン
フラ支出をさらに増加させる必要があろう。

�	 同様に、マッキンゼー・グローバル・インスティテュートは、 インフラ支出の不足額が世界
の GDP のおよそ 0.3％に達すると予測している。 2017年から 2035 年にかけて、 世界全
体の累積ギャップは名目米ドル・ベースで、 5.5 兆米ドルに拡大する見通しである 81。 	

世界のインフラ・ニーズの 3分の 2近くは新興国が占めており、 このうち中国だけで34％、
次いでインドが 8％を占めている （図17を参照）。 しかし、 中国はインフラ・ニーズをほぼ完
全に満たすことができると予想されている。 これは、 米国などの一部先進国の状況と対照
を成すものである。 米国では、 資本ストックの減価償却のみならず、 投資不足が今後も続
くと見込まれることから、 インフラ・ギャップは極めて大きく、 かつ拡大しつつある 82。

再生可能エネルギーへの依存度上昇で
エンジニアリング保険全般のリスク環境に
影響も

インフラ支出は将来の経済成長に必要な
ペースに追いついていない

米国のインフラ・ギャップが最も大きいも
のの、 世界のインフラ・ギャップの大半は
新興市場が占める

78電力供給網向けの様々なサービスを対象とした新たな蓄電技術に関する全般的な考察については、 http://
　　　institute.swissre.com/research/library/Grid_Storage_Summary.html を参照。
79	最近ベルギーで発生した事故は、 その危険性を明瞭に浮き彫りにするものであった。 大規模蓄電池 （ベルギー
　　　における風力発電向け蓄電池として、 初の実地試験に使用されたもの） がブリュッセル近郊の発電所で爆発し、
　　　炎に包まれた。 https://www.wind-watch.org/news/2017/11/12/wind-power-backup-and-storage-batteries-
　　　explode-into-flames-and-send-a-toxic-cloud-over-the-city-of-brussels/
80	現在のトレンドから見ると、 2040 年までの世界の投資額は79兆米ドルと見積もられるが、 94 兆米ドルが必要で
　　　あり、 15 兆米ドルのギャップがある。 グローバル・インフラストラクチャー・ハブを参照。 http://blogs.worldbank.
　　　org/ppps/forecasting-infrastructure-investment-needs-50-countries-7-sectors-through-2040
81	マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、 「世界のインフラ・ギャップを埋めるー世界は進歩したか」、
　　　2017年10月、マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、 世界のインフラ・ギャップを埋める、 2016 年 6
　　　月の更新版
82	政府が保有する全固定資産の 2015 年時点における平均経過年数は、 データを取り始めた1925 年以来の
　　　最長記録となる 24 年であった。 スイス・ リー、 「米国インフラ・ギャップのアンダーライティング」、 http://www.
　　　swissre.com/rethinking/financial_stability/underwriting_the_US_infrastructure_gap_new_publication.html
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先進国政府はインフラの劣化に対処するため、 公共投資を促進すると発表している。 欧州
連合は、 EU インフラ投資計画 （「ユンケル・プラン」 とも呼ばれる） に基づき、 3,150 億ユー
ロ超の投資を確約している 83。 同様に、 米国では、 トランプ大統領が国の 「老朽化したイ
ンフラ」 の再建に1.5 兆米ドルを投資すると約束した 84。 しかし、 この約束の予算面での裏
付けはまだない。

新興諸国は、 長期的な発展を下支えするため、 多くの場合、 近代的なインフラをゼロから
構築する必要がある。 例えば、 中国は陸上と海上の交易ルートを通じて、 アジア、 中東、 ア
フリカおよび欧州諸国との一体化を強固なものとするため、多額の投資を計画している。 一
帯一路構想に必要な投資額は4兆米ドルから 8兆米ドルに達すると推定されている 85。 こ
の投資の多くは、 中国の国内外におけるインフラの建設と更新のためのものである。 東南
アジアなどの市場におけるプロジェクトは、 主として運輸および発電関係のインフラ建設で
ある。

