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エグゼクティブサマリー

新興市場は、 これからの10 年間、 世界経済の成長エンジンであり続け、 その一環として
経済力の西から東へのシフトが継続すると予想される。 当社の予測は、 10 年後には新興
国経済が合計で世界の成長の 60% を占めると示唆している。 7大新興市場は世界成長
に対して最大42%、 中国は単独で 27% の貢献を果たすであろう。 新興市場では経済が
成熟し、 外部の循環的要因にさらされることが多くなったため、 ここ数年間成長が緩やか
になってきた。 このような状況において、 成長スピードよりも質の方が新興市場間の差別化
要因になると思われる。 	

新興市場は、 とりわけ先進市場との対比で成長の鈍化が見られるものの、 概ね明るい見
通しであることに変わりはない。 5 年先の新興市場と先進市場の間の予想成長率の差は
3.5% である 1。 新興諸国が直面する現在の逆風は、 多くの主要市場が量的緩和策から引
き締め策に移行し、 金融政策を正常化したことに伴う先進国における成長の減速である。
貿易取引の不確実性や金融市場のボラティリティがさらに見通しを不透明にしている。 それ
に応じて、 新興市場は一段と積極的なマクロ経済政策の管理を実施するものと思われる。 	

金融市場のボラティリティや貿易摩擦のような循環的マクロ経済動向がここ数年の逆風を
支配しており、 現在表面化しつつあるいくつかの構造的課題に暗雲を投げかけている。 構
造的課題には、 いくつかの主要市場における急速な人口高齢化や生産性の停滞が含まれ
る。 新興市場の多様性を考えると、 こうした課題のいくつかは特定の国により大きな影響を
与える可能性があるだろう。 当社は、 財政規律や経済の自由化、 貿易多角化、 生産性を
向上させるための改革の実施などを重んじるような国がこうした構造的かつ循環的な逆風
に最善の対処ができると見ている。 	

新興諸国における保険市場の見通しは、 循環的かつ構造的な要因がマクロ経済見通しの
重荷になっているにもかかわらず、 引き続き力強いものがある。 新興市場の世界の保険料
に占める割合は、 これらの市場が世界の経済生産高に占める割合に立ち遅れているが、 こ
れは保険需要の上昇余地を示唆するものである。 現在、 多くの主要新興市場 （例えば、
中国、 メキシコ、 ブラジル、 ロシア、 トルコなど） は、 保険需要の弾力性に関して先進市場
を上回る1人当たり GDP 水準を有している。 これが 2008 年から 2009 年にかけての金
融危機以後の景気後退の数年間における保険需要を回復させ、 それは今後も続きそうで
ある。 加えて、 いくつかの業界特有の要因が新興市場における業界の成長に貢献しており、
中でも注目すべきは規制におけるベストプラクティスの導入や市場アクセスの改善、 技術導
入が初期的段階にあることなどである。 現在進行中の都市化現象やファイナンシャル・イ
ンクルージョン （金融包摂） 拡大の意欲は、 保険事業の発展をさらに下支えするだろう。 	

世界の保険料に占める新興市場の市場シェアは、 今後10年の間におよそ 50%増加する
と予想される。 当社の予測では、 新興アジアが保険料増加の先頭に立ち、 その伸びは今
後2年間で世界平均の 3倍に拡大し、 今後15年以内で中国が最大の保険市場となる。
新興市場全体としては、 損害保険部門が約 8%の実質伸び率という最近の堅調な実績
を維持し、 生命保険は難しい数年を経た後、 およそ 9% の成長に回復すると予想される。
これに対し先進国における部門別の伸びの予想はそれぞれ 2% と1% である。 1人当たり
GDP の水準から見ると、 中期的にはブラジル、 中国、 メキシコ、 ロシアおよびトルコのような
国々が保険料の伸びの最先端に立つと予想される。 また、 新興市場が直面する諸課題の
多様性を考えると、 種目および地域の多様化が重要となる。 より長期的な展望を持つ保
険会社は、 新興市場が提供する成長機会から最大の利益を受けると思われる。

西から東へと経済力のシフトが続くため、
今後10 年間、 新興市場は世界経済を
けん引するだろう

新興市場の成長は合算すると、先進諸国
の伸びを上回り…

…循環的で構造的な逆風にもかかわら
ず成長

新興市場における保険業の見通しは引き
続き力強い	

新興アジアはこれからの10年間にわたっ
て新興市場における保険料の伸びの先
頭に立つだろう

1 国際通貨基金 （IMF） の 2018 年10月世界経済見通しデータベースによる
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はじめに

新興市場の経済的将来性は 「伝統的に」 楽観的見通しに満ちていると見なされてきた 2。
新興市場の比較的優位な構造、 とりわけ人口動態と生産性を考えると、 新興市場の１人当
たり所得は先進諸国より急速に成長し、最終的に経済格差の縮小をもたらすと予想された。
しかし、 直近では、 こうした構造的な優位性が影を潜め、 貿易関係の不確実性や金融市
場のボラティリティのような不利な循環的世界経済の発展が急成長の達成を一段と困難に
している。 このため、 新興国における減速した長期見通しを再評価し、 保険業に対する影
響を理解することが必要である。

シグマが初めて新興市場を特集したのは1982年であった 3。 冷戦の終焉とグローバル化

の高まりのなかでその注目度は増し、 当社の調査は新興国に着目するようになった。 2000
年を皮切りにシグマは新興市場の動向を定期的に取り上げ始め、 今回の最新号はこうした
テーマの出版としては19回目になる。 世界経済が不確実であり、 新興市場の環境が厳し
い時代にあっても、 新興国は世界の保険業にとって成長の主たる源泉であり続けると予想
される。 従って、 新興市場の動向分析に関する当社の取り組みは、 保険業にとってかつて
ないほど重要であると考える。

新興市場に影響を与える現下の逆風には、 循環的な課題と構造的な課題の両者がある。
過去10 年間、 政治経済で優勢であった循環的展開には、 先進国における危機の波及、
絶え間なく変化する金融情勢や財政状況、 コモディティ価格の急低下のほか、 直近では保
護貿易主義の高まりなどが含まれる。 循環的課題への注目は、 人口増加率の低下や生産
性向上の停滞のような構造的な脆弱性を部分的に覆い隠している。 最終的にはこうした課
題は企業と政策立案者の双方からの異なる戦略を必要とするため、 これらをよく理解する
ことが重要である。

現在のマクロ経済の逆風にもかかわらず、 新興市場の経済状態はとりわけ先進国と比べて
引き続き好調である。 加えて、 テクノロジーの採用や都市化、 それにファイナンシャル・イン
クルージョンの推進などが新興市場にとって明るい材料となり、 今後の持続可能な成長を
支えるだろう。 新興国には多様性があるため、 選択的アプローチが適切である。 長期的な
政策決定に精力的に取り組む市場は、 経済的レジリエンスを高め、 保険市場の成長を強
化することによって自らを差別化するだろう。 よって、 当社は現在のマクロ経済的な課題は
様々なリスクをもたらす一方、 保険会社にとっては好機も創出すると見ている。

新興市場は成熟しつつあり急速な成長は
一段と達成困難になっている

シグマは引き続き新興国におけるトレンド
分析に取り組む

ここ数年は循環的展開が支配的になり、
構造的な脆弱性を覆い隠している

新興市場における保険会社の見通しはマ
クロ経済の逆風にもかかわらず、 依然とし
て明るい

2		「先進」 あるいは 「新興」 といった本号シグマにおける国分類は、 一般的に国際通貨基金 （IMF） の表現に沿っ		
			 ている。 先進諸国には、 米国、 カナダ、 西欧 （トルコを除く）、 イスラエル、 オセアニア、 日本およびその他先進ア
			 ジア諸国 （香港、シンガポール、韓国および台湾） が含まれる。 その他の諸国はすべて 「新興」 として分類され、		
			一般的に IMFの 「新興および発展途上」 国に対応している。
3  「新しい拡大市場における問題」、 スイス・ リー、 1982 年
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減速しているものの、依然として力強い成長  

1990 年代前半以来、 新興市場は世界経済の成長における主要な源泉である。 発展する
アジア （中でも注目すべきは中国およびインド） における好調な成長によって、 全世界の生
産高における新興市場のシェアは着実に上昇してきた。 こうした市場の年齢構成、 人口規
模および低所得環境が、より急速な成長をもたらしている。 しかし、新興市場の生産バリュー
チェーンが拡大し、外的環境も次第に複雑化してきたことから、急成長の持続は困難になっ
てきている。

図1は新興市場における3つの特徴的な成長期間を10年の予測期間とともに示している。

1.	 1990～2002年 ：実質GDPの伸び率は平均して4.0% と先進諸国より2.5%高かっ
　　　た。 労働人口がより若かったこと、 IT 革命とグローバリゼーションが初期段階にあったこ
　　　とに起因する。

2.	 2003～2012年：中国の需要増を背景とするコモディティ主導の経済の拡大が、 2007
　　　～2009年の世界金融危機にもかかわらず、 6.0% の実質平均伸び率をもたらした。

3.	 2013～2018 年：実質GDP伸び率の平均が 4.4％に低下したが、 その理由は先進国
　　　における金融危機後の回復が芳しくなかったこと、 コモディティの供給サイドにおける混
　　　乱が新興国全体にわたって景気の減速を生み出したことにある。

金融危機の後、 先進諸国における景気回復の遅れにつき、 循環的要因と構造的要因の両
者がともに影響を及ぼしたという証拠を発見した研究者たちの間で、 景気後退の実際の深
刻度に関する議論に火をつけた 4。 それは長期停滞や低成長の経済状態や低金利などの
概念を呼び起こした 5。先進諸国の景気後退（2009～2016年）による悪影響とコモディティ
の価格サイクルの突然の下降 （2014～2016 年） を受けて、 新興市場は今や同様の決定
的瞬間に直面している。 新興市場の成長における直近の鈍化は、 循環的な性質を持つと
考えられるが、長期的に影響を及ぼす構造的欠陥も存在すると思われる （次の項を参照）。

新興市場の経済成長はここ数年鈍化し
ている

1990年以降の成長については3つの特徴
的な期間に分けられる

図1 
実質GDP伸び率（対前年比、%） 

	 出典：スイス・リー・インスティテユート
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最近の新興市場の伸び率鈍化は循環的
要因によるものであるが、 構造的課題も
影響を及ぼしている

4　	「経済レター：構造的および循環的な経済要因」、 サンフランシスコ連邦準備銀行 （FRBSF）、 2012 年 6月
　　　https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2012/june/strucural-cyclical-
　　　economic-factors/
5	　「長期停滞：事実、 原因および解決策」、 経済政策研究センター （CEPR）、 2014 年
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減速しているものの、依然として力強い成長  

国際通貨基金 （IMF） は 2014 年世界経済見通し （WEO） で、 新興市場の 5年先の実
質GDP 伸び率予測をすでに下方修正しており、 「後退のいくつかは構造的要因に関連し
ていると思われ、 従ってさらに続きそうだ」 と述べている 6。 世界金融危機後の数年間、
WEO における新興市場の 5年先の伸び率予測は6.5 ～7.0%近くであったが、 現在では
5.0%近くになっている。 金融危機以前は、 新興市場と先進諸国における 5年先予想伸び
率の差は 4.5% であったが、 今では 3.5% に近い 7。 長期見通し （5 年以上先） の変化は
構造的要因の影響を示唆している一方、 短期見通し （1～2年） の変化は一般的に循環
的要因に関係している。 しかし、 新興市場の伸び予測は依然として先進諸国のそれを大幅
に上回っている。 WEO によれば、 先進諸国は今後5年間、 1年に1.5% のペースで伸びる
と予測している。 	

現在進行中の （β収束仮説による） 成熟化プロセスは、 発展途上国の所得水準が先進諸
国に追いつくと、 そのスピードは当然のことながら鈍化することが示唆されている。 しかしそ
の反面、 明るい見通しとして、 伸び率の鈍化は成長ボラティリティの低下 （図 2を参照） に
よる安定成長および成長の量から質への移行を伴うことが立証されている。 中国はこの典
型例であり、 現在は投資主導モデルから消費およびサービス主導のモデルへと移行中であ
る。 中国は一次資源生産国から経済の二次、 三次セクター生産国へと移行中である （「中
国と 5つのマクロ経済的課題」 の項を参照）。

新興市場の長期見通しは減速するも、 世界経済の成長エンジンであり続ける。 現在の予
測では、 新興市場は 2028 年の世界経済成長の 60% に貢献すると見られている （図 3
を参照）。 大新興市場 （EM7） 8 は最大42%貢献すると予想され、 中国だけで成長のほ
ぼ 27％を占めるだろう。 経済力の西から東への移行が継続し、 新興アジアが次第に目立つ
ようになるものと予想される。

新興市場の成長率予測は引き続き先進
諸国より高い

新興市場における成長は量から質への移
行が予想され…

図2 
新興市場の10年ローリング平均GDP 
成長率のボラティリティ（%） 

	 出典：スイス・リー・インスティテユート
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...それでも新興市場は世界の成長をけん
引し続けるだろう

図3 
世界の経済成長への貢献 

	 出典：スイス・リー・インスティテユート
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6  世界経済見通し ：遺産、 暗雲、 不確実性、 IMF、 2014 年10月
7  世界経済見通しデータベース、 IMF、 2018 年10月
8		中国、 インド、 ブラジル、 ロシア、 メキシコ、 インドネシアおよびトルコを含む新興市場グループ、「主要新興市場から
の波及がいかに重要か？」、 政策研究ワーキングペーパー、 世界銀行グループ、 2017年 6月から作成
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国際通貨基金 （IMF） は 2014 年世界経済見通し （WEO） で、 新興市場の 5年先の実
質GDP 伸び率予測をすでに下方修正しており、 「後退のいくつかは構造的要因に関連し
ていると思われ、 従ってさらに続きそうだ」 と述べている 6。 世界金融危機後の数年間、
WEO における新興市場の 5年先の伸び率予測は 6.5 ～7.0%近くであったが、 現在では
5.0%近くになっている。 金融危機以前は、 新興市場と先進諸国における 5年先予想伸び
率の差は 4.5% であったが、 今では 3.5% に近い 7。 長期見通し （5 年以上先） の変化は
構造的要因の影響を示唆している一方、 短期見通し （1～2年） の変化は一般的に循環
的要因に関係している。 しかし、 新興市場の伸び予測は依然として先進諸国のそれを大幅
に上回っている。 WEO によれば、 先進諸国は今後5年間、 1年に1.5% のペースで伸びる
と予測している。 	

