
イノベーションの共創 
革新的なリスク・ソリューション事例





本書では、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズの革
新的なリスク移転ソリューションの事例をご紹介します。 

多種多様な業界における導入事例とともに、世界中の極め
て困難なリスクに対して、当社がいかに斬新かつ画期的な
手法でお客様に貢献できるのかご説明します。温めているイ
ノベーションの卵はありますか？クリエーティブに、そして大
胆に。かつてないソリューションを一緒に実現しましょう。 

ともに、よりスマートに。
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経済的利益に対するソリューション

背景
ある高級品ブランド企業は、地震頻発地域で相当額の売上を計上してい
ます。大地震が発生すれば、グループ売上高は大幅減になるおそれがあ
り、その後の経済的回復も遅れるでしょう。大地震の影響で、複数の主要
市場におけるグループ売上高が長期的に低迷する可能性があります。

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社は、震度指数に応じて事前に設定した金額を支払うパラメトリック
型地震商品を組成しました。 

この商品は、アクセス遮断、財物損害を伴わない事業中断（NDBI）、偶発
的な事業中断（CBI）をはじめ、さまざまなシナリオに対して有効に機能
します。また、被保険企業の主要な競合他社に差をつけて、迅速な金額
の受け取り、効率的な流動資産管理、効果的なコミュニケーションや危
機管理も実現できます。

当社のチャレンジ
̤̤ 商品をお客様固有のリスク・エクスポージャーや損失シナリオに
合わせるには、綿密な分析と、利害関係者との多方面での話し合
いが必要でした。 
̤̤ 入手可能なデータ量に限りがあるため、損失曲線に合わせるこ
とが困難でした。

その他の適用範囲
パラメトリック型商品は、お客様を多様なリスクから守ることができま
す。例えば、地震、ハリケーン、一定程度の洪水などの自然災害や、異常
高温・低温、異常多雨・少雨などの気象リスク（多くの場合にエネルギー
価格も変動）、さらに収穫量、降水量、気温などの農業関連の測定可能
な事象も補償対象となります。また、日本やカリフォルニアなどの災害頻
発地域のサプライヤーが抱えるサプライチェーンリスクだけでなく、最近
では、テロ、伝染病の大流行、公共交通機関の麻痺による、航空機のキャ
ンセルリスクやホテルの低稼働率まで補償しています。
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複数年/複数種目に対するソリューション

背景
あるグローバルな製造企業は、スイスの全保険会社を入札プロセスに招
き、同社の主力分野に対する保険提案を行うように要請しました。当社
は元受レイヤーへの参入実績がなく、幹事保険会社としての能力（リス
ク・エンジニアリング、請求処理、世界的な保険証券発行など）も持って
いませんでした。しかしながら、他保険会社の持つ幹事引受能力と当社
の業界専門知識並びに資本力を組み合わせた提案を検討することにな
りました。当社は、お客様とブローカーの双方から、MYML（複数年/複
数種目）での共同提供に対して許可を得ました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社は、共同引受チームの支援を得て、8種類の異なるプログラムを組
み合わせたMYML保険を組成しました。当社が資本力と業界専門知識
の面で提案を強化する一方で、パートナー企業が幹事保険会社として対
応できたことにより、この取り組みは成功を収めました。

その他の適用範囲
解約不能な複数年保険商品で、さまざまな種目の一括補償を望むお客
様にとって、こうしたソリューションは検討の価値があるはずです。当社
は、リスクの内容、特定地域におけるエクスポージャーの集積、複数年補
償に対する価格設定などを検討したうえで、3～5年の期間で相当な規
模の引受を行うことができます。（必要に応じて）共同保険会社とパート
ナーシップを組み、多様な地域で元受幹事として保険プログラムを提供
できます。

当社のチャレンジ
̤̤ 8種類の異なるプログラムを単一保険契約へ統合することによる
技術的な複雑さ。
̤̤ 複数年にわたる大規模災害のリスク移転コストの算定。
̤̤ 当社の組成および保険料設定への支援に前向きな保険会社と
のパートナーシップの構築。
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パラメトリック型風災/地震ソリューション

背景
ある業界コンファレンスに当社が参加したところ、あるブローカーから相
談を受けました。当時、同社のあるお客様は自社資産の改良工事を実施
中であり、その工期遅延の補償を検討していました。そのお客様は、カリ
ブ海の島々にホテルグループを保有する個人オーナーであるため、リス
クに敏感で、建設工事中の自然災害により財物損害および事業中断損
失を被ることを特に懸念していました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、お客様の主たる懸念事
項である財物損害およびその後の利益損失に対処すべく、パラメトリッ
ク型風災/地震ソリューションを組成しました。このソリューションでは、
風災と地震災害それぞれに上限額を設定しました。ハリケーンまたは震
度の階級が一定程度を上回ると、保険金が支払われる仕組みです。ハリ
ケーンおよび震度の階級が高くなるにしたがって、お客様のエクスポー
ジャーや予想損失が膨らむため、保険金の支払額も増加します。