基本シナリオの保険料予想

エンジニアリング保険と経済活動の諸指標との間には比較的強いポジティブな相関関係が
あることを統計分析が裏付けている。 先進諸国と新興諸国の建設工事業総生産高に対す
るエンジニアリング保険料総額の長期的な感応度 （弾力性） は、 利用した回帰推定手法
に応じて、 0.7から 0.9 のレンジになる 86。 したがって、 エンジニアリング保険料は平均で建
設工事業生産高の 4分の 3	以上のペースで成長する傾向にあることが示唆される （表3
を参照）。

図17 
国別インフラ支出ギャップ総額（2016～2040年、単位：兆米ドル）

	 出典：グローバル・インフラストラクチャー・ハブおよびオックスフォード・エコノミクス

欧州
現在のトレンド 12.8
投資必要額 14.8
ギャップ 2.0

アジア
現在のトレンド 46.2
投資必要額 50.8
ギャップ 4.6

オセアニア
現在のトレンド 1.7
投資必要額 1.9
ギャップ 0.2

アフリカ
現在のトレンド 4.3
投資必要額 6.0
ギャップ 1.7

米州
現在のトレンド 13.7
投資必要額 20.2
ギャップ 6.5

先進国政府はインフラ支出不足に対処す
るための計画を発表

新興諸国は、 中国が主導する一帯一路
構想が追い風となり、 インフラ開発を推
進しつつある

エンジニアリング保険の保険料は建設工
事業生産高の 4分の 3前後のペースで
成長する傾向に

83	https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-
　　　plan_en
84	https://www.ft.com/content/1ea12ffc-0f3e-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb、 2018 年 2月20日閲覧
85	「中国の一帯一路は実現可能か」、 Bloomberg.com、 2017年 5月17日。
　　　https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-17/can-china-afford-its-belt-and-road
86 建設工事業総生産高は、 建設工事に投入された資材およびサービスの合計額に、 建設工事業界自身が付加
　　　した価値を加えた額を指し、 そのすべてを保険金額とすることができる。
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これまでのところ、 経験的に見て保険料と建設工事部門の活動の連動性が最も大きいの
は、 先進国よりも発展途上国である。 その一因は、 発展途上国はインフラを中心としたプ
ロジェクト保険の構成比が比較的大きいことにある。 オペレーショナル・エンジニアリング保
険の需要は、 機械およびプラント利用の集約度を反映する鉱工業生産など、 広範な経済
発展により大きく反応する可能性が高い。 これは、 保険料の名目GDP に対する弾力性が
先進国、 発展途上国ともに概ね類似した （同一に近い） 水準にあることと、 おそらく矛盾し
ていない 87。

多くの市場関係者は、 建設工事活動の力強い成長が長期的に持続すると予想している。
オックスフォード ・エコノミクスは、 世界の建設工事業総生産高の成長率が、 過去10年の
年平均3.5% に対して今後10年の平均は7%超になると予想している。 建設工事支出に
対する保険料の長期的な弾力性は今後も維持され、 保険料率が予想期間を通じて及ぼ
す影響が概ね中立であると想定すると、 世界のエンジニアリング保険市場は 2018 年から
2027年までの間に年率 5～ 6%前後拡大すると見込まれる。 この成長のほとんどを、 発
展途上国の活動が占める可能性が高い。

表 3 
建設およびエンジニアリング保険料の年平均伸び率（％）の実績と予想、長期的弾力性

建設工事業 長期的弾力性* 保険料

2008～2017 年 2018～2027年

予想

GDP 建設工

事業

2008～2017 年 2018～2027年

予想**

世界全体 3.5 7.3 1.1 0.7–0.9 –0.1 4.8–6.5
先進国 0.1 4.2 1.0 0.7–0.9 –0.9 2.7–3.6
発展途上国 7.2 9.1 1.1 0.7–1.2 	 2.1 6.1–10.6