現在進行中の （β収束仮説による） 成熟化プロセスは、 発展途上国の所得水準が先進諸
国に追いつくと、 そのスピードは当然のことながら鈍化することが示唆されている。 しかしそ
の反面、 明るい見通しとして、 伸び率の鈍化は成長ボラティリティの低下 （図 2を参照） に
よる安定成長および成長の量から質への移行を伴うことが立証されている。 中国はこの典
型例であり、 現在は投資主導モデルから消費およびサービス主導のモデルへと移行中であ
る。 中国は一次資源生産国から経済の二次、 三次セクター生産国へと移行中である （「中
国と 5つのマクロ経済的課題」 の項を参照）。

新興市場の長期見通しは減速するも、 世界経済の成長エンジンであり続ける。 現在の予
測では、 新興市場は 2028 年の世界経済成長の 60% に貢献すると見られている （図 3
を参照）。 大新興市場 （EM7） 8 は最大42%貢献すると予想され、 中国だけで成長のほ
ぼ 27％を占めるだろう。 経済力の西から東への移行が継続し、 新興アジアが次第に目立つ
ようになるものと予想される。

新興市場の成長率予測は引き続き先進
諸国より高い

新興市場における成長は量から質への移
行が予想され…

図2 
新興市場の10年ローリング平均GDP 
成長率のボラティリティ（%） 

	 出典：スイス・リー・インスティテユート
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図3 
世界の経済成長への貢献 

	 出典：スイス・リー・インスティテユート
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新興市場については、 すべてを一括りにすることはできない 9。 その発展スペクトラムは多様
であり、 地域や所得水準で集団化することは不可能である。 資本市場、 インフラ、 市場アク
セスの観点から、 ポーランド 10 やアルゼンチン 11 のように、 最近 「先進」 と再区分された市
場がある一方、 成長スピードで勝るものの、 ボラティリティが高いため、 フロンティア市場とみ
なされている市場もある 12。 天然資源や貿易相手国の類似性に起因する一定の地域内同
一性もあり得るものの、 財政・金融政策あるいはスプレッドや為替動向の差に起因する景
気循環については、 かなりの相異が存在する。 こうした理由により、 特定市場の予測は特有
の要因や経済レジリエンスの程度によって決定されることが多く、 選択的なアプローチが推
奨される。

新興市場に対しては、その多様性から選
択的なアプローチが推奨される

9		 Z.Zang、 Y.Gao 著、 「新興市場の不均一性：クラスター分析と分類分析からの洞察」、 IMF ワーキングペーパー　　
　WP/15/155、 2015 年

10 「ポーランド ：先進国市場への道程」、 FTSE	ラッセル、 2018 年
11 「MSCI 市場分類フレームワーク」、 MSCI、 2018 年 6月
12	本テーマに関する詳解については、 スイス再保険のシグマ 2016 年第 2号：フロンティア市場の保険事情
　　　を参照。
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5つのマクロ経済的課題

企業と政府は、 直面する課題が実質上循環的なものか構造的なものかで異なる対応を取
る。 企業は循環的な課題に直面した場合には耐える選択をするかもしれないが、 市場にお
ける課題が構造的なものである場合、 多角化戦略を選ぶことになろう。 循環的課題に直
面した場合、 経済を活性化するために政府が金融・財政政策を用いる可能性がある。 政
府が問題の本質を構造的なものに近いと判断した場合、 循環主導の政策は不適切かもし
れないため、 深化した改革を選択する可能性がある。 企業は、 その市場における業績予
想が自社の事業戦略に合致しているかどうかを再考する必要がある一方、 政策立案者は
既存の経済政策を再評価して、 レジリエンスと持続性を確保する必要がある。

経済的構造要因は動きが緩慢で予測しやすいが、 循環的要因は 2018 年の場合のように
急速に市場の混乱をもたらす可能性がある。 こうした混乱は、 遠く離れた地域における政
治的な事象や、 主要貿易相手国が予想外の政策を決定したことによっても起こり得る。 原
則として、 失業率や生産高のような経済指標に一時的な混乱をもたらす要因は循環的と分
類される一方、 より永続的で労働力や生産性の本質を変えるような要因は構造的である。
課題が一時的なものか永続的なものかを評価することは、 当事者がリスクと商機の出現場
所を見極めるために役立ち、当事者は現在の市場の歪みをより正確に捉えることができる。

新興市場の見通しに現在影響を与えている 5つの主要課題を明らかにする。 市場はそれぞ
れが独自のものであり、 すべての課題が同じように各国に当てはまる訳ではない。 課題は短
期的、 中期的、 長期的な影響とその発生源 （国内か国外か） によって異なる。 そのいくつ
かは必ずしも相互に排他的なものではなく、 循環的要素と構造的要素をともに有している。

1. 人口の高齢化
ほとんどの市場において人口の高齢化に対する懸念が高まっている。 出生率の低下と平均
余命の伸びは、 労働人口の減少と従属人口指数の上昇をもたらしている 13。 労働人口の
高齢化は長い間先進国だけの問題と見なされていた。しかし、現在の人口動態統計予測は、
新興市場における高齢化がまさに加速しようとしていることを示している （図 4 を参照）。

企業と政府はその直面する課題の性質
に応じて相異なる戦略を取る可能性が
ある

課題が一時的なものか永続的なものか
を識別することで、 リスクと商機がどこに
生じるかを評価することが可能

新興市場のマクロ経済見通しに影響を及
ぼす5つの課題を明らかにする

表1 
新興市場7ヵ国におけるマクロ経済的課題のスコアカード

課題 特徴 中国 ブラジル インド ロシア メキシコ トルコ インドネシア

人口の高齢化 構造的       
貿易依存度 循環的/構造的       
金融市場のボラティリティ 循環的       
生産性の向上 構造的       
債務の膨張 循環的/構造的       

 =	現在の状況が成長予測の障害となるため、対応が必要

 =	現在の状況は危機的ではないが積極的な政策決定により利益を得る可能性がある

 =	現在の状況は成長の障害とはなっていない

出典：スイス・リー・インスティテユート

人口の高齢化は今や新興市場を含めて
世界的な懸案事項である

13　	0 歳から14 歳と 65歳以上の人口の合計を15歳から 64歳までの人口で除したものとして定義される。
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いくつかの主要新興市場における人口動態の変化は、 これまでの先進国の経験より急激な
ものとなろう。 例えば中国とタイの人口は、 今後数十年内にかつての欧州や北米以上にか
なり急速に高齢化するであろう 14。 両市場とも豊かになり発展しているが、 その人口ボーナ
スを使い果たすリスクを負っている。 公共政策による対応が鍵となるだろう。 政策決定者が
欧州諸国よりも長期的な政策案を持っている中国では、 退職年齢を引き上げるほうが簡単
であろう。 中国は一人っ子政策を緩和したが、 これでは現在の人口動態の展開を食い止め
ることはできないだろう。 中国の高齢者人口指数 15 は 2055 年までに 50% に達すると予測
され、 社会に対して重大な課題を突き付けている。 アフリカでは、 人口は依然として大幅に
若く、 市場は労働年齢人口の増大による恩恵を引き続き受けることになる。

経済に及ぼす影響
人口の高齢化は労働力の供給に影響を及ぼす。 経済生産高は労働投入量 （15～ 64歳
の人口） および労働生産性によって大きく決定される。 労働者の減少は生産高の低下をも
たらす。 また高齢化は個人の貯蓄・消費習慣を妨げ、 投資水準を乱す。 人々はその貯蓄
のほとんどを就労期間中に行い、 経済に対して投資可能資本を安定供給する。 労働者の
貯蓄と年金拠出金は資本市場に投資され、 次に実体経済を活性化して利益を生み出す。
従って、 人口に対する労働年齢の割合が増加し貯蓄すれば、 生産高の増加を生み出すだ
けではなく、 労働と資本を大きく供給することにより、 賃金、 インフレおよび金利の抑制に
役立つ。

いくつかの新興市場における人口動態の
変化はこれまでの先進国より急激となろう

図4 
高齢者人口指数

	 	出典：世界人口予測：2017年版、国連、経済社会局、人口課、2017年
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高齢化は主として労働力の供給を通して
経済生産高に影響を及ぼす

14 「一目でわかるアジア/ 太平洋地域の年金、 2018 年版」、 経済協力開発機構 （OECD）、 2018 年、
　　　https://doi.org/10.1787/pension_asia-2018-en
15　65 歳以上の人口の15～ 64歳の人口に対する割合として定義される。
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5つのマクロ経済的課題

人口の高齢化には、 金融・財政政策だけでは対処できないマクロ経済へ及ぼす構造的な
影響がある。 政府の医療と年金に対する支出が増加し、 それが国家財政に圧力をかけ、
インフラや教育のような他の項目に対する財政支出を抑制してしまう。 結果として、 政府は
やがては退職年齢や長期医療、 出生率、 移民、 貯蓄意欲などに影響を及ぼす可能性が
ある経済的影響を緩和する政策措置に対する考慮を迫られることが多い。こうした対策は、
それを取り巻く政治が原因でこれまで実行が難しかった 16。

2. 貿易依存
新興市場が輸入代替工業化モデル 17 から決別して以来、 グローバリゼーションは構造的な
経済成長における重要な原動力の一つとなっている。 商品・サービスの貿易の拡大によって
技術や知識の波及、 海外直接投資 （FDI） の増加、 そして競争の激化がもたらされたが、
これらは全て、 新興市場における雇用・所得水準の上昇や急速な発展の達成に役立ってき
た。 しかし、 いくつかの市場では、 開放策の前進が貿易依存を生み出している。 これがとき
には外部要因によって生み出されたコモディティの価格変動に対する脆弱性を増大させた。

貿易の循環的要因は、 コモディティの価格変動に最も明確に表れているが、 コモディティの
価格変動は一時的な需給ショックによるものである。 例えば、 コモディティ輸出国に大きな
打撃を与えた 2014 年から 2016 年にかけての急激なコモディティ価格の調整を考えてみよ
う。 中国経済のハードランディングへの懸念や政治的理由による原油生産の中断に起因す
るこうした交易条件の循環的悪化は、 所得、 雇用、 財政、 金融市場の安定、 海外直接
投資、 総生産高などに影響を与えた。

課題に対処するために必要な政策措置
は実行が難しい

いくつかの新興市場は貿易依存度が高ま
っている

交易条件の悪化がコモディティ輸出国に
大きな打撃を与えている

図5 
貿易額（単位：10億米ドル、重ねて表示）と 
コモディティ価格

	 出典：国際連合貿易開発会議、スイス・リー・インスティテユート
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16　W.Kielholz 著、 「人口統計学および持続可能性－高齢化社会の政治的および経済的課題」、 NZZ リベロ社、		
					2017年
17　海外からの輸入よりも国内生産を優先する経済モデル
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他方、 貿易の構造的要因は、 世界金融危機以降における貿易の伸びの鈍化に最も顕著に
表れている。 危機後には緩やかな回復も見られたが、 世界貿易の成長は危機前 （世界の
実質GDP に対して約2対1） より減速している （世界の実質GDP に対して約1対1）。 中
小所得国の GDP 総額に占める貿易の割合は、 1990 年の 35％から 2017年には 48%へと
増加した。 その間、 最高に達したのは 2007年の 61.5% である。 構造的および循環的要
因が貿易見通しの背影にあり、 その相対的な重要性を決めるのは難しいが、 貿易伸び率
の鈍化は新興市場の成長と極めて関係が深い18。

コモディティの輸出市場における価格は 2016 年以降改善してきているものの、 国際価格の
変動性が将来的に除外されることは決してない。 スイス・ リー・インスティテュートも世界貿
易の成長が現在の水準近くを維持することを期待しているが、 GDP成長率の 2倍に回復
することはないだろう 19。

ナショナリズム的経済政策の台頭
当社の見方では、 最近のナショナリズム的経済政策の台頭はグローバリゼーションの現状に
とって深刻な脅威である。 米中の貿易摩擦は、 グローバル・ トレード ・アラート （英シンクタ
ンク） が 2009年以降記録してきた 「有害な」 政策 （その大半は非関税障壁） の拡大傾
向に拍車を掛けただけである 20。 グローバリゼーションの後退 （あるいは逆転） は新興市
場にとって否定的な意味を持つだろう。 新興市場の多くは依然、 コモディティの輸出国また
は中間財の生産国に留まっているからである （図 6 を参照）。 しかし、 いくつかの分野では
明るい兆候が見られる。 中南米は、 対米貿易の減少に対するヘッジの試みとして、 自由貿
易のためのロビー活動を行っている。 アジアでは環太平洋パートナーシップに関する包括的
及び先進的な協定 （CPTTP） が 2019年1月に米国および中国抜きで発効する予定であ
り、EU は、米国が自動車部品の関税引き上げをちらつかせる中、同関税の撤廃を提案した。
しかし、 二国間や地域内貿易取引の拡大は、 世界の貿易システムのガバナンスを確立させ
る必要性を浮き彫りにするものである。 これは世界貿易機関 （WTO） が世界経済とともに
進化することに失敗したことを示す。

世界金融危機以降、世界貿易の伸びは
鈍化

世界貿易の成長は現在の水準近くを維
持すると予想

図6 
GDPに占める貿易（輸出入合算）の割合  

	 出典：世界銀行、スイス・リー・インスティテユート
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18　シグマ 2015 年第 4号、 2014 年の世界の保険、 スイス・ リーを参照
19　前掲書
20　グローバル・ トレード ・アラートによるデータ、 グローバル ・ダイナミクスを参照　　https://www.globaltradealert.	
					org/global_dynamics/day-to_1101/flow_all
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5つのマクロ経済的課題

市場に逆行するような政治的展開が広がり、 本格的な貿易戦争が発生すれば、 地政学的
な影響は甚大となろう 21。 多様化を進める政策は、 貿易パートナーと生産物の両方の観点
から、 最近の政治的不確実性に対処し、 紛争への過度なエクスポージャーを避けるための
方法になる。