当社のチャレンジ
̤̤ 当社のソリューションはすべて、それぞれのお客様の懸念に合わ
せて完全にカスタマイズされます。 
̤̤ それゆえ、ハリケーンシーズン到来までに保険契約の締結が間
に合うよう、2種類の自然災害損失に備えた複数の選択肢を迅
速にお客様に提示することができました。

その他の適用範囲
このようなパラメトリック型ソリューションは、ホスピタリティ業界だけで
なく、不動産業、金融サービス業、観光業、運輸業、製造業、鉱業などさ
まざまな業界に適用できます。多くの業界で、大規模自然災害発生後の
財物損害や収益損失は、共通した懸念事項です。これには、政府介入、
道路・港湾・空港を利用できない事態の発生などの結果としての市場シ
ェアや売上高の減少が含まれます。また、パラメトリック型ソリューション
は従来型保険を補完するものでもあります。自己保有免責額を補てんし
たり、伝送線/配電線・テニスコート・造園など付保が不十分な資産や保
険未加入資産を補償することで、お客様の損失額を減少させることが可
能となります。
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Insur8（インシュア8）TM

背景
香港では、台風（熱帯低気圧）が頻繁に発生します。そのため香港天文台
では、5段階で危険度を表示する警報システムを整備しています。レベ
ル8以上の台風警報が発表されると、政府のガイドラインに従って、事業
所は閉鎖され、企業は社員の就業義務を免除しなければなりません。
さらに、電車・軽鉄・MTR・バスなどの公共サービスにも影響が及び、運
転が見合わされます。 

レベル8以上の台風警報では、事業活動の停止や事業所の閉鎖を余儀
なくされるため、多くの香港企業は直接的・間接的な被害を受けること
になります。しかし、既存の財物および事業中断保険商品が補償するの
は、被保険者が実際に財物損害を被った場合に限られます。このため、
保険の補償範囲と長引く実際の経済的損失との間には隔たりがあり、そ
の差額は被保険者の負担となります。

1980年以降、香港では警報レベル8以上の台風に51回見舞われていま
す。 

当社の革新的なリスク・ソリューション 
当社は、香港の企業に向けて、業界初の台風警報保険ソリューション
Insur8（インシュア8）TMを組成しました。この新たなソリューションによ
り、レベル8以上の台風警報が発生した場合に、現地企業は利益損失や
営業費用の増加に対する補償が受けられるようになりました。

その他の適用範囲
財物損害を伴わない事業中断保険は、利益やバランスシートを想定外
に圧迫する「ブラック・スワン」事象も補償対象とします。このため適用業
種は多岐にわたり、直近では、航空業・鉄道輸送業・ホテルなどのホスピ
タリティ業などで利用されています。また、公的規制による閉鎖・サイバ
ー攻撃・伝染病による損害・広域にわたる損害なども補償対象に入る可
能性があります。

当社のチャレンジ
̤̤ 最適なソリューションを提供するために、幅広いモデリング分析
を実施し、被保険者の推定収入損失額と支払いトリガーとを連
動させる必要がありました。
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中国の農薬企業向けGrowthsurance（グローシュランス）TM 

背景
ある農薬製造企業は、顧客である中国国内の農家に向けたロイヤリティ
ープログラムをビジネスに組み込みたいと考えていました。農家が栽培
中の作物が暴風雨で被災した場合、購入商品を無償で再提供するとい
うプログラムです。

当社の革新的なリスク・ソリューション
パラメトリック型台風保険は、ロイヤリティープログラムで商品を無償提
供したことによる企業の収益減少を補償します。最大補償限度額は、
一定地域（今回の事例では3省）における風力および台風の進路に応じ
て設定しました。台風関連保険の費用は、農薬商品の販売価格に転嫁
されています。

この企業の商品価格は競合他社に比べて高いにもかかわらず、最近の
台風発生後の売上が増加したことからも、本プログラムの有効性が裏付
けられる結果となりました。また、このようなロイヤリティープログラム
は、顧客である農家のレジリエンスを向上させるだけでなく、究極的には
企業自身の被災地域からの収入の流れを守ることにつながります。