注：	
*	長期的弾力性は異なる回帰推定量に基づく各国の平均値。エンジニアリング保険料を各国の名目GDPおよび/または建設工事業総生産高に、調査に

　　基づく世界の建設工事部門の保険料率の指標を加えて回帰分析した。各国のパラメーターの想定不均一度と長期的な保険料の決定要因に対する　

　　制約に応じて、異なる動的回帰推定量を適用した。例えば、保険料率は、より幅広い企業保険のアンダーライティング・サイクルに従うため、短期的な影　

　　響しか及ぼさないと想定した。
**	建設工事業総生産高に対する保険料の長期的な弾力性の範囲に基づく。

出典：各国情報源、IMIA、オックスフォード・エコノミクス、スイス・リー・インスティテュートによる計算

連動性が最も大きいのは発展途上国

今後10 年間、 建設工事活動の加速を
受けて年率 5%前後のエンジニアリング
保険料の伸びが見込まれる

87	それでも、 発展途上国の弾力性が若干大きいことは、 保険料、 名目GDP および建設工事業総生産高の長期
　　　的な成長率の単純な比較で裏付けられる。
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主な不透明要因

すべての予想と同様、 中心的予想には関連する不透明要因が残る。 こうした不透明要因を
評価するには、 ダウンサイド ・ リスクを中心にエンジニアリング保険料の見通しに影響を及ぼ
し得る要因を考慮することが重要である。

有言実行
過大な約束をして結果を出せなかったか、 技術的な問題か、 単純な管理不足か、 いずれ
にせよ、 公的インフラ支出計画は未達となる場合が少なくない。 現行の公的支出計画も楽
観的過ぎる可能性がある。 ドイツでは、 再生可能エネルギーの発電量が2020 年までの
国家目標を達成できない可能性が高い 88。 一方、 EU レベルでは、 欧州のユンケル・プラ
ンは多額の新規資金を伴わないもので、 実際には他のプロジェクトの資金を奪う可能性が
ある 89。 同様に米国では合計1.5 兆ドルの金融支援に到達するため、 民間部門からの寄
与も得られることを期待して、 トランプ大統領が2,000 億ドルのインフラ投資を約束した 90。
ただし、 具体的な詳細はまだ明らかにされていない。

調達の可能性とコスト
世界金融危機以降、 多くの国が引き続き高水準の債務を抱えている。 一部の政府や企
業部門のバランスシートは依然として厳しい状態が続いている。 世界の非金融セクター向け
融資 （CRE） の対GDP比率は近年上昇を続け、 2016 年末には過去最高水準に達した。
負債水準の上昇は特に新興市場で顕著となっており、 CRE （対 GDP比） は金融危機前
のピークを 50%上回っている 91。 公的部門と企業部門のこうした高水準の負債は、 今後の
設備投資資金調達にとって大きな逆風となっている。

過去10年間、金利は異常な低水準にあったが、 これが正常化するに伴い、 こうした債務残
高による足かせは特に大きく影響する可能性がある。 世界の金利は上昇すると予想されて
おり、 新規案件や既存債務の借り換えに伴う借入コストは上昇の一途を辿ると見られる 92。
このため、 負債水準が高い借り手の将来的な融資返済能力に対する金融機関の信用が
損なわれ、 与信枠が制限されることになろう 93。

最近 IMF は、資金調達が特に一帯一路戦略にとって困難になっているとして注目している 94。
この戦略は、 既に公的債務が高水準にある関連諸国で維持不可能な借入の拡大を促す
可能性がある。 加えて、 中国自身が債務を圧縮し、 投資から消費に向けた経済のリバラン
スを目指すなかで、 一帯一路戦略は中国からの借入調達に大きく依存している。 IMFやア
ジア開発銀行が一帯一路戦略に提供する融資能力が限定されている点も相まって、 最終
的にはプロジェクトの減少と現在の予想より少ない投資につながる可能性がある。 これま
でのところ、 中国以外の国における一帯一路プロジェクトで実際に資金を確保できたのは
10% に満たない 95。

予想には不透明な要因が含まれており、
予想に影響を及ぼし得る要因を考慮す
ることが重要

現在の公的インフラ支出計画の多くは、支
出の確約ではなく、目標に過ぎない

世界の過剰な債務残高が、 将来的なイ
ンフラ投資資金調達の障害となっており ...