3. 金融市場のボラティリティ
より深化した金融市場を確立し、 世界の金融システムに一段と融合することにより、 新興市
場は長期的に発展することができる。 それは、 貯蓄を実体経済に向け、 リスク配分の改善
により資本コストを削減し、 外資へのアクセスを拡大させるのに役立つ。 金融市場の自由化
は、 世界の金融システムの変動増大のリスクが拡大することによるマクロ経済的な短期ボラ
ティリティの高まりの可能性はあるが、 新興市場にとってなお有益であると考える 22。 結局
のところ、 外部要因から生じる本格的な金融危機の可能性は、 通常不適切な政策管理の
結果である。

先進国の中央銀行の金融政策は、 引き続き世界の金融情勢に大きな影響を与えている。
新興市場の中央銀行は、 海外で決定された事項への対策として、 不都合なタイミングで金
融政策を調整せざるを得なくなることがしばしばである。 例えば 2018 年は米国の財政拡
大に対して連邦準備制度が金融の引き締めを実施し、 これが米ドル高をもたらした。 その
後の新興市場資産に対する需要の低下は、 新興市場の通貨や金利に多大な影響を与え
た。 新興市場の中央銀行は、 消費者物価に対する付随的効果を避け、 経済へのリスクを
回避するため、 金融の引き締めを余儀なくされた。

この典型的な例が、 メキシコの米国に対する経済・金融面での相互関連性である。 そのサ
イクルは極めて同期化されており、 2015 年に米国の中央銀行が世界金融危機以降初めて
政策金利を引き上げた時、 メキシコ中央銀行はメキシコ金融市場の均衡調整を確実にする
ため、 2日後に追随した。 もっとも、 結果はそれ程の成功と言えるものではなかった （図7
を参照）。 インドネシアやフィリピンのようにいくつかの新興アジア諸国の政策立案者は、 利上
げによって自国通貨の防衛に多大な成功を収めた。

貿易関連の紛争に対処するには多様化
が役立つ	

金融市場の深化は成長を助けるが、 同
時に世界的な発展に逆行するエクスポー
ジャーを増大させる

先進国の金融政策が引き続き新興市場
に影響を与える

メキシコの米国との相互関連性は典型的
な例

図7 
中央銀行の政策金利（左側）と実質GDPの伸び率（右側）、%

出典：国際決済銀行、スイス・リー・インスティテュート
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21　貿易戦争のシナリオと保険に対する影響の詳細については、 スイス・ リー ・インスティテュートのシグマ 2018 年
					第 5 号 「2020 年の世界の保険－その見通し」 を参照。
22　金融のグローバリゼーションは発展途上国にとって有害か？ IMF 経済フォーラムの記録、 国際通貨基金、 2003 年
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2019 年には世界的な量的緩和が引き締めに向かい、 新興市場における金融情勢も先進
諸国同様引き締まり、 新興市場の資金フローの脆弱性にかかわる問題が生じるであろう。
この点に関して、 2018 年が世界金融情勢のターニング・ポイントであったように思われる。
アルゼンチンとトルコでは、 外貨準備高が外部資金調達能力に比べてあまりにも低下したた
め、 金融は甚だしく混乱した （図 8 を参照）。 トルコの場合、 米国との政治的亀裂もまた
混乱を招く要因として働いた。 過去においては、 トルコ ・ リラのケースと同様に名目為替が
下落した場合に （1995 年以降、こうしたケースは 9回あった）、実質GDP は大幅に低下し、
その後急速に回復している。 経常収支は輸入の圧縮と輸出の増加によって大幅な赤字か
ら黒字に転じている 23。 新興市場の中での脆弱性は多種多様である。 変動為替レートでイ
ンフレ率が適切に管理され、 外貨準備がより潤沢で、 対外債務の満期が長期である国や、
経常収支、 財政赤字がより健全な国は有利な立場にある。

スイス・ リー・インスティテュートは、 新興市場が引き続き金融市場のボラティリティにさらさ
れると予想するが、 本格的な新興市場危機は起こりそうにない。 むしろ、 より強い基調の
市場を支持する投資家からの差別化が継続すると思われる。 金融システムがより発達して
いる国は、 金融市場のボラティリティがマクロ経済のボラティリティに転化していくのを防ぐこ
とができる。 深化した金融システムは、 現実の外的ショックにさらされた場合にショックアブ
ゾーバーとして働くことが判明しているからである 24。 マクロプルーデンスな枠組みが構築さ
れつつあり、 ボラティリティ主導の危機に対する予防線が一層強化されることになろう 25。

財政が逼迫するに伴い、外部資金調達能
力に劣る新興市場は圧力を受ける

図8 
短期債務に対する外貨準備の割合 

	出典：短期債務は世界銀行（WB）、国際決済銀行（BIS）、国際通貨基金（IMF）、経済協力開発機構			

（OECD）が共同で開発した共同対外債務ハブ（JEDH）から、外貨準備はデータストリームおよびIMF

から入手、スイス・リー・インスティテユート
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金融市場のボラティリティは継続すると予
想。 さらに発達した金融システムとマクロ
プルーデンスな枠組みが役立つ

23　グローバルマクロの見方－大幅な切り下げ、 国際金融協会、 2018 年 8月
24　金融とマクロ経済のボラティリティとの関係の再考、 IMF ワーキングペーパー、 2013
25　国際決済銀行 （BIS） による 2018 年 7月の年次経済報告書「世界の通貨および金融の安定性」 における論考、		
					「マクロプルーデンス・フレームワークを推進する」
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5つのマクロ経済的課題

4. 生産性向上の鈍化
成長会計フレームワークを用いると、 世界経済がここ数年、 全要素生産性 （TFP） の成長
鈍化にさらされていることをデータは示している （図 9 を参照）。 この傾向は、 大部分が新
興市場と 2014～2016 年のコモディティ関連の低迷に起因している 26。 この期間中、 雇用
水準は比較的安定していたが、 生産高が低下し、 新興市場における生産性の伸びとコモ
ディティ価格の間の関係が浮き彫りになっている。 2017年の研究では、 この関係は長期よ
り短期の方が歴然としており、 コモディティを輸出する新興市場経済平均ではコモディティ価
格が10% 下落すると、 TFP成長率は 0.7から1.0 ポイント下落する可能性があることが判
明した。 さらにこの研究では、 コモディティ価格は最近の生産性低下の一部しか説明でき
ていないと結論付け、 重要な他の構造的要因の再評価を行っている 27。

1990 年代と 2000 年代初頭の新興市場は、 グローバリゼーションや技術の採用、 社会・
経済改革の前進などが生産性を後押しするキャッチアップ局面によって恩恵を受け、 他の
成長源のために資源を解放することが可能になった。 しかし、 ごく最近になって、 多くの新
興市場 （中でも中国は特に） はその経済を投資依存モデルから国内消費モデルへ移行し
つつある。 こうした変化により生産性は低下する運命にある。 サービス部門における生産性
上昇が実現するには時間がかかるためである。

成長の可能性は今後低下すると予想され、 （情報資産を対象とする） イノベーションや技術
の採用が世界的に必須となるだろう。 また多くの新興市場では、 道路や港湾、 公共施設な
ど、 伝統的なインフラ投資を通して生産性を引き上げる余地も存在する 28。 今回のシグマで
議論されている他の課題が持ち越されたままであるとすると、 新興国の政府は既存のイン
フラ格差に対処するため、 借入コスト増に直面する可能性がある。 官民パートナーシップがこ
の負担を軽減するのに役立ち得る。 その意味で、国内政治が重要な役割を果たすであろう。

世界経済における生産性の向上は鈍化
しており、 新興市場においてはなおさらで
ある

図9 
全要素生産性の伸び、トレンド 

	 注：Hodrick-Prescottフィルターでラムダ（λ）を100として得られたトレンド

	 出典：会議委員会総合経済データベース（修正版）、2018年3月
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投資依存モデルから国内消費モデルへ
の移行は低生産性フレームワークへの変
化を意味する

従来のインフラ投資も役立つが、 イノベー
ションや技術の採用が生産性の向上に
とって重要な原動力となろう

26　「アジア・ インサイト－新興市場は世界的な生産性の低下をリードしている」、 会議委員会、 2016 年
27　「新興諸国におけるTFP 成長とコモディティ価格」、 スペイン銀行、 2017年
28　シグマ 2018 年第2号「未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向」、スイス・ リー・インスティテュート
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投資家の権利拡大や民間投資の投資障壁の縮小を通じて、 民間部門の関与の高まりを奨
励するビジネスに優しい行政により、 インフラ格差の縮小は容易になるだろう 29。

5. 債務の膨張
債務を原動力とする成長は、 それが国内通貨あるいは外国通貨のいずれによるものであっ
ても、 せいぜい短期的な刺激策として用いられるべきであり、 発行した債券の持続可能性
を確保する構造改革が必要である。 スイス・ リー・インスティテュートの見解としては、 債務
を原動力とする成長は危険な戦略である。過去において多くの新興市場がそれで失敗した。
いつの時も、 その後の財政再建が政治的に困難であったためである。 公的債務の軌跡と
水準のいずれもが成長を押し上げ、 債務レベルが高くなれば生産高の変動幅拡大を伴うこ
とが調査で明らかになっている 30。

世界金融危機後の先進国における超低金利環境が新興市場の借入コストを低減し、 新興
市場はそれを歓迎したことから、債務水準は記録的な高水準にまで上昇した 31。新興市場、
そしてとりわけ中国の債務負担の GDP に対する比率は 2017年までの10年間にそれぞれ
15 ポイントと 20% ポイントという劇的な上昇を見せた （図10 を参照）。 構造的な経常収
支の赤字と財政赤字が存在し、 為替バッファーや外貨建て債務が不適切な国は最も懸念
される 32。

債務による財政刺激策は成長を支える
が、 持続性を確保するには構造改革が
必要

新興市場の借入コストを低減した先進諸
国の超低金利

図10 
GDPに対する利払いの割合（%）

	 出典：国際金融研究所グローバル債務モニター、スイス・リー・インスティテユート

	 EG=エジプト、BR=ブラジル、LK=スリランカ、IN=インド、UA=ウクライナ、PK=パキスタン、ZA=南アフリ	 	

	 カ、MX=メキシコ、UY=ウルグアイ、CO=コロンビア、HR=クロアチア、MA=モロッコ、EC=エクアドル、

	 CN=中国、AR=アルゼンチン、HU=ハンガリー、PH=フィリピン、TR=トルコ、PO=ポーランド、

	 ID=インドネシア、RO=ルーマニア、RU=ロシア、PE=ペルー、TH=タイ、CL=チリ
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29　「アウトパフォーマーズ：高成長の新興市場とそれを後押しする企業」 および 「インフラ投資」、マッキンゼー・グロー	
					バル・インスティテュート、 2018 年 9月、「それは問題だ」、 スイス･ リー、 および国際金融研究所
30		A,Pescatori、 D.Sandri その他著、「債務と成長、 魔法の限界はありますか？」 IMF ワーキングペーパー、 2014 年
31　年次経済報告書：国際金融の推進と財政の安定、 BIS、 2018 年 6月
32　前掲書
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新興市場における外貨建て債務の急増が大きな懸念となっている。 外貨建て債務が成長
にとって明らかな障害であることはもちろんであるが、 新興市場は自国通貨での借入能力
が限られている場合が多い。 経済が成長しているときは、 借り手のリスクは低いとみられる
ため、 通常低利での借入の利用が可能である。 サイクルが変わると、 債務返済が一段と
難しくなる （上記 3 の課題） ため、 外貨借入は実質為替の下落に直面して急速に問題化
する 33。 国債の信用力に対する疑念が発生し、 借入手段はさらに制限される。

新興市場における家計と非金融機関の負債もまた増加する傾向にある。 家計債務の増加
は、 低金利環境と住宅需要の増大をもたらす人口構造の変化という長期的な動きが原因
である。 一方、 企業の領域では、 国際的な債券市場の深化とリスク選好の上昇が企業に
負債比率拡大への意欲を掻き立てた 34。

こうした理由により、 財政運営を改善し、 債務レベルを抑制する手段としてマクロプルーデン
スな政策を採用することが重要な差別化要因となろう。 公的債務については、 租税制度や
徴税の改善、 効率的な公共支出、 腐敗が引き起こす財政負担に対処する取り組みなどの
すべてが、 政府を一段と効率的にさせ、 成長を促進する支えとなろう。

中国と 5 つのマクロ経済的課題
中国はこれまでの 20 年間にわたり、新興市場成長の原動力であった。中国は、 １人当たり
GDP では依然として世界平均に遅れているものの、今や世界第2位の経済大国である 35。
ここで議論する 5つのマクロ経済的課題については、 中国の見通しはまちまちである。 中国
は成長軌道を新たな段階に進めつつあり、 先進国であり新興国でもあるという両側面を備
えている。 発展してきてはいるものの、 成長の持続可能性については、 根気よく見ていく必
要がある。

人口の高齢化 ：	中国のこれから10 年の高齢化は、 前世紀に欧州でみられた高齢化の 4
倍のスピードで急速に進むが、 これは1979 年に制定された一人っ子政策に起因する。 人
口問題、 とりわけ人口の高齢化と労働力の減少に取り組むため、 政府は 2015 年に一人っ
子政策を撤廃した。 しかし、 低出生率はそう簡単には上昇しない。 2016 年には出生率が
加速して今世紀最高となったが、 そのあと 2017年には新生児の絶対数と出生率の両方と
も低下した。 妊娠可能年齢の女性数が引き続き減少しているため、 2018 年もまた出生数
は減少すると予想される。 同時に、 生計費の上昇やキャリアを阻害する懸念から、 若年層
は結婚や出産を遅らせている。 政府は様々な政策を打ち出しているが、 なかでも出産予定
家庭に対しては教育減税という更なるインセンティブを付与している。 しかし、 一人っ子政策
による人口動態の影響を反転させるには何世代もかかるだろう 36。