その他の適用範囲
パラメトリック型保険をお客様のマーケティング・キャンペーンに連動さ
せることで、お客様は自社の製品/サービスの差別化に成功し、ビジネス
の成長が進みます。この取り組みにより、保険は単なるリスク管理ツール
であるだけでなく、リスクを事業機会に転換し、成長を促進する仕組み
と捉えなおすことができます。

当社のチャレンジ
̤̤ 保険商品をマーケティング・キャンペーンに適合されること。
̤̤ マーケティング部門の賛同を得るまでに多くの時間を要しまし
た。 
̤̤ また、マーケティング・キャンペーンを策定して、新商品の販売方
法を販売代理店に指導することにも時間がかかりました。 
̤̤ 被保険者の顧客を念頭に、現地のデータと現地の台風トリガー
を活用したことが、成功の大きな要因になりました。
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補助金保険

背景
ある欧州の食品加工企業は、決められた期日までに操業を開始するこ
とを条件として政府から補助金を支給される再生可能エネルギープロ
ジェクトを進めていました。このプロジェクトのレンダーは、同社に対し
て工事の遅延により補助金を受け取れなかった場合に備えて保険に加
入するよう要請していました。 

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社のパラメトリック型保険ソリューションは、お客様の事業固有のリ
スクシナリオや潜在的な影響に合わせて補償内容をカスタマイズし、
効率的な補償を提供することができるため、今回の事例に適していま
した。当社は、単一の日付をトリガーとして予想補助金額の正味現在価
値に基づいて固定支払額を保険金としてお支払いするパラメトリック
型保険を組成しました。本保険ソリューションを従来型の建設工事保険
（Construction All Risk：CAR）/ 組立保険（Erection All Risk：EAR）に
追加することで、補償事由に該当する遅延によって補助金を受け取れな
かった場合でも補償対象とすることができます。 

その他の適用範囲
この保険ソリューションは自然災害、天候リスク、エネルギー価格などに
も適用できます。 

当社のチャレンジ
̤̤ 全当事者間の利害調整をする必要がありました。 
̤̤ 固定支払額に関する合意を形成する必要がありました。
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パラメトリック2.0 – QUAKE 

背景
地震などの自然災害は、企業や公共団体の財務状況に長期的な悪影響
を及ぼすため、災害後に流動性を確保することが急務となります。従来
型の保険商品、政府による援助、災害後の資金調達などでは、多くの場
合、費用の補填や各種災害援助の受け取りに相当な時間を要します。組
織を復旧させるためには、災害発生後の90日間が最も重要です。 

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社ではこうした事情を考慮して、パラメトリック型で支払いが迅速な保
険商品QUAKEを組成しました。このソリューションは、企業や公共団体が
すでに購入している従来型の財物保険や単独の地震保険を補完し、収
入減や費用増などの間接的な経済的損失や現在未加入または付保水
準が低いといったことに起因する直接的な損失から、被保険者を守るよ
うに設計されています。単一指数トリガーまたは複数指数トリガーのど
ちらでも組成できます。QUAKEは、個別の保険契約者に特化した保険
商品であり、契約者が保有する資産や地理的なエクスポージャーに合わ
せてカスタマイズできます。 

その他の適用範囲 
パラメトリック型保険は、ハリケーンや一部の洪水にも適用できます。通
常のレベルを遥かに超えた気温や不規則な降水パターンなどの天候リ
スクも補償対象となります。エネルギー価格や農業関連のエクスポージ
ャーなどの独立した他の定量化可能な測定基準と組み合わせて、複数
指数トリガーの保険商品を組成できます。

当社のチャレンジ
̤̤ お客様の資産所在地および事業エクスポージャーに合わせて、
お客様専用の保険ソリューションをモデリングしなければなり
ません。
̤̤ 限度額およびトリガーをカスタマイズすることでソリューションの
柔軟性が増し、お客様が特に懸念されている問題に対してのリ
スク移転の価値を最大限まで高めます。 
̤̤ 適切な保険ソリューションを組成するには、お客様の予算、重要
視されている懸念事項、ご要望されている限度額を見極めるこ
とが重要です。お客様との連携を通じて、必要な資金を迅速に提
供する支払いトリガーを設定し、復旧に向けた取り組みを最適
化します。 
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風力/電力価格相関スワップ 

背景
当社のあるお客様と気象チームは、風力と電力価格の関連性を安定化
させる方法を模索していました。これが安定化できれば、ポートフォリ
オ・マネージャーは中期の投資計画と直近の先物契約に向けた戦略を
向上させることができます。 