...金利上昇が予想されるだけになおさらで
ある

資金調達問題は一帯一路戦略にとって
特に重要と思われる

88　https://www.welt.de/wirtschaft/article158668152/Energiewende-kostet-die-Buerger-520-000-000-000-
　　　Euro-erstmal.html
89	当初のインフラ計画に基づく 3,150 億ユーロの投資のうち、 2016 年末までにわずか 40 億ユーロしか支出され
　　　ていない理由がある程度これで説明できるかもしれない。
　　　https://www.ft.com/content/90712920-138b-11e7-b0c1-37e417ee6c76
90	 https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/2/1/16959310/trumps-infrastructure-plan
91	 BIS の統計に基づく：表 F1.1：非金融セクター向け信用総額 （中核的債務）
92	 https://fred.stlouisfed.org/series/A091RC1Q027SBEA
93	 https://www.moodys.com/research/Moodys-US-corporates-5-year-investment-grade-maturities ‐ exceed-
　　　1--PR_378820
94	http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-strategies-todeliver-
　　　in-the-next-phase
95	「中国の一帯一路戦略と企業保険への影響」、 2016 年10月、 スイス・ リー
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これまでこの分野ではそれほど積極的に投資を行ってこなかった保険会社や年金基金など
の民間機関投資家が、 インフラ投資の拡大に一役買うことも可能である。 特に、 株式に類
似した特徴を持つ画期的な金融商品を設計できれば、 資金調達面での制約は緩和され
るであろう。 適格インフラ投資に対して保険会社に義務づけられている資本要件の緩和な
ど、 投資家基盤の拡大を促進する政策対応にもかかわらず、 インフラ資金調達への機関投
資家の参加は大きな課題に直面している。 標準化された報告書類が存在しないほか、 政
治リスクのヘッジが不可能であることが、インフラ関連証券の取引市場の発展を阻んでおり、
投資家にとってはリターンのベンチマーキングとモニタリングが困難になっている 96。

政治的な課題 
資金が確保できても ､建設プロジェクトは政治的障害や社会の反対など、 数々の実行上の
課題に直面する。頻繁な政権交代や政策変更は長期的な計画の保証に依存するインフラ・
プロジェクトを中断させる可能性がある。 例えば、 英国の EU 離脱の決定は、 英国の設備
投資に長期的な影響を及ぼす可能性があろう。 また、 国境を越えたプロジェクトは継続期
間中に地政学的な不確定要因に直面する場合がある。 中国の一帯一路戦略はとりわけ政
治的な不安定性から悪影響を受けやすい 97。 一帯一路戦略のターゲットとされる国の中に
は、 実行リスクが高まり、 プロジェクトの遂行が一層疑問視されている国もある 98。

世界的に保護主義の機運が高まっている。 鉄鋼やアルミニウムに対する米国の輸入関税な
ど、 新たに施行された貿易障壁が本格的な貿易戦争を引き起こす可能性がある。 世界貿
易の減速は、 経済活動を蝕み最終的には生活水準を押し下げよう。 投資計画が棚上げさ
れれば、 建設保険業界やエンジニアリング保険業界は、 こうした展開の影響を免れないだ
ろう。

長期的な投資家が利用可能な資金の拡
大に一役買うこともできるが、 インフラ・
プロジェクトの民間部門の参加者は引き
続き課題に直面している

建設プロジェクトは大きな政治的執行リス
クに直面している

保護主義の高まりが投資、ひいては保険
需要の逆風になる可能性も

96	スイス・ リー、 「インフラ投資は重要」
97	「一帯一路：経済ロードマップ」、 エコノミスト ・インテリジェンス・ユニット （EIU）、 2016 年、
　　　https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=OBORSept2016
98	「中国の一帯一路戦略と企業保険への影響」、 2016 年10月、 スイス・ リー
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結論

エンジニアリング保険は経済活動を支える上で重要な役割を果たしている。 エンジニアリン
グ保険料の総額が企業向け保険市場全般に占める割合は相対的に小さいが、 大規模な
建設工事やインフラ・プロジェクトはそうした保険なしには請け負えないであろう。 同様に、
機械の故障やボイラーの爆発といった自身でコントロールすることが不可能な状況で発生す
る損失に対して運用者が自らを保護できなければ、 重要なプラントや産業機械の利用は大
きく制約されよう。