貿易依存度：	これまでの数十年間、 貿易と投資が中国の経済発展に大きく寄与してきた。
近年では、 政府は国内消費の割合を増加させるべく努力している。 国内消費の GDP に対
する寄与は大幅に拡大し、 2018 年第 3四半期における GDP の伸びのおよそ4/5 を占め
た （2009 年の1/2 から上昇）。 その一方で、 世界貿易の減速により貿易からの寄与は低
下した （GDP に対する割合は 2007年の 34%から 2017年には19％に低下） 37。 とりわけ
中産階級が依然として急増中であることから、 中国はこれからも消費主導型経済への移行
が続くだろう。 例えば、 2018 年の個人所得税法の改正案のように、 政府は国内消費刺激
策の導入を続けている 38。 加えて、 世界のサプライ・チェーンにおける中国の役割と位置
付けも変化している。 中国企業はその商品を次第に自社ブランドで販売するようになってき

外貨建て債務は返済がとりわけ難しくな
る可能性がある

家計と非金融機関の負債もまた増加

新興市場にとって、 優れた財政運営が重
要な差別化要因

5つのマクロ経済的課題は中国に特有の
影響を与えるだろう

中国は急速に高齢化しつつある。 改革
によって出生率は上昇しているが進展は
遅い

成長は国内消費主導に移行しているが、
最大の貿易相手国である米国との貿易
戦争が懸念材料	

33　	B.Eichgreen、 R.Hausmann その他共著、「通貨のミスマッチ、 債務不履行、 そして元の罪：なぜそれらが同じで
　　　 はないのか、 そしてそれがなぜ重要なのか」、 2007年
34　「経済見通し」 第 2号、 OECD、 2017年
35　下記の IMFデータマッパーを参照、
					https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CHN
36　「中国、 個人所得税の控除に関する措置案を発表」、 新華社通信、 2018 年10月20日
					https://www.xinhuanet.com/english/2018-10/20/c_137547189.htm
37　データソースは中国国家統計局 （NBS）
38　theglobaleconomy.com によると、世界貿易の開放率で中国は米国の173位を少し上回る165位にあるにすぎない。 		
					https://www.theglobaleconomy.com/ranking/trade_openness/
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ている一方で、 コストやその他様々な要因により中国企業や多国籍企業は生産拠点を他の
海外諸国へ移している。 それにもかかわらず、 さらなる市場開放と国際経済への統合が進
行することに伴い、 中国はここしばらく、 引き続き国際貿易 （財とサービスの両方） に依存し
続けるだろう。

生産性の向上：長期的な観点から生産性の伸びの鈍化に対応するため、 中国は新しい戦
略産業の育成を主要政策とすると同時に、 イノベーションと開放を推進している 39。 経済に
おける研究開発費は、 国家技術インキュベーター事業の数や GDP に対する戦略的産業の
価値の割合と同様、 引き続き増加している。 労働力の供給減少や労働を資本に置き換え
る必要性をもたらした高齢化の問題を考慮すると、 生産性向上はとりわけ重要である。 加
えて、 外国資本に対して中国市場をさらに開放し、 国内債券市場 （「ボンドコネクト」、 債券
通） 40 での外資の参加を拡大することは、 前向きな一歩と考える。 これはイノベーションや
テクノロジーへの投資のための原資になると思われるが、 主たる原資は依然、 高水準の国
内貯蓄率である 41。

金融市場のボラティリティ ：	中国や他の多くの新興市場は過去数年間にわたって外的な金
融市場のボラティリティから自らを守ることができた。それは主として新興市場の金融システ
ムが、 程度の差こそあれ外資に対して閉鎖的であったからである。 この状況は変わりつつあ
る。 特に中国はその金融セクターを一段と自由化し、 金利や通貨価値の設定において市場
のメカニズムを受け入れてきた。 米中貿易摩擦への市場の懸念が高まるなかで、 人民元
は 2018 年に対米ドルで 6%下落した。 それでも、 幅広い通貨バスケットに対してはわずか
1.7% しか下落しておらず、 他の多くの新興市場、 とりわけトルコとアルゼンチンに比べてはる
かに大きな安定性を示している。 これは 2013 年のテーパー・タントラム （市場の癇癪） や
2016 年初頭の世界の成長が懸念された時期にも観察された。 最近になって中国人民銀
行は、 常設貸出ファシリティ	(SLF)	や公開市場操作により金融政策の効果を強める動きを
しており、 金利の数値目標を設定するのではなく、 むしろ誘導している。 しかし、 新しいよ
り柔軟な （量的かつ価格ベースの基準が共存する） ハイブリッド金融政策の枠組みへの移
行は、 確実に効果を出すため段階的に行われる必要があろう。 中国は引き続きその金融
セクターを自由化して自らを世界の金融システムに統合しようとしており、 金融のレジリエンス
向上は規制当局にとって依然として最優先の政治課題の一つとなる。 	

債務の膨張：	中国における企業セクターの債務は世界金融危機の後、 大幅に増加したが、
その際に政府は経済を支えるため、 巨額の与信を注入し、 債務全体の急上昇をもたらし
た。 非金融部門の GDP に対する債務の割合は、 2008 年末の150%以下から 2013 年に
は 200%以上へと急増し、 2018 年の第1四半期にはおよそ 260% の最高水準に達した。
総合的な金融規制から成る債務削減策は 2016 年以降厳格さを増したが、 債務を管理し
金融セクターのリスクを回避する努力は、 安定的な経済成長を維持しようとする中国政府
の方針と対立するものであるため、 この問題は依然として政府の最大課題である。 心強い
ことに、 企業債務の GDP に対する割合は 2017年末から連続7四半期低下したが、 成長

中国は生産性の伸びが鈍化するに従い、
イノベーションと開放を推進	

金融レジリエンスを証明した中国

高水準の公的債務と民間債務が引き続
き主要な課題

39　2015 年から始まった 「中国製造2025」 は、 今後10年間にわたる全要素生産性における改善に向けて中国の		
					製造業をアップグレードし統合させる多段階プロジェクトである。
40　ボンドコネクトとは中国本土と外国投資家がそれぞれの債券市場で取引ができる市場アクセス制度である。
					http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm を参照。
41　「外国の機関が中国の国債に押し寄せる」、 FT.com、
					https://www.ft.com/content/f9c8bb9e-f94f-11e8-2022a0b02a6c?segmentld=080b0415-af92-ae6f-0513-
				 095d44fb3577
42　BIS 情報源、 2018 年10月19日に更新
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5つのマクロ経済的課題

鈍化のリスクが高まり、 新たな刺激策が必要となったため、 昨年第1四半期には164.1%
に逆戻りした 42。

中国における経済の移行はすでに相当な期間進み続けているが、 中国特有の問題により、
これからもかなりの時間がかかるだろう。 政府の漸進主義的な優先政策アプローチは、 例
えば 「中国製造 2025」 の戦略については10年間での具現化が予定されているなど、 劇
的な変革ではなく漸進的な変化を必要とする。 さらに、 サービスやイノベーションに基づく新
経済への移行目標は必然的に直線的な流れではなく、 外需の減速を一部相殺するため
の 2019 年の固定資産投資の拡大のように、 経済環境への適応が必要である。 これから
の10 年間に中国経済が直面する課題はかなり大きい。 しかし、 ストレスを解消するための
政府政策は用意されている。 中国は今後10年にわたって世界における累積成長率の25%
以上貢献し、 その先10年の年間成長率はおよそ 5% になるだろうと予想される 43。

長期的視点の政策決定がマクロ経済のレジリエンスを支える
長期的な持続可能性を促進するため、 適切な構造改革を実行する意欲のある政府は、
時には短期的な経済的成功を犠牲にしても、 経済的レジリエンスを高めることができる。
それには政治的関与や長期的な計画が必要であるが、 それが新興市場間における重要な
差別化要因になるだろう。 1980 年代における中南米の債務危機は、 現在の新興市場の見
通しを思わせる出来事であり、 指針として活用できる。

2014 年から 2016 年にかけての不況に先立つ時期と同じように、 1970 年代には低金利とコ
モディティ高の組み合わせが海外からの安価な資本をもたらし、 中南米諸国は大幅な成長
を達成した。 しかし、 この資本流入は必ずしも輸出産業の強化とはならなかった。 それどこ
ろか、 その資本は外国からの輸入品の個人消費増大のために使用されることになった。 そ
の結果として生じた経常収支の赤字と債務水準の上昇は、 米国の金融引き締めと世界貿
易の減少に結びつき、 危機をもたらした。 国内的には、 通貨の過大評価を狙ったずさんな
管理と通貨主義者および権威主義者の体制による金余り現象が、 国内経済政策の常態
化した姿となった 44。 その結果、 中南米は国際的な債務危機の震源地となり、 IMFやその
他国際機関からの包括的援助計画と債務繰り延べが必要となった。 メキシコやブラジル、
アルゼンチンが最大の債務国であったが、 輸出の 95% を石油に依存するベネズエラや、 １
人当たりの債務比率が世界最高水準にあり、 かつ極めて低い銅価格に直面していたチリの
ような国々もこの危機のために苦闘した。

1970 年代以降、 経済政策に関して中南米のいくつかの政府が採用したアプローチには明
確な違いが存在した。 市場寄りの枠組みや複雑さを排除した関税、 財政規律を持つ諸国
（例：太平洋同盟 45） は、 一段と効率的な実体経済の見直しプロセスが可能であるため、
レジリエンスがより強くなった。 過剰な国家介入、 高水準の債務、 誤った経済政策 （アル
ゼンチン、ブラジルなど）に依存する国は、外的な逆境に立ち向かうために悪戦苦闘している。

中国経済の変革は進行中。 中国はこれ
から先の10年も着実に世界累積成長率
に約25% の貢献をする

長期的な持続可能性を推進する政策が
経済のレジリエンスを高めるだろう

中南米は1980 年代初頭の国際的な債
務危機の震源地となった

市場寄りの改革を実施した国は一段とレ
ジリエンスを高めた

図11 
一部中南米諸国における競争力スコアカード、 2018年

	 出典：世界競争力レポート、世界経済フォーラム、2018年

ピラー アルゼンチン ブラジル チリ コロンビア メキシコ ペルー

ピラー1：制度 77 93 32 89 105 90

ピラー2：インフラ 68 81 41 83 49 85

ピラー3：情報通信技術の採用 65 66 49 84 76 94

ピラー4：マクロ経済の安定性 136 122 1 56 35 1

ピラー5：健康 53 73 30 35 56 32

ピラー6：熟練技能 51 94 42 80 86 83

ピラー7：商品市場 120 117 13 85 54 50

ピラー8：労働市場 116 114 45 80 100 72

ピラー9：金融システム 97 57 20 53 61 63

ピラー10：市場規模 34 10 46 37 11 49

ピラー11：事業ダイナミズム 84 108 46 49 41 92

ピラー12：イノベーション能力 54 40 53 73 50 89

世界競争力指数4.0 81 72 33 60 46 63

43　スイス・ リー ・インスティテユートの長期予想は、 中国の成長可能性についてのコンセンサスにほぼ一致している。
				例えば、 「長期ベースライン予測」、 OECD 経済見通し No.103、 2018 年７月、 あるいは 「長期予想－アジアが世界
    の成長に力を与える」、 スタンダードチャータード銀行、 2019年1月8日を参照。
44　Mnuel	Pastor 著、「中南米、債務危機および国際通貨基金」、中南米予測、第16巻第1号、1989年、79 ～110頁、
					電子図書館www.jstor.org/stable/2633823
45　チリ、 コロンビア、 メキシコおよびペルーを含む
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鈍化のリスクが高まり、 新たな刺激策が必要となったため、 昨年第1四半期には164.1%
に逆戻りした 42。
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の 2019 年の固定資産投資の拡大のように、 経済環境への適応が必要である。 これから
の10 年間に中国経済が直面する課題はかなり大きい。 しかし、 ストレスを解消するための
政府政策は用意されている。 中国は今後10年にわたって世界における累積成長率の25%
以上貢献し、 その先10年の年間成長率はおよそ 5% になるだろうと予想される 43。
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長期的な持続可能性を促進するため、 適切な構造改革を実行する意欲のある政府は、
時には短期的な経済的成功を犠牲にしても、 経済的レジリエンスを高めることができる。
それには政治的関与や長期的な計画が必要であるが、 それが新興市場間における重要な
差別化要因になるだろう。 1980 年代における中南米の債務危機は、 現在の新興市場の見
通しを思わせる出来事であり、 指針として活用できる。

2014 年から 2016 年にかけての不況に先立つ時期と同じように、 1970 年代には低金利とコ
モディティ高の組み合わせが海外からの安価な資本をもたらし、 中南米諸国は大幅な成長
を達成した。 しかし、 この資本流入は必ずしも輸出産業の強化とはならなかった。 それどこ
ろか、 その資本は外国からの輸入品の個人消費増大のために使用されることになった。 そ
の結果として生じた経常収支の赤字と債務水準の上昇は、 米国の金融引き締めと世界貿
易の減少に結びつき、 危機をもたらした。 国内的には、 通貨の過大評価を狙ったずさんな
管理と通貨主義者および権威主義者の体制による金余り現象が、 国内経済政策の常態
化した姿となった 44。 その結果、 中南米は国際的な債務危機の震源地となり、 IMFやその
他国際機関からの包括的援助計画と債務繰り延べが必要となった。 メキシコやブラジル、
アルゼンチンが最大の債務国であったが、 輸出の 95% を石油に依存するベネズエラや、 １
人当たりの債務比率が世界最高水準にあり、 かつ極めて低い銅価格に直面していたチリの
ような国々もこの危機のために苦闘した。

1970 年代以降、 経済政策に関して中南米のいくつかの政府が採用したアプローチには明
確な違いが存在した。 市場寄りの枠組みや複雑さを排除した関税、 財政規律を持つ諸国
（例：太平洋同盟 45） は、 一段と効率的な実体経済の見直しプロセスが可能であるため、
レジリエンスがより強くなった。 過剰な国家介入、 高水準の債務、 誤った経済政策 （アル
ゼンチン、ブラジルなど）に依存する国は、外的な逆境に立ち向かうために悪戦苦闘している。

中国経済の変革は進行中。 中国はこれ
から先の10年も着実に世界累積成長率
に約25% の貢献をする

長期的な持続可能性を推進する政策が
経済のレジリエンスを高めるだろう

中南米は1980 年代初頭の国際的な債
務危機の震源地となった

市場寄りの改革を実施した国は一段とレ
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図11 
一部中南米諸国における競争力スコアカード、 2018年