当社の革新的なリスク・ソリューション
このソリューションは、保険というよりも、指数スワップ、つまりは差金
決済取引（CFD）になります。当社が作成した指数では、ある1ヵ月の風
力発電によるスポット価格の利回りを同月に実現したスポット価格の
割合として表すために、「風力加重平均価格（Wind Weighted Average 
Price）」を計算して使用します。このスワップでは、スポット価格に適用可
能な割引率である指数値に基づいて支払い/受け取り水準を算定しま
す。この割引率を適用すると、風力発電量が少なかった場合、その程度に
応じて、システム全体の合計生産量と比較した実質的なスポット価格の
利回りが示されます。相関関係の強さが予想を上回った場合、スワップ
購入者は、選択した想定MWhに基づいて支払額を受け取ることができ
ます。この（相関）ヘッジ取引では、必要に応じてプレミアムがゼロの純粋
なスワップ、または特定の行使価格とプレミアムを付けたスワップを設計
することができます。

その他の適用範囲
あらゆる風力発電事業者に適用できます。当該事業者は高い変動性リ
スクに直面していますが、風力が弱い時にスポット価格が上昇すること
で、その一部を相殺することができます。

先物取引を実施せずにスポット価格で取引を行うあらゆる発電事業者
に適用できます。発電事業者が登録事業者の一員である場合、スポット
価格に基づいて取引を行っていることになります。しかし、風力は予測で
きず、時には大きな損失を被ることもあります。このソリューションでは、
その設計上、変動する風力水準に合わせてスポット価格が正常に推移す
ることが保証されるため、繰り返しになりますが、発電ポートフォリオの
さらなる最適化を実現できます。 

当社のチャレンジ
̤̤ 課題の解決に必要だったのは、指数連動型商品に関する金融ス
キームの組み合わせ、 
̤̤ お客様との綿密な商品設計、 
̤̤ 加えて、取引の値付けおよび成立に必要な風力/電力価格に関
する専門的な引受ノウハウでした。
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財物損害を伴わない事業中断

背景
ある米国のホテル企業は、北米の保有資産の大半で、深刻な収益減に
陥るおそれのある「ブラック・スワン」事象のリスクを抱えていました。
ブラック・スワン事象（すなわち列挙危険）には、テロ、感染症の世界的な
流行、政府による命令、広範な交通機関の不通などが含まれます。この
ホテル企業は、こうした事象の発生後に市場が長期にわたり落ち込んだ
場合にも利益とバランスシートの毀損を避け、流動性を維持したいと考
えていました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
販売可能な客室1室当たりの売上（RevPar）の推移を評価できるよう
に、独立したホテル業界の指数を使用することとしました。実際の事業
中断損失ではなく、独立型の業界指数を採用することによって、モラルハ
ザードと不適切な経営判断の影響を取り除くことができます。列挙危険
が1つでも発生し、業界のRevPar指数が前年同月比で10%以上低下し
た場合、補償が適用されます。これにより当該ホテル企業は、利益に悪影
響を及ぼす財物損害を伴わないブラック・スワン事象に対しても保険に
よる補償を受けることができるようになりました。従来型の保険商品で
は、こうしたリスクを補償することはできませんでした。この保険ソリュー
ションは独立型の指数に基づいて設計されているため、完全な透明性と
客観性を実現しています。

その他の適用範囲
財物損害を伴わない事業中断保険（NDBI）は、テロ、世界的流行病、政
府による命令、広範な交通麻痺などのブラック・スワン事象のリスクを抱
える幅広い業界に適用できます。

当社のチャレンジ
̤̤ 該当事象の頻度および深刻度の算定。
̤̤ 想定リスク、リスク移転、こうした新たな「ブラック・スワン」リスク
に対する価格設定の間の適切なバランスについて、すべての当事
者と合意に至ること。



スイス・リー・コーポレート・ソリューションズ – イノベーションの共創 17

効率的なフロンティング

背景
多国籍に事業を展開するある大手エネルギー企業から当社に「フロンテ
ィング」に関する問い合わせがありました。これは、リスクが存在する国
や地域で保険販売の免許を持つ保険会社が元受として保険証券を発行
し、当該国または地域で保険を販売する免許を持たないキャプティブが
そのリスクの一部または全部を再保険として引き受ける保険契約のこ
とをいいます。

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社は、財産（国内および海外）、事業中断、複数国での第三者賠償責任
リスクに対する補償をカスタマイズし、1年間のフロンティング契約を提
案しました。その大手エネルギー企業は、当社がグローバルなエネルギ
ー保険市場で培った専門性やリーダーシップだけでなく、潤沢な正味資
本力、そして複数の国および業種で複雑な取引を構築する能力を有して
いることを踏まえて、当社と取引を締結しました。 