他のスペシャルティ保険に比べてエンジニアリング保険の収益性は比較的高水準を維持し
てきた。 保険引受成績は、 一部のロングテール建設およびエンジニアリング保険において、
既存契約の最終的な損失が未だ判明していないこともありなおさら悪化してきている。 エン
ジニアリング保険料は、 他の契約条件の長引く低迷と歩調を合わせて、 10 年以上前から下
落しており、 一部のエンジニアリング保険会社の利益率は既に長期的に維持可能ぎりぎりの
水準か、 それ以下に押し下げられている可能性がある。 これは、 複雑化し、 多くの段階か
ら構成され、多数の当事者や、時に複数の国が関与することもある 「巨大」 建設・インフラ・
プロジェクトで特に言えることで、 これらは確実に保険引受リスクを増大させている。

技術の進歩が建設工事やその他の工業部門の安全性と事故率の継続的な改善をもたら
すとすれば、ある程度の安心感につながるであろう。 製造業と建設工事業のデジタル化は、
モニタリングの強化、 エンジニアリング関連リスクの軽減と管理など、 効率性の大幅な向上
につながると期待される。 しかし、 こうしたデジタル化への動きは緩やかにしか実現しない
可能性が高い。 さらに、 新しい技術は既存のリスクの性格に影響を及ぼし、 サイバー・ リス
クなど、 新たなリスクももたらすため、 事故頻度が低下したとしても、 保険金請求の規模が
拡大する可能性もある。 	

エンジニアリング保険市場の短期的・中期的見通しは、 世界の建設工事市場の動向と大
きく連動している。 どちらかと言えば保険料低迷期の後に期待される、 先進国および発展
途上国市場で建設工事投資の短期的な加速が、 保険需要と収益の伸びを下支えするだ
ろう。 これは、 現在進行している世界の景気拡大局面と、 都市化や再生可能エネルギーの
需要拡大といった基本的な構造変化が相まった結果である。 市場の見通しは明るいが、マ
クロ経済の不確定要因がいくつか持続しているため、 エンジニアリング保険会社は引き続き
注意する必要がある。

エンジニアリング保険は経済活動を支え
る上で極めて重要な役割を果たしている

他のスペシャルティ保険に比べてエンジニ
アリング保険は依然として収益性が高い
が、 最近の保険引受成績は悪化の兆候

新しい建設技術は効率性と安全性の一
層の向上につながると見られるが、 その
ペースは緩やかで、 新たなリスクも伴う

不透明感は残るものの、エンジニアリング
保険の見通しは明るい



発行：
スイス・リー・インスティテュート
スイス・リー・マネジメント・リミテッド
Mythenquai	50/60
P.O.	Box
8022	Zurich
Switzerland

Tel			＋41	43	285	2551
電子メール	sigma@swissre.com

アーモンク事務所：
175	King	Street
Armonk,	NY	10504
Tel			＋1	914	828	8000

香港事務所：
18	Harbour	Road,	Wanchai
Central	Plaza,	61st	Floor
Hong	Kong,	SAR
Tel			+852	25	82	5644

著者：
ダレン・ペイン
Tel			+41	43	285	2504

ジョナサン・アンチエン
Tel			+91	80	4900	2650

フィン・クルーガー
Tel			+41	43	285	2465

アシッシュ・デイブ
Tel			+91	80	4900	2533

シグマ編集者：
Dr	トーマス・ホルツォイ
Tel			+1	914	828	6502

Dr	ブライアン・ロジャース
Tel			+41	43	285	2733

編集主幹：
ダニエル・ライアン
リサーチヘッド、スイス・リー・インスティテュート

Dr	ジェローム・ジョン・ハーゲリ
スイス・リー・グループ・チーフ・エコノミスト

当社ウェブサイト（www.sigma-explorer.com）に
て、自然災害に関するシグマ統計データおよび
世界の保険市場を調査・閲覧してください

©2018	Swiss	Re.	All	rights	reserved.