	 出典：世界競争力レポート、世界経済フォーラム、2018年

ピラー アルゼンチン ブラジル チリ コロンビア メキシコ ペルー

ピラー1：制度 77 93 32 89 105 90

ピラー2：インフラ 68 81 41 83 49 85

ピラー3：情報通信技術の採用 65 66 49 84 76 94

ピラー4：マクロ経済の安定性 136 122 1 56 35 1

ピラー5：健康 53 73 30 35 56 32

ピラー6：熟練技能 51 94 42 80 86 83

ピラー7：商品市場 120 117 13 85 54 50

ピラー8：労働市場 116 114 45 80 100 72

ピラー9：金融システム 97 57 20 53 61 63

ピラー10：市場規模 34 10 46 37 11 49

ピラー11：事業ダイナミズム 84 108 46 49 41 92

ピラー12：イノベーション能力 54 40 53 73 50 89

世界競争力指数4.0 81 72 33 60 46 63

2014 年から 2018 年にいたる困難な時期に、 太平洋同盟加盟国のすべてが実質GDP の
平均伸び率で 2%を超え、平均インフレ率は 5% を下回った。 一方でブラジルとアルゼンチ
ンの生産高成長率はゼロまたはマイナスであり、 アルゼンチンの場合、 インフレ率はかたくな
に高水準を続けた。 経済全体と保険業の関係を考えると、 この現象は保険料の伸びにも
反映されている。 すなわち、 ペルーを除く太平洋同盟加盟国のすべてにおいて、 上記期間
中の実質保険料の伸び率はアルゼンチンおよびブラジルを上回った。

すべての太平洋同盟加盟国が最近の困
難な時期を順調に乗り切っている

図12 
実質GDPの平均伸び率と平均インフレ率、  
2014～2018年

	 出典：オックスフォード・エコノミクス、スイス・リー・インスティテユート
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5つのマクロ経済的課題

財政規律や金融政策の独立性、 経済の自由化、 貿易の多角化、 生産性の向上などを推
進する政策を押し進める新興市場は、 行く手に待ち構える構造的課題や循環的課題に対
処する準備を十分に整えることができる勝ち組の本命であるとスイス・リー・インスティテユー
トは考える。 課題は明確であり、 投資家は外的な逆境が増す中でレジリエンスを立証でき
る国を次第に支持するようになるだろう。

短期的な見通し ：新興アジアが引き続き成長の原動力になるだろう
短期的な見通しについては、 新興市場の成長は中核的な海外要因による下支えが依然と
して緩やかに続くため、これからの2年は引き続き適度に強含むと予想する。各国の運命は、
それぞれの市場特有の要因により違ってくるだろう。 したがって、 成長見通しを阻害する構
造的・循環的リスクに対処するにはどの国が有利な立場にあるかを認識することに視点を
移すべきである。

先進国の経済的健全性：	新興市場の将来は今なお、 先進国の動き次第で大きく変わる
ものと当社は考える。 2017年から 2018 年にかけて、 先進諸国は力強く成長し、 世界全体
の成長をトレンド以上に後押しした。 絶頂期は終わったものの、 ベースライン・シナリオは、
2019 年は生産高が潜在成長率を超える一方で、 世界の経済成長が鈍化することである。
スイス・ リー・インスティテユートの見解では、 債務水準や生産性の伸び、 赤字幅などに対
するバッファーが10年前より低い水準にあるため、 世界経済は次の危機に対する準備が十
分にできていないと考える 46。 次のショックに対処するために先進国が利用できる政策手
段は限られており、 準備不足は世界経済にとって大きなリスクとなる 47。

世界貿易：	世界の貿易戦争は 2018 年の主要課題であった。 米中貿易摩擦では進捗が
見られ、 米国は関税引き上げを 90日延期し、 中国は米国産品の中でも大豆の輸入を再
開しようとしている。 貿易政策の変更によって一部の国は打撃を受けるが、 他の東南アジア
諸国連合 （ASEAN） 加盟国は輸入代替による恩恵を受けてきた。 米国・メキシコ ・カナ
ダ間の貿易協定の改定 （USMCA） は、 2019 年の基調を正しい方向に向かわせるための
第一歩である。 貿易関連の不確実性が拡大することによって発生する新興市場へのマイナ
スの影響が大幅に拡大するとは予想されない。 実際のところ、 米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）、 アジア太平洋地域における経済連携協定 （CPTPP）、 東アジア地域包括的経
済連携協定 （RECP） および日本・ EU 経済連携協定 （EUJEPA） 48 などの協定は、 多角
的自由化が進んでいることを示している。 中国と米国が妥協点を見出せれば、 最終的にさ
らに開かれた世界貿易が実現するチャンスに結びつく。

コモディティの価格：	コモディティの価格は世界の市場で決定されており、 新興市場はほと
んどの場合、 価格を受けいれる立場にある。 最近、 国際価格は需給状況が改善されたた
め、 着実に回復してきている。 この安定化は新興市場にとって有利に働くと予想する。 新
興市場のコモディティの主要な輸出先である中国の成長は引き続き堅調であり、 需要サイド
から今後も下支えを受けるだろう。 政治的な出来事による原油供給の混乱はいつでも起こり
得るが、 現時点での供給量は原油依存国の財政強化に役立つであろう。

積極的な政策を遂行する国はレジリエン
スに優れているため、マクロ的な課題に立
ち向かう準備を整えることができる

これからの 2年、 成長は緩やかに強含
むと予想

先進国の成長は鈍化しているが、 依然と
して潜在成長率を上回っており、 新興市
場にとってかなりの下支えとなっている

貿易戦争に関連した世界貿易鈍化の兆
候はこれから出現

安定したコモディティ価格もまた新興市場
の発展を支える

46　前掲シグマ、 2018 年第 5号
47　「世界経済は次の危機への備えが不十分」、 経済的洞察、 スイス・ リー・インスティテユート、 2018 年10月

　15日　および2018 年の 20 ヵ国・地域 （G20）、 「グローバルな金融システムを万人のために機能させる」、 世界的
　　　な金融　ガバナンスに関する著名人グループの G20 報告、 G20、 2018 年
48　RECP	は地域包括的経済連携協定であり、 EUJEPA は日本・ EU 経済連携協定である。
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世界の財政・ 金融の動き ：	米国との金利差で、 新興市場からの資金とポートフォリオの流
出はこれからも続くであろう。 巨額の財政赤字と経常収支赤字があり、 米ドル建て債券の
割合が高く、 政策面での実績が乏しい国は、 2018 年のアルゼンチンやトルコと同様、 2019
年にはボラティリティに見舞われる可能性がある。 このような状況に対する準備は大半の新
興市場で十分になされており、 大きな打撃を受けるのは国内・国外のファンダメンタルズの
脆弱な国に限定されると予想する。 	

世界の金融情勢は引き締まりつつあり、 新
興市場の資金調達への圧力が高まっている
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保険への影響

経済成長と保険需要

保険需要は経済成長と強い正の相関関係を有している。 しかし、 新興市場における近年
の景気減速は、 それに比例した保険料の伸び率低下に結びついていない。 これは、 近年
の経済成長は景気循環的な要因の影響を大きく受ける一方、 消費の勢い （この場合は保
険需要） は基本的に低下していないとする当社の従来からの仮説を裏付けるものである。
もう一つの説明は、 S カーブの理論 （次の項を参照） を根拠とするものである。 すなわち、
多くの新興市場は現在、 保険需要の弾力性の高まりと密接に関係する1人当たりの所得水
準を享受する段階にあり、 そのため、 景気が全般的に減速する中で、 保険料の伸びは底
堅く推移する結果となっている。

新興市場における保険需要の見通し
研究によって、 保険普及率 49 は所得の増加とともに上昇することから、 1人当たり GDP は、
保険普及率を決定する重要な要因であると明らかになった。 データによると、S カーブ 50 （図
14 を参照） にも示されるように様々な水準の1人当たり GDP は、 様々な水準の保険普及
率との繋がりを持っている。 高水準の1人当たり GDP を持つ国においては、保険普及率の
上昇は横ばいになる傾向にある。 1人当たり GDP が中間水準にある新興市場における保
険普及率は、 所得と富が拡大するにつれ、 はるかに早く上昇する。 生産性の低さや債務
比率の高さなど、 経済成長を阻害する様々な現在の課題は保険需要を低下させるが、 新
興市場における現在の1人当たりの所得水準は保険業界にとって有利に作用する。

新興市場の人々 が経済的に中産階級に成長するに従い、 人々 の富は蓄積し始め、 自家用
車や住宅が最初の保険対象資産になる。 発展の初期段階にある市場、 とりわけ都市化が
進んだ市場においては、 企業は規制要件に準拠した保険契約が必要になるため、 企業保
険に対する需要が拡大する。 こうした理由から、 発展の初期段階において、 損害保険の普
及率が比較的高くなる傾向にあり、 中でも、 自動車保険が通常は最大の保険種目になって
いる。 発展の後半段階においては、 消費者に生命保険を購入する余裕が生まれ、 資産設
計や安全、 健康が消費者の生活において重要性を増すことから、 生命保険に対する需要
が高まる。 生命保険の普及率が加速する一方、 消費者が保有する保険対象資産の件数
は一定である傾向にあるため、 個人向け損害保険は横ばいに転じ始める。 生命保険と損
害保険の Sカーブが異なるのはこのためである。

新興市場における保険料の実質成長率
は、 経済の減速にもかかわらず、 近年比
較的良好に推移している

図13 
新興市場における実質GDPと保 
険料の伸び（％、1998～2017年） 

	 出典：	保険規制当局、保険協会、スイス・リー・インスティテユート
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49元受収入保険料の対名目GDP比と定義される。
50	R.	Enz 著、「S カーブ、1人当たり所得と保険普及率の関係」、リスクと保険に関するジュネーブ・ペーパー－問題と実践、
　　　第 25 巻第3号、 2000 年 7月
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経済成長と保険需要

保険需要は経済成長と強い正の相関関係を有している。 しかし、 新興市場における近年
の景気減速は、 それに比例した保険料の伸び率低下に結びついていない。 これは、 近年
の経済成長は景気循環的な要因の影響を大きく受ける一方、 消費の勢い （この場合は保
険需要） は基本的に低下していないとする当社の従来からの仮説を裏付けるものである。
もう一つの説明は、 S カーブの理論 （次の項を参照） を根拠とするものである。 すなわち、
多くの新興市場は現在、 保険需要の弾力性の高まりと密接に関係する1人当たりの所得水
準を享受する段階にあり、 そのため、 景気が全般的に減速する中で、 保険料の伸びは底
堅く推移する結果となっている。

新興市場における保険需要の見通し
研究によって、 保険普及率 49 は所得の増加とともに上昇することから、 1人当たり GDP は、
保険普及率を決定する重要な要因であると明らかになった。 データによると、S カーブ 50 （図
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率との繋がりを持っている。 高水準の1人当たり GDP を持つ国においては、保険普及率の
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比率の高さなど、 経済成長を阻害する様々な現在の課題は保険需要を低下させるが、 新
興市場における現在の1人当たりの所得水準は保険業界にとって有利に作用する。

新興市場の人々 が経済的に中産階級に成長するに従い、 人々 の富は蓄積し始め、 自家用
車や住宅が最初の保険対象資産になる。 発展の初期段階にある市場、 とりわけ都市化が
進んだ市場においては、 企業は規制要件に準拠した保険契約が必要になるため、 企業保
険に対する需要が拡大する。 こうした理由から、 発展の初期段階において、 損害保険の普
及率が比較的高くなる傾向にあり、 中でも、 自動車保険が通常は最大の保険種目になって
いる。 発展の後半段階においては、 消費者に生命保険を購入する余裕が生まれ、 資産設
計や安全、 健康が消費者の生活において重要性を増すことから、 生命保険に対する需要
が高まる。 生命保険の普及率が加速する一方、 消費者が保有する保険対象資産の件数
は一定である傾向にあるため、 個人向け損害保険は横ばいに転じ始める。 生命保険と損
害保険の Sカーブが異なるのはこのためである。

新興市場における保険料の実質成長率
は、 経済の減速にもかかわらず、 近年比
較的良好に推移している
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S カーブが国ごとに異なるのは、保険の購入を後押しまたは抑制する特有の需給条件によっ
て説明することができる。 例えば、 イスラム教が支配的な宗教になっている国では、 生命
保険の概念がイスラム教信仰と相いれないことから、 生命保険の普及率は平均を下回る傾
向にある 51。 また、 生命保険の普及率が低水準にある国としては、 通貨が安定していない
歴史的にインフレ率が高い国 （例えば、 アルゼンチン） を挙げることができる。 中欧・東欧
においては、 生命保険の普及率の低さは、 歴史的に国からの支援への依存度が高かった
ことで説明できるであろう。 損害保険の場合、 巨大災害リスクの高い国においては、 財物
保険の普及率が高くなる傾向にあり （例えば、 チリ）、 強制自動車保険制度の拘束力が強
い国においては、 自動車保険の普及率が高くなる。

新興市場においては、 保険需要の所得弾力性が依然、 高水準を維持
所得水準を用いた Sカーブの相関は、 将来的な保険需要を評価するためのベンチマーク・
ツールとして役立つ。 現状、 生命保険需要の所得弾力性が最も高いのは （1.75～2.1）、 1
人当たり GDP が 7,700 米ドルから 26,600 米ドルの間の国であることが、 その相関から示
されている。 損害保険需要の所得弾力性が最も高いのは、 1人当たり GDP が 3,500 米ド
ルから15,000 米ドルの間の国の1.40 ～1.63 である。 表2が示すように、 S カーブで対象
とした新興市場および発展途上国の 94.4％は、 依然として生命保険の加入に最適な水準
以下か、 その範囲内にある。 損害保険については、 その比率は 87.9％である。 このことは、
保険料の伸び率という意味で、 GDP成長率と同様に新興市場が引き続き先進市場よりも
魅力的であることを示している。

各国特有の事情が保険普及率の国別相
違を説明するための一助になる

将来的な伸び率から見て、 S カーブは新
興市場の方が先進市場より魅力的であ
ることを示唆	

51 「中東、 トルコ、 パキスタンにおける保険、 バンカシュアランスおよびタカフル」、 2015 年、 スイス・ リーを参照
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保険への影響