当社のチャレンジ
̤̤ 補償対象となる国や地域においてコンプライアンス、法制および
税務の問題があるため、従来の「一般的」なフロンティング契約
に比べ、取引はより複雑になります。
̤̤ 規制上の担保要件（米国におけるSchedule F（保険会社の再保
険取引に関する情報開示）、EUにおける保険契約者持分資産
（tied asset）に関するルール）。
̤̤ キャプティブの関与に伴うリスク軽減の問題。

その他の適用範囲
フロンティング契約はあらゆる業界に適用できます。クライアント、当
局、レンダー、第三者に対して保険加入を明示する必要がある、あるいは
特定のリスクに備えて安心感を得たいと考えるお客様にとって、フロンテ
ィング契約は効率的な選択肢となります。短期に限らず、多くの場合長期
にわたり安心して付保するには、当社をはじめとする信用格付けの高い
保険会社の財務力が必須です。保険金支払いの頻度は比較的低いもの
の、相当程度の純資本が必要となる複雑な取引では、当社が最良のパ
ートナーになります。
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貴社を支援する革新的なリスク・ソリューション・チーム

クリスチャン・ヴァートリ
グローバル・ヘッド・イノベーティブ・リ
スク・ソリューションズ
Christian_Wertli@swissre.com
+41 43 285 7440
チューリッヒ（スイス）

EMEA（欧州・中東・アフリカ）

ジャン・バックマン
シニア・ストラクチャラー
Jan_Bachmann@swissre.com
+41 43 285 2142
チューリッヒ（スイス）

ロイ・バウマン
シニア・ストラクチャラー
Roy_Baumann@swissre.com
+41 43 285 5722
チューリッヒ（スイス）

トーマス・キースト
シニア・ストラクチャラー
Thomas_Keist@swissre.com
+41 43 285 8724
チューリッヒ（スイス）

ウルス・ノイコム
シニア・ストラクチャラー
Urs_Neukomm@swissre.com
+41 43 285 6266
チューリッヒ（スイス）

APAC（アジア太平洋）

アンドレ・マーティン
ヘッド・イノベーティブ・リスク・ソリュー
ションズ APAC
Andre_Martin@swissre.com
+ 65 6428 1889
シンガポール

ヴェン・フーン・ロー
シニア・ストラクチャラー
VengHoong_Loh@swissre.com
+65 6428 1814
シンガポール

アラン・メータ
シニア・ストラクチャラー
Arun_Mehta@swissre.com
+65 6232 3365 
シンガポール
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アメリカ大陸

ロバート・ニュスライン
ヘッド・イノベーティブ・リスク・ソリュ
ーションズ・アメリカズ
Robert_Nusslein@swissre.com
+1 212 317 5427
ニューヨーク（米国）

アンドレア・ベーア
ヘッド・イノベーティブ・リスク・ソリュ
ーションズ・ラテンアメリカ
Andrea_Baer@swissre.com
+1 305 679 5534
マイアミ（米国）

スコット・カーピンテリア
シニア・ストラクチャラー
Scott_Carpinteri@swissre.com
+1 805 728 8303
ロサンゼルス（米国）

コール・メイヤー
ストラクチャラー
Cole_Mayer@swissre.com
+1 415 834 2242
サンフランシスコ（米国）

トッド・チーマ
シニア・ストラクチャラー
Todd_Cheema@swissre.com
+1 212 317 5395
ニューヨーク（米国）

キャサリン・マレー
ストラクチャラー
Katherine_Malley@swissre.com
+1 917 368 4040
ニューヨーク（米国）

レンカ・コッコ
ポートフォリオ・マネージャー
Lenka_Kokko@swissre.com
+1 914 828 8479
ニューヨーク（米国）

Insur8 （インシュア8）TMの受賞歴 

̤̤ Most Innovative Product 
（最も革新的な商品） 
提供元：The Hong Kong Insurance Awards 

̤̤ Asia-Pacific Insurance Innovation 
（アジア太平洋保険イノベーショ
ン）提供元：StrategicRISK Asia Pacific Risk 

Management Awards
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スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、世界中の大企業および中規模企業にリスク移転ソリューションを提供しています。当社の革新的でカスタマイズ性が極めて高い商品や標準保険は、事業の回復
力を高めると同時に、業界最高水準の支払いサービスによる安心感をもたらします。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、スイス・リー・グループの財務力を背景に、世界に広がる50以上の事業所で
お客様を支援しています。