本調査の編集締め切りは2018年4月30日としました。

シグマは英語（オリジナル）、ドイツ語、フランス語、
スペイン語、中国語および日本語の各言語で入手
できます。

シグマはスイス・リー・インスティテュートのウェブサ
イト、http://institute_swissre.com/research/
overview/sigma/を通じても入手できます。

インターネットに掲載するシグマの情報は更新さ
れている場合があります。

翻訳：
谷口翻訳工房

グラフィックデザイン：
スイス･リー･ロジスティックス／メディア･プロダクション

日本語版レイアウト：
株式会社MBEジャパン

シグマ本号の全内容は著作権の対象となっており、

全権利は留保されています。 掲載された情報は、
著作権または他の所有権に関する注記を削除しな
いことを条件として、 個人的あるいは内部的な目的

でのみ使用することができます。 シグマに掲載され

たデータを電子的に再使用することは禁じられてい
ます。

本号の全部または一部を複写する場合は、 公的な
目的であっても、 スイス・ リー ・インスティテュートに

よる事前の承認と、 出典表記 （スイス・ リー、 シグ

マ 2018 年第 2号） が必要です。 ご利用の際は後

日掲載誌をお送りください。

本調査中で使用された情報はすべて信頼できる情
報源から入手していますが、 スイス・ リー社は、 その
詳細について正確性、 または完全性についての責
任を認めるものではありません。 掲載された情報は
情報提供のみを目的としており、 スイス・ リーの立場
を構成するものでは決してありません。

本号の情報の使用に関連して発生したいかなる損
失あるいは損害についても、 スイス・リーは責任を負
うことはありません。



スイス・リー・マネジメント・リミテッド
スイス・リー・インスティテュート
Mythenquai	50/60
P.O.Box
8022	Zurich
Switzerland

Tel			+41	43	285	2551
Fax		+41	43	282	0075
sigma@swissre.com
institute.swissre.com


	エグゼクティブサマリー
	はじめに
	エンジニアリング保険とは何か？
	成長を支えるエンジニアリング保険の役割
	市場の規模と構成

	エンジニアリング保険市場の構造
	ホールセール市場と小売市場
	保険需要を形作る諸要因
	リスク吸収能力( キャパシティ) の源泉
	保険仲介業者の役割

	保険引受成績と実務
	最近の市場環境
	契約条件の変遷に関するテキストベースの指標
	エンジニアリング保険における最近の商品イノベーション

	建設工事業における技術主導のイノベーション
	オートメーション時代に向けて
	リスク環境の変化
	リスクが一段と関連性を持つ時代におけるアンダーライティングの再構築

	市場の見通し
	リスク・エクスポージャーの拡大が収入保険料の伸びを牽引
	都市化
	再生可能エネルギーへの投資
	再生可能エネルギーとエンジニアリング保険
	インフラの更新
	基本シナリオの保険料予想
	主な不透明要因

	結論
	図
	図1エンジニアリング保険の定型化されたスケジュール表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スケジュール表
	図2世界のエンジニアリング保険料シェア
	図3世界のエンジニアリング保険料の伸び
	図4エンジニアリング保険における利害当事者マップの概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利害当事者マップの概要
	図5エンジニアリング保険上位5社の保険料シェア（主要国）
	図6世界の建設プロジェクト保険料におけるロンドン市場の市場占拠率
	図7主要な発展途上市場における元受保険会社のエンジニアリング保険出再率 (%)
	図8主要国の建設工事業界における労働者10万人当たりの致命的労働傷害
	図9主要エンジニアリング保険種目における料率の推移
	図10エンジニアリング再保険契約における約款条件のテキストベースの指標
	図11米国企業保険料率の四半期ごとの増加率、主要保険種目別（％）
	図12コンストラテックスタートアップ企業に対する投資額とその専門分野
	図13新たな技術の影響度マトリクス
	図14世界銀行の所得階層別総固定資本形成（GDPに占める割合、％）
	図15主要新興市場におけるセクター別インフラ・トレンド予想2016～2040年
	図16ドイツにおけるエンジニアリング保険の収入保険料総額と再生可能エネルギーの収入保険料（百万ユーロ）、およびエンジニアリング保険料総額に占める割合
	図17国別インフラ支出ギャップ総額

	表
	表1直接的な原因別で見た大型クレームの割合 (%)
	表2建設工事業界における技術革新の最新事例
	表 3建設およびエンジニアリング保険料の年平均伸び率（％）の実績と予想、長期的弾力性



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     操作: 全ページを同じサイズにする
     拡大縮小: 比例しない(トリミング・追加スペース)
     回転: 回転しない
     サイズ: 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20180927134349
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     0
     1061
     269
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         92
         AllDoc
         92
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

        
     0
     40
     39
     40
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