シグマは、 中南米、 中欧・東欧のほか、 中国を除くアジアの保険市場の成長がここ数年

間で加速すると見ている。 世界の保険料に占める新興市場の割合は、 今後10年間で約
50％増加することが見込まれる。 中国では、 保険料の伸びを絶対額で見た場合、 過去の
ような急速な成長率を達成することは困難であるため、 保険市場の伸び率はほとんど変
わらないと思われる。 それでも成長率は実質経済成長率の1.75～2倍程度と予想されて
いる。 表3 は損害保険料と生命保険料の実質伸び率の概略を示したものである。 中国の
成長は鈍化しているが、 ここで鈍化を語ることは誤解を招くことになる。 中国における過去
5年間の複利ベースの実質成長率は、 損害保険で16％近く、 生命保険は17％であった。
シグマは、 これがそれぞれ10％と11％に減速すると予想している。 これは依然としてかなり
大きな成長率であり、 新興市場全体に比べて約2％上回る。 保険料の金額で見た場合、
中国は年率ベースでアフリカ全体を上回る成長を今なお続けており、 2030 年代中頃のいず
れかの時点では、 最大の保険市場である米国を追い抜く見通しである。 	

表2 
1人当たりGDPと保険需要の所得弾力性

出典：スイス・リー・インスティテユート

生命保険 損害保険

1人当たり所得
7,700米ドル

未満
中間

26,600米ド

ル以上

7,700米ドル

未満
中間

15,000米ド

ル以上

保険需要の所得弾力性 <1.75 1.75–2.1 <1.75 <1.40 1.40–1.63 <1.40

先進市場国数 0 9 27 0 0 36

新興市場国数 86 31 7 53 56 15

国数合計 86 40 34 53 56 51

新興市場における保険市場の成長は中
期的に加速の見込み

表3 
地域別、保険種目別成長見通し

合計 新興市場 中国 インド

CAGR（実質） 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し

元受損害保険料

の成長率
3%	 3%	 3%	 8%	 8%	 8%	 16%	 12%	 10%	 10%	 13%	 12%	

元受生命保険料

の成長率
2%	 2%	 3%	 10%	 1%	 9%	 17%	 ‒2%	 11%	 4%	 8%	 7%	

中国を除く新興アジア 中南米 中欧・東欧 アフリカ

CAGR（実質） 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し 過去 現在 見通し

元受損害保険料

の成長率
7%	 9%	 10%	 2%	 3%	 4%	 1%	 2%	 4%	 2%	 3%	 4%	

元受生命保険料

の成長率
6%	 9%	 9%	 5%	 ‒1%	 4%	 0%	 10%	 9%	 2%	 2%	 3%	

備考：過去とは2013～2017年、現在とは2018年、見通しとは2019～2020年のこと。CAGR＝年平均成長率。配色は長期的トレンドからの乖離状況に基

づく。	 < ‒1.5%;	 ‒1.5%	to	‒0.5%;	 ‒0.5%	to	0.5%;		0.5%	to	1.5%;		>1.5%

出典：スイス・リー・インスティテュート	
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保険会社は、 企業保険、 個人保険の双方について需要の変化に注意しておく必要がある。
例えば企業保険の場合、 現在の国内規制の変化や国際的な動向が成長を可能にしたり抑
制することから、 一部の産業は優位性を増したり喪失することがある。 一方、 個人保険につ
いては、個人の所得水準が上昇するにつれ損害保険に対する需要がやがて飽和状態に達し、
生命・健康保険に対する需要が拡大する。

マクロ的な課題：	リスクと影響

人口の高齢化 ： 長寿リスクの拡大
退職後所得を提供する組織は、 個人の長寿リスク （個人が予想以上に長生きするリスク）
を規模の経済と分散化により管理することができる。 多数の契約と社会人口学的リスク要
因に沿った適切な料率設定を有するポートフォリオは、 持続可能性を確保する上で極めて
重要である。 しかし、 現在の世界の人口動態は長寿の集積リスク、 すなわちすべての人々
がどの程度長生きするかについての不確実性を示唆している。 一般的に、 死亡率 （標準
人口に対する一定期間内の死亡者数の割合） は、 生活環境の改善、 医学の進歩、 健康
技術のイノベーションなどにより、 低下してきているが、 専門家は常に平均余命を過少評価
してきた 52。 その結果として、 確定給付制度を推進する政府には悪影響が及ぶ一方、 生
命保険会社にとっては年金保険で長寿リスクの保障を販売する好機になる。 しかし、 今日
に至るまで、 こうした商品は新興市場においては一般化していない。

人口の高齢化と低金利環境が伝統的な確定給付年金制度を持続不能にしている。 この
ため、 多くの市場が確定給付から確定拠出年金制度へと移行しつつあり、 確定拠出年金
への移行で民間生命保険業界の参入余地が開いてきている。 確定拠出年金制度におい
ては、 退職後の所得は労働者の退職貯蓄口座への拠出金とその運用利回りによって決ま
る。 確定給付から確定拠出への移行は、 積立不足のリスクを制度運用者から個人へと移
転させるものであるが、 そのリスクは年金保険を通じて生命保険会社に転嫁することにより、
緩和することができる。 一部の既存の確定拠出年金基金の運営者は、 法律により加入者
のために伝統的な生命保険の購入を義務づけられている。 このことは、 現存する死亡保障
ギャップを縮小させるだけでなく、 長期的な経済成長を促進させるものである 53。

保険の伸びについては種目別構成内容が
変化する可能性がある

表4  
マクロ的な課題, リスクと影響

課題 特徴 リスク 影響

人口の高齢化 構造的 長寿化
確定給付から確定拠出および個人年金

制度への移行、年金保険

貿易依存度 景気循環的/構造的 貿易の伸び鈍化
海上、航空、運送保険におけるエクスポー

ジャーの変化

金融市場のボラティリティ 景気循環的
資産、信用、金融市場のボラティリ

ティ

運用利回りおよび保険引受利益率の不

確実性

生産性の向上 構造的
経済成長の鈍化 保険需要の低下

債務の膨張 景気循環的/構造的

出典：スイス・リー・インスティテュート

人口の高齢化で長寿の集積リスクが拡大

多くの市場が確定給付から確定拠出年
金制度へと移行しつつある

52	例えば、 1975 年には、 英国で生まれた男性の平均余命は 2011年までに 71.0 歳になると予測されていた
　　　が、 2011年時点での実際の平均余命は78.7 歳程度であったことが明らかになっている。 詳細については、
　　　2018 年シグマ第 6号 「死亡率の改善：過去の解明と将来に向けた枠組みの構築」 （スイス・ リー・インスティ
　　　テュート） を参照。 C.	Shaw著、 「英国の 50年間の全国人口予測：それらはどれだけ正確であったか？」、 人
　　　口動向 （128）、 2007年および国家統計局、 国民生命表、 英国2012～2014 年、 https://www.ons.gov.uk/
　　　peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunited
　　　kingdom/2015-09-23 も参照のこと。
53 中南米における年金制度：長寿の課題への取り組み、 2018 年、 スイス・ リー・インスティテュートにおける 「中南
　　　米の年金制度における生命保険会社の役割」 を参照。
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確定給付、 確定拠出はともに利点と欠点があり、 すでに制度が導入されているか否かに関
係なく、 補完的な制度を徐々に導入することが最も現実的な解決策でありそうだ。 新興市
場の多くでは、 政府が拠出する確定給付に引き続き大きく依存しているが、 移行への圧力
が高まってきていることから、 確定拠出的な要素の導入が次第に進み、 生命保険会社を
その年金制度の中に組み込みつつある新興市場もある。 例を挙げると、 チリやメキシコの
年金制度は圧倒的に確定拠出型であり、 これら 2 ヵ国は中南米の中でも最先端を走ってい
る 54。 インドは確定給付から確定拠出へと徐々に移行してきており、 2004 年には中央政府
および州政府の職員 （国防軍を除く） 向けに国民年金制度を導入し、 2009 年にはこれを
18～ 60 歳の全国民にまで拡充している 55。 一方、 中国政府は国の年金基金に対する運
用制限を緩和し、 民間年金制度の成長を奨励した 56。

高齢化とともに医療および年金に対する政府支出は増加し、 その結果、 財政への圧力が
高まり、 インフラや教育など他の支出項目に対する政府支出も圧迫される。 高齢者依存比
率の上昇を相殺するための生産性の向上や移民の流入がなければ、 新興市場における確
定給付制度の維持に必要な資源はやがて底をつき、 労働人口の負担は持続不可能にな
る。 対策を打つことができなければ、 政府は給付を減額するか、 支払不能に陥るか、 借
入を増やして （課題の 5 「債務の膨張」 を参照） 問題を複雑化せざるを得なくなる。

貿易の発展は海上、 航空、 運送保険および貿易信用保険に影響を及ぼす 
グローバリゼーションと、 その結果としての垂直的国際分業とグローバルなバリューチェーンの
深化が生産における運送面での集約化を促し、貨物、船舶、航空機の価値を高めた。 海上、
航空、 運送保険および貿易信用保険などの運送関連の保険は、 いまや世界経済におい
て極めて重要な役割を果たしている 57。 貿易の性格の変化はこうした保険種目に影響を及
ぼしている。

運送保険料ボリュームは、 基本的に保険料率とエクスポージャーの拡大の 2 つの要因で決
まる。 運送保険における保険料率は景気循環的な性格を有するとともに、 市場におけるリ
スク吸収能力を反映したものであるが、 短期的にはより大きな重要性を持つ。 一方、 エク
スポージャーの拡大は比較的緩慢で、長期的な経済活動全般に密接に結びついているが、
特に貿易の動きとの繋がりは密接である。 最近の保護主義の台頭で、 国際的な商取引は
直接的な脅威にさらされており、 生産の国内回帰とサプライチェーンの短縮化にも間接的に
結びついている可能性がある。 シグマは、 世界の貿易量が1％減少すると、 貨物海上保険
料の伸びは 0.89％減少し、 船舶海上保険料は0.80％減少すると見ている。 貿易信用保険
は、貿易量が1％減少すると、保険料は 0.67％減少する。 国内需要や他の要因をコントロー
ルすることで、 これを 0.32％に低下させることができる 58。 米中貿易戦争は、 米国と中国が
妥協点を見出すことができれば、 世界の貿易を促進させるといった異なるシナリオが展開す
る可能性が依然として期待できる 59。 	

補完的な制度を徐々に導入することが最
も現実的な解決策

社会が高齢化する中、 確定給付制度を維
持するために必要な資源は限られてくる

グローバリゼーションで運送関連の保険
の重要性が増大

保険料率とエクスポージャーの拡大が運
送保険料ボリュームを決定づける 2 つの
要因

54　中南米における年金制度：長寿の課題への取り組み、 スイス・ リー・インスティテュート、 2018 年
55　この確定拠出制度は政府職員の場合は強制であるが、 一般市民は任意である。
56 中国年金制度の見通し：進化、 多様化、 そして収束、 KPMG、 2017年11月
57　シグマ 2013 年第 4号、 「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」、 スイス・ リーを参照。
58	しかし、 保護主義の台頭は政治リスクに対する保障需要を喚起する可能性があることに注意されたい。 シグマ
				2016 年第 3号、 「2015 年の世界の保険」、 スイス・ リーを参照。
59 シグマ 2018 年第 5号、 「2020 年の世界の保険－その見通し」、 スイス・ リー・インスティテュートを参照。
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貿易関税は、 特に海上保険や貿易信用保険を中心に、 保険需要全般に影響を及ぼす。 し
かし、 非関税障壁は、 より大きな懸念事項であると考える。 米国が求める 2国間貿易協
定に類似した協定は、 規制の分断化と保険会社の事業費上昇につながる可能性がある。
一部の国では、 保険会社に対する外国人の出資が禁止され、 場合によっては、 国内保険
会社が優遇されている。 しかし、市場が解放される事例もみられる （「規制」 の項を参照）。

金融市場におけるボラティリティ ：バランスシートの両サイドに影響
世界の金融環境および市場環境が保険会社の収益性に問題を投げかけ続けていること
が確認されている。 先進市場においては金利の低下が保険会社の資産運用担当にとって
の問題となる一方、 新興市場の一部損害保険種目の引受利益率は通貨安で打撃を受け
ている。

新興市場においては一部産業の発展が比較的遅れている場合があり、 多くの新興国は、
先端技術関連製品を中心に、 輸入に依存している。 自国通貨が下落すると、 一部保険金
請求の支払コストが上昇することから、 保険引受は圧力にさらされる。 これは、 自動車産業
や医薬品業界が発展していない国における自動車保険や医療保険について最近見られる
現象である 60。 国内市場に供給するため、 海外から自動車部品や医薬品を高値で調達す
ると、 そのコストは最終的に消費者に転嫁され、 保険の購入可能性の低下に結びつく。

新興市場の保険会社は金融の発展に向けた圧力の恩恵を受けることができる。 金融機関
が先物為替予約を提供すれば、 保険会社を含めた消費者は、 将来の為替レートを確定す
ることにより、 通貨変動をヘッジすることができる。 不確定要素が取り除かれ、 その結果、
より良質な引受が行われれば、 保険会社は新契約の引受に当たり、 より積極的な戦略を
展開することができる。

生命保険については、金融政策の変更が運用利回りに影響を及ぼす。 特に貯蓄型商品は、
運用益が重要な収益源であり、 貯蓄型商品の利率保証は長期の金利予想をベースにして
いることから、 金利変動リスクに最もさらされている。 保険会社は利率保証に対応するため
の原資を運用益に依存していることから、 金利の変動は保証利率の支払能力に影響を及
ぼす。 さらに、 デュレーション・ミスマッチのリスクもあり、 保険会社は満期到来時の再投資
で利回りが低下するリスクも負っている。 予定投資収益率を確保するためには、 保険会社
は高リスク資産で運用せざるを得ない。 非貯蓄型生命保険商品の場合でも、 資産の運用
利回りは保険料を設定する際に考慮する必要があり、 金利の変動は悪影響を及ぼしかね
ない。

保険会社はマクロ経済の課題に対して積極的に対応する必要がある
生産高の成長率やインフレ率のボラティリティの減少および同時発生の可能性の低下にとも
ない、 見通しは緩やかになりつつある。 成熟とより高度なマクロ経済政策が安定化に導く一
方、主要市場における景気後退による格差も一部にある。 保険会社は、保険種目、運用ポー
トフォリオ、 地域的なプレゼンスの分散化の考え方を受け入れる余地がある限り、 こうした環
境を有効活用することができる。

保険にとって非関税障壁は関税よりも大
きな懸念事項

金融環境は保険会社の収益性に問題を
投げかけ続けている

為替レートの下落は保険金請求額の上
昇を招く恐れがあり、 最終的には保険の
購入可能性を低下させる

保険会社は通貨変動のヘッジが可能	

生命保険は金利変動リスクにさらされて
いる

新興市場の見通しは以前ほど不安定で
も同時発生的でもない

60	その顕著な事例はロシアであり、 最近の原油価格の急落でルーブルの価値は大幅に下落した （経済制裁も影響
					を拡大させた）。 その結果、 自動車保険種目の保険金請求コストが大幅に上昇した。 しかし、 政府が保険料に上
					限を設けたため、 保険会社は消費者にコスト増を転嫁することができず、 自らが吸収せざるを得なかった。
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保険会社は、 景気の循環的な減速に前もって対処するため、 循環性の度合いが異なる保
険種目に対するエクスポージャーを含む分散化戦略を選択することができる。保険会社は、
与信 （住宅ローン関連保険）、 消費者信頼感 （自動車）、 雇用条件 （労働者災害補償）、
為替レート （自動車保険、 医療保険） の悪化リスクに過剰にさらされている場合がある。
総合保険会社は、 医療保険や一部の賠償責任保険など、 感応度の低い種目の保険商品
へのエクスポージャーを積み増すことで、 こうした影響を相殺することができる。 非総合保
険会社は、 商品の分散化に代えて、 地域的な分散化または資本管理ツールとしての再保
険の活用を進める必要があろう。

一方、 構造的な要因は、 大半の保険種目に長期間にわたる幅広い影響を及ぼすが、 一時
的には循環的偏差で覆い隠されることもある。 保険会社は、 短期の循環的なぶれと長期
的なトレンドを比較し、 構造的な要因による長期的な恩恵を受けることができるよう、 それ
に適した戦略を採用すべきである。 地域的に分散化された多国籍保険会社の場合、 地元
顧客との関係維持のメリットは、 恐らくは短期的な損失のデメリットに勝るものであり、 それ
に代わる選択肢としては、 期待リターンを提供してくれそうな新規市場への参入を検討すべ
きである。 国際的なプレゼンスを持たない保険会社については、 他の保険会社との合併が
解決策になる可能性がある。

保険会社は、 商品や地域の分散化のみ
ならず、 再保険を通じても景気循環的な
課題を巧みに対処することができる

構造的な要因については、 長期的な利
益を確保するため、 時として短期的には
損失を受け入れるといった、 より戦略的
な取り組みが必要
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保険業界特有の成長要因

保険業界の見通しは経済との関係だけで決まるものではない。 業界特有の要因も保険料
の伸びと保険会社に影響を及ぼす。 ほとんどの場合、 これらの要因は新興市場における保
険の見通しに前向きな影響を及ぼすと考えられる。

規制
成長を可能にする規制は保険普及率を向上させる上で重要である。 公的セクターへの依存
度を低下させ、 家計の金銭的レジリエンスを強化し、 そして特定の産業の発展を推し進め
るために、 政府は保険加入率の向上を図る方針を制定することができる。 例えば、 自動車
損害賠償責任保険のような強制保険により、 ドライバーは第三者の死亡または傷害に対す
る賠償責任の管理が可能になる。 このようにして、 最終的に社会のセーフティネットが構築
される。 また、 一部農作物や家畜の保険料は高額であり、 システミック ･ リスクも存在する
ことを考えると、 農業保険に対する補助金制度を創設することにより、 手頃な価格での保
険加入を可能にすることができる。 多くの新興市場は依然としてこうした機会を活用するこ
とができる。 同時に、 消費者を保護し、 金融の安定を維持し、 保険会社に対する信頼を
確立するためには、 ソルベンシーに関する国際的なベスト ・プラクティスの採用に向けた動
きがますます注目の的になる。 中にはこの面で他の市場より先行している市場も一部ある。

経済的リスク・ベースの自己資本モデルの要素を持つ強固なソルベンシー基準は、 持続可
能な保険の成長を確実にするための重要なツールである。 保険会社が破綻すると、 業界
全体が信頼の喪失で打撃を受ける。 ソルベンシー基準は最終的に保険契約者を保護する
のに役立つものであり、 業界の安定性と信頼性を向上させる。 南アフリカにおけるソルベン
シーの評価と管理 （SAM） の枠組みの採用、 メキシコにおけるリスク・ベースの自己資本に
関する新たな要件、 インドにおけるソルベンシー規制に向けた取り組みなどはすべて、 新興
市場における保険の成長が長期的に持続可能であることを確実にするための重要なステッ
プとなっている 61。 時には、 規制は保険会社にとって過度な負担になることがある。 特に小
規模保険会社の場合、 新たなリスク・ベースの自己資本の適用は適正自己資本比率に多
大な影響を及ぼす。 しかし、 規制の遵守で業界の成長の質が確保され、 保険会社は自ら
の差別化が可能になる。

規制は保険バリューチェーンの一段のデジタル化に追いついていく必要がある。 多くの場合、
技術関連の規制は保険に限ったことではなく、 テクノロジー企業が対象になる。 技術革新
に対する規制当局の対応は、 元受 /再保険会社にも大きく影響する 62。 今のところ、 これ
は主としてデータへのアクセスとデータのユーザビリティが対象となっている。 保険に限定し
た規制イニシアチブもある。 立法府は、消費者に影響を与える保険会社による（ビッグ）デー
タの使用に強い関心を持っており、 規制当局は元受 /再保険会社によるこうしたデータの
使用について調査を開始した。 こうした取り組みは保険会社に対する伝統的な規制とは別
に行われるものである。 規制当局は、 レギュラトリー・サンドボックス （規制の砂場、 発展
段階の企業に対して現行法の規制を一時的に停止する緩和措置） を用意することにより、
イノベーションの促進や保険へのアクセスの改善において一翼を担うことができる。 また、 規
制当局は、 規制に対して 「技術の中立性」 の取り組みを行うことにより、 規制が不要に革
新を阻害しないようにすることもできる。 さらに、 技術に基づく革新は、 アウトソーシングやサ
イバー・セキュリティーなどの個別の業務上側面でリスクの可能性への懸念を引き起こしてい
ることから、 慎重な検討が必要であろう。

保険業界特有の要因が新興市場におけ
る保険会社の見通しに明るい影響を及ぼ
している

多くの市場において、 保険関連の規制は
国際的に認められたベスト ・プラクティス
を採用する方向にある

新興市場におけるソルベンシー基準は、
信頼の確立と持続可能な長期的成長を
達成するため、 リスク・ベースの自己資本
モデルを採用する方向にある

保険業界のデジタル化がますます進む
につれ、 規制当局は進歩を促進させる役
割を果たすことができる

61	「インド保険規制開発庁、リスク・ベース自己資本モデルへの移行で前進」、エコノミック・タイムズ、2018 年 9月11日 ,	
					https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/insure/irdai-in-process-to-migrateto-risk-
					based-capital-regime/articleshow/65767514.cms
62 「保険会社はヨーロッパの規制を遵守する。 人々 はより明確な保険条件を歓迎するだろう」、チェコ保険協会 （CAP）、
				2017年 8月25日、 および国際金融協会スティッキー ・ノート ： OPEC+ の会合；消費者プライバシー保護法；
    米中協議；書籍紹介、 国際金融協会、 2018 年12月
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市場アクセス
貿易障壁は元受 /再保険市場の効率性を低下させるとともに、 競争の減少により消費者

の選択肢が狭まり、 サービスが低下し、 元受 /再保険料が上昇し、 長期的にキャパシティ
が縮小する。 新興市場における障壁には、 多くの場合、 国境を越えた業務や資本フローの
禁止、 外国人出資比率の制限が含まれる。 特に、 再保険は担保や資産の域外移転に関
する要件、 支店の禁止、 地元保険会社への強制出再などで影響を受ける 63。 保護主義
には様々な形態のものがあり、 新興市場に限られたものではない。 保護主義は低価格保
険の成長や保険市場の潜在能力の完全な発揮を阻害し、 保険ギャップの縮小を困難にす
る 64。 	

近年、 国家主義的な政策採用の頻度がますます増加しつつあることから、 市場アクセスが
低下している。 こうした政策には保険会社の外国人出資比率の制限も含まれており、例えば、
インドネシアは国内で出資者を見つけるのが困難であるにもかかわらず、 外国人出資比率を
80％に制限している 65。 マレーシアは合弁保険会社の外国人出資比率に70％の上限を設け
る （現状は大半が外資100％） 新たな規制を間もなく発表する予定である 66。 アラブ首長国
連邦は外国人出資比率の制限を撤廃することなく 67、 国内で営業する外資系元受 /再保
険会社に対するルールをさらに厳格化した。 インドでは、国内再保険会社がファースト・リフュー
ザル・ライト （優先買取権） の恩恵を受ける一方、 インドネシアも 「単純なリスク」 を対象と
する一部保険種目については国内保険会社に割り当てると規定している。 ロシアでは、 国営
再保険会社が積極的に市場シェアの拡大に動いており、 民間保険会社が締め出されつつあ
る。 こうした保護主義的な動きは競争を阻害し、元受 /再保険のコストを上昇させるとともに、
市場の成長に制限を加える。

それでも、 現在の保険市場は10年前に比べて大幅に自由化されている。 例えば、 新興ア
ジアの政府は、 消費者保護の改善を目指す一方で、 一段の規制緩和と自由化を推し進め
ている。 中国、 タイ、マレーシアでは現在、 自動車保険料率の自由化が進行中である。 ア
ルゼンチンでは最近、 外資に対する再保険の解放が徐々に進められている。 中国および
インドでは、 保険ポートフォリオの売却慣行や 「不合理」 な投資行動を厳しく取り締まるた
めの規制が制定された。 中国政府は、 生命保険会社の外資による完全所有について 3年
以内の認可 （損害保険については上限はない） を目指すなど、 自由化を引き続き前進させ
ている。 	

技術
技術は重要な構造要因であり、 すべての業界における企業を変形させつつある。 保険業界
においては、 商品をより入手しやすい価格に押し下げ、 事業の収益性を高め、 新たなリスク・
プールへのアクセスを可能にしている 68。 保険における技術の利用は当初、 効率と生産性
を向上させるデジタル化と自動化が中心だった。 現在は、 データ解析が一段と重要性を持
つようになり、 人工知能 （AI） およびロボット工学がバリューチェーンに統合され、 顧客との
直接的なやり取りが可能になっている 69。 世界的に、 保険業界はフィンテックと保険を組み
合わせた 「インシュアテック」 の採用による効率性向上の可能性を認識しつつあり、 インシュ
アテック分野ヘの投資を強化する保険会社が増えている 70。

貿易障壁は元受 /再保険市場の効率性
を低下させる

一部の市場において国家主義的な政策
が実行されつつあり、 競争と保険市場の
成長が阻害されている

自由化と規制緩和は続くが、 同時に規制
当局は消費者保護も重視している

インシュアテックが保険のバリューチェーン
全体に大変革をもたらす

63	グローバル再保険フォーラムは貿易障壁と市場アクセスに関する課題の一覧を発表している、 http://www.grf.
					info/publications/barriers-to-trade
64	先進国における保護主義の事例としては、 米国の税制改革や英国の EU 離脱を挙げることができるが、 これら
					は結果的に市場アクセスへの新たな障壁となっている。 大災害リスクの管理に対する再保険市場の貢献、 OECD、
				2018 年12月も参照。
65 「保険会社に対する外国人投資の上限を 80％とする提案」、 アジア保険レビュー、 2017年 4月21日、
				 http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article?id=38904&Type=eDaily#
66	「マレーシア、 保険会社に対する外国人出資比率の上限設定を検討」、 ブルームバーグ、 2017年 4月13日、
				 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-13/malaysia-said-to-mull-enforcing-cap-on-foreign-
					insurer － ownership
67	これは、 生命保険会社および損害保険会社に対する外国人出資比率を段階的に緩和予定の中国やタイと対照
				を成すものである。
68	技術を生かして保険ギャップを縮小する、 ジュネーブ協会、 2016 年、 および https://www.dentons.com/en/
					insights/alerts/2018/november/13/new-foreign-direct-investment-law-for-the-uae
69  2030 年の保険業界－ AI が保険の未来におよぼす影響、マッキンゼー・アンド ・カンパニー、 2018 年　　
70 テック ・ レビュー ・ レポート、 CB インサイツ、 2016 年
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技術は新興市場全体で一様に採用されている訳ではない。 インシュアテック・ソリューショ
ンを活用した中国は成功例の一つだが、 他の国は遅れをとっている。 供給サイドの重要な
制約要因は依然として規制上の障壁であり、 保険会社が事業モデルを変革するための技
術ソリューションの利用を妨げている。 新興市場は総じて機敏に動けるため、 新たな技術
の採用に適している。 新興市場の保険会社は、先進市場の保険会社とは異なり、レガシー・
システムの重荷を背負っていないため、古い技術を一気に飛び越える （リープフロッグ現象）
機会に恵まれており、 より盤石な見通しの基礎となり得る新たな革新的ソリューションを得
ることができる。

中国の対応に見られるような柔軟な規制により、 保険会社はテクノロジー企業への関与を
強める機会を与えられる可能性がある 71。 これは、 増大するミレニアル世代の影響力に対
応しようとする際には、 極めて重要な一歩となる。 ミレニアル世代は、 テクノロジーに精通し
ているだけでなく、 データの共有にも前向きな消費者基盤である。 例えば、 中国の平安保
険は、 インシュアテックのスタートアップ企業への投資で世界のトップに立ち （投資件数ベー
ス）、 新興国のいずれの企業をも大きく引き離している 72。

デジタル化 ：事務効率の向上とコスト削減
保険引受から保険金支払まで、 保険のバリューチェーンにおいて交換されるデータ量は増
え続けている。 一部の保険会社は業務効率化のメリットを社内で完全に引き出すことがで
きずに苦戦し、 シームレスなデジタル統合への顧客の期待に応えられないことも少なくない。
世界の保険会社上位100 社のうち、 デジタル化で出遅れた保険会社は、 保険料ボリュー
ムの成長で遅れをとっており、 デジタル化の失敗は大きな代償を伴う可能性がある。 デジタ
ル化が進んだ保険会社は、 株主の総収益率が最も高くなっており、 コストおよび効率性の
向上が可能であることを示している73。ユービーエス（UBS）の試算によれば、インシュアテック・
ソリューションによって、 アジアの保険業界は年間3,000 億米ドル前後を節減できる可能性
がある。 また、 業界全体の利益は、 2025 年までに年間550 億米ドル前後に増加する可
能性がある 74。 中国を中心とする新興国の保険会社は、 一早くデジタル化して統合された
エコシステムをすでに構築しており、 例えば中国の衆安保険の場合、 2016 年には1日当た
り 2億1,000万件を超える契約を引き受けることができた 75。 最終的には、 先述の労働人
口の減少への対策としても業務の効率化が必要である。 ただし、 そのためには、 社会と企
業 /保険会社の内部ではるかに大きな根本的構造変化が必要である。

新興市場の保険会社は、 より近代的な規制の助けを得て、 モバイル機器の普及を活用す
ることができる 76。 モバイル機器は、 保険会社と顧客のやり取りの最も重要な接点になりつ
つある。 ブラジルやメキシコの顧客は、 米国の顧客よりモバイル機器を経由した保険会社と
のやり取りが多い。 同様に、 モバイル機器経由の保険会社とのやり取りは、 中国、 インドネ
シア、マレーシアの顧客の方が、 オーストラリアやシンガポールの顧客より多い 77。 アジア太平
洋地域におけるモバイル機器の普及率は、 2016 年の 66%から 2020 年は 75% に上昇す
る見通しである。 スマートフォンの普及が最も大きく伸びているのは、 インド、 フィリピン、 イン
ドネシアである78。 インターネットと携帯電話の普及に伴って保険会社には、 インターネット経
由の販売、 引受、 保険金支払が可能になった。 これが、 保険の地域的な広がりと、 既存
の補償ギャップ縮小の一助となっている。 	

新興市場は一般的にレガシー・システム
を持っていないため、 新技術の採用に適
している

中国はインシュアテック・ソリューションで
大きな成功を収めている。 まもなく他の
新興国も後に続く可能性がある

中国を中心とする新興市場の保険会社
はいち早くデジタル化を図り、 統合された
エコシステムを構築している

多くの市場で顧客はモバイル機器経由に
よる保険会社とのやり取りを選好

71 中国とインド ：アジアの保険会社が最も選好する市場、 モルガン・スタンレー、 2018 年も参照。
72 中国のインシュアテック、 オリバー・ワイマン、 2016 年
73 保険のデジタル化の成熟に関する研究 2018 年版、 ACORD、 2018 年 6月
74 アジアにシフトするインシュアテック、 UBS、 2017年 9月
75 レーダーに捕捉されたインシュアテック ：誇大広告か新境地か？、 オリバー・ワイマン、 2017年　　
76 新興市場で普及が加速する安価なスマートフォン、 GSM アソシエーション、 2017年 7月
77 保険業界の顧客行動とロイヤリティ ： 2017 年グローバル版、 ベイン・アンド ・カンパニー、 2017年
78	GSM アソシエーション、 2017年 7月、 前掲書
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データ・マイニング、 クラウド ・コンピューティング、 AI などの技術を利用した分析能力の向上
によって、 保険会社は様々な顧客セグメントのニーズを理解し、 テイラーメイドのリスク補償ソ
リューションを提供できる。 インドのToffee や Digit	Insurance といったスタートアップ保険会
社は、 100%デジタル化された保険会社であり、 登録方法を容易にすることで購入手続の
簡素化を図っている。 両社は、不要な書類を排除して保険金支払手続きを迅速化しており、
それらのすべてにおいて最新のデータ分析と AI を活用している。 	

都市化とインフラ
都市化は新興市場の経済的変容の重要な構造的要因であり、 保険会社にとっての商機を
創出している 79。 国連によれば、 世界の都市部人口は 2018 年の 42億人から 2050 年ま
でに 67億人に増加すると予想されている 80。 この増加の 90%前後をアジアとアフリカが占
め、 現在の新興市場が17億人を占めるとみられる （増加分の 68%）。 	

都市部の人口増加により、 持続的な発展のための大規模インフラ投資の必要性が生じる。
しかし、 様々な研究によると、 特に新興市場の間でインフラに大きな格差が存在することが
示されている。 2017年から 2035 年までの間に世界全体で 69兆 4,000 億米ドルのインフ
ラ投資が必要であり 81、 これを達成するためには毎年 3兆7,000 億米ドルのペースで投資
することが要求される 82。 新興市場では約43兆7,000 億米ドル （世界全体の 63%） の
投資が必要とされる。 中国とインドだけでも、 それぞれ 23兆 6,000 億米ドル （世界全体の
34%）、 5兆 6,000 億米ドル （同 8%） が必要とみられている。

図15 
地域別モバイル・インターネット普及率（左）と利用率（右）（%）

出典：©	GSMアソシエーション・インテリジェンス（2017年、2016年）、	ピュー研究所、スイス・リー・インスティテユート

20162014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

世界全体中東中南米アジアアフリカ

17%
19%

39%
43%

52%
55%

58% 60%

45%
48%

28%

51% 52%

36%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

世界全体中東北
アフリカ

中南米アジア・
太平洋

サハラ以南
のアフリカ

2017

テクノロジーによる分析能力の向上で、 保
険会社は顧客の個別のニーズに合わせ
た商品を作れるようになる

都市化による新興市場の変容が保険商
機を創出

2017年から 2035 年までの世界全体の
インフラ投資の 63%前後を新興市場が
占める見通し	

79 都市化と経済成長、 世界銀行、 2009年
80	世界の都市人口予測： 2018 年改訂版、 国連経済社会局、 2018 年
81	インフラ ・ギャップを埋める：世界は前進したか？、マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、 2017年10月。
				物価は2017年を基準とする実質値。G20のイニシャティブであるグローバル・インフラストラクチャー・ハブおよびオッ
				クスフォード ・エコノミクスによる別のレポートでは、 2016 年から 2040 年までの間に世界のインフラが必要とする金
				額は、 94兆米ドル （年間3兆 8,000 億米ドル） と試算されている。
82	国連の持続可能な開発目標を達成するには、 この金額がさらに年間最大1兆米ドル増加すると見られる。
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都市化とインフラ投資は、 建設前から運営段階までの複数の経路を通じて、 業界にとって
膨大な商機を創出すると見込まれる 83。 上記の 2017～2035 年に必要なインフラ投資に
準じた保険料率は控えめに見積もって、 新興市場における建設保険料の累計440 億米ド
ル （2017年を基準とする実質ドル価値ベース）を創出すると試算される 84。 またインフラ支
出は所得水準の上昇にもつながり、 そうなれば、 個人向け保険商品の需要も拡大する 85。
さらに、 人や経済資産が集中する大都市は人災や天災に対して脆弱である。 しかし、 新興
国の都市には災害イベントで発生する損失を対象とした保険がほとんどない 86。 生命保険
や医療保険に関しては、 都会の生活は糖尿病や肥満などの疾病のほか、 大気汚染などに
関連する疾病の発生増につながる。 こうした疾病は保険カバーの対象に含める必要がある
が、 最近の研究によれば、 医的リスクに対する補償ギャップは極めて大きい 87。

都市化は保険業界にとって商機を創出する一方で、 より高いリスク集積度、 環境に対する
懸念、 都市計画の欠如などの課題も生み出すため、 慎重に検討する必要がある。 新たに
浮上するリスクを特定し、 契約条件を確定するためには、 保険引受リスクとエクスポージャー
を継続的にモニターする必要がある。

図16 
セクター別インフラ向け支出額（左）と地域別インフラ向け支出額（右）、2017～2035年

出典：マッキンゼー・グローバル・インスティテュート
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水　　13％

鉄道　12％

空港　  3％

港湾　  2％

中国　　 　34％

インド　  　 8％

その他新興アジア 6％

中南米               6％

中東　  　4％

東欧　   　4％

アフリカ　   　2％

米国・カナダ　 20％

西欧　 　10％

先進アジア　 　 6％

69兆4,000億
米ドル

69兆4,000億
米ドル

都市化が生命保険および損害保険の需
要を喚起

保険会社は都市化が生み出す新たな課
題をモニターする必要がある	

83	前掲のシグマ 2018 年第2号を参照。 このシグマでは、 平均すると工事の保険料は建設工事総生産高の伸びの
					4分の 3以上のペースで成長する傾向にあると指摘している。
84	前掲のシグマで想定した保守的な保険料率は0.1%。 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」 では、 建設関連の企業保険の新規付保に関する保険料率 （加重平均） は 0.16%
				 と推定されていた。
85	マッキンゼー・グローバル・インスティテュートが 2016 年 6月に発行した 「世界のインフラ ・ギャップを埋める」 の
				試算によれば、1米ドルのインフラ投資は長期的な生産性向上を通じてGDPを20セント押し上げると見られている。
86	シグマ 2016 年第1号「2015 年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア」、 スイス・ リー・インスティテュート
87	最近のスイス・ リー・インスティテュートの調査によれば、 アジアの医療保障ギャップ1兆 8,000 億米ドルのうち、 1
					兆 4,000 億米ドルをアジア新興国が占める。 その筆頭は中国とインドで、それぞれ保障ギャップは 8,050 億米ドル、
					3,690 億米ドルである。 「アジアの医療保障ギャップ：復元力強化のための洞察」、 スイス・リー・インスティテュート、
					2018 年10月を参照。



32 Swiss Re sigma No 1/2019

保険業界特有の成長要因

「一帯一路」 構想は構造改革につながるのか？
一帯一路構想は全世界の関心の的になっている。 これは、 陸と海の貿易ルートを通じてア
ジア、 中東、 アフリカ、 欧州の一体性を強化しようとするものである。 試算によれば、 2030
年までの一帯一路プロジェクトに向けた投資総額は、 7兆 4,000 億米ドル前後となり、 その
80%以上をインフラ投資が占めると見られている 88。

一帯一路は、 新興市場の発展にとって大きな障害となっているインフラ・ギャップを縮小さ
せることで、 経済成長の追い風になると予想されている。 投資総額のうち、 5兆1,000 億
米ドル前後は中国が投資または工事の受注を通じて関与する、 国外向けの投資になると
推定されている。 一帯一路は、 インフラ投資の他、 貿易や他のセクターとの協力を通じて
多くの産業に恩恵を与えると見られる。

その例を挙げると、 道路、 港湾、 発電所への投資を含む中国・パキスタン経済回廊は、
雇用の創出、 貿易の拡大、 産業の成長に必要不可欠な電力供給を通じて、 パキスタン経
済の成長の追い風になる見通しである。 また、 一帯一路の主要プロジェクトの一つであるモ
ンバサ・ナイロビ鉄道は、 ケニアにとって独立以来最大のインフラ・プロジェクトである。

一帯一路の一環としてのインフラへの大々的な投資が、 保険需要を押し上げると予想され
る。 スイス・ リー・インスティテュートの調査によれば、 中国以外の国における一帯一路関
連のプロジェクトから生じる企業保険需要は、 2030 年までに累計で 280 億米ドルに上ると
試算される 89。 発生する元受保険料に加えて、 保険会社が一帯一路に投資する機会も豊
富に存在する 90。

一帯一路は、 新興国の開発にかつてなく大きな機会を提供している。 一部の国々では債
務の増加に対する懸念が浮上しているが 91、 一帯一路はそれぞれの市場の経済成長に大
きく寄与する数々の投資を可能にした。 上記の事例以外では、 例えば、 タイ初の高速鉄道
となるタイ・中国高速鉄道は、 完成すれば国家に大きな恩恵をもたらす可能性がある 92。
保険会社にとって、 需要の大半は工事の保険や財物保険が中心となり、 次いで海上保険、
賠償責任保険、 信用保険が続く。 顧客は投資や貿易関連の活動に対してより包括的な保
険保護を必要としているため、 カスタマイズされたソリューションの活用の重要性が高まって
いる。

ファイナンシャル ・ インクルージョン （金融包摂）
ファイナンシャル・インクルージョンは、 新興国と発展途上国の中長期的成長にとって極め
て重要な構造的要素である 93。 また、 国連の持続可能な開発目標17項目	(SDGs)	のう
ちの7項目の実現要因としても特定されている。 国連と世界 60 ヵ国超の政府が、 経済開
発を促進する重要な目標の一つとしてファイナンシャル・インクルージョンを採り上げている。
これまでのところ、 ファイナンシャル・インクルージョンと経済成長を連動させることは経験的
に困難であった。 世界銀行の報告書では、 ファイナンシャル・インクルージョンの進展と深
化が進むにつれ、 成長の限界利益が低下することが確認されている 94。 しかし、 多くの発
展途上国はこの段階にまだ達しておらず、 ファイナンシャル・インクルージョンから期待でき
る経済成長のメリットは依然大きい。 従来、 保険は国のファイナンシャル・インクルージョン
戦略の中心に位置してこなかったが、 その重要性は増している。 保険会社にとって新興消
費者のファイナンシャル・インクルージョンは有望な成長機会である。

一帯一路プロジェクト向け投資総額は
2030 年までに 7兆 4,000 億米ドル前後
と推定される

一帯一路は参加国の経済成長を加速さ
せると思われる

一帯一路参加国ではランドマークとなる
インフラ・プロジェクトが相次ぎ始動

保険業界にとって、 一帯一路は保険料の
伸びと投資機会につながる

ファイナンシャル・インクルージョンは新興
市場の経済成長を後押しし、 保険会社
に有望な成長機会を提供する

88	中国の一帯一路構想：参加地域の企業保険ヘの影響、 スイス・ リー ・インスティテュート、 2017年 3月
89	同上
90	「一帯一路構想：保険会社にとって数兆米ドルの機会」、 エコノミック・インサイト、 スイス・リー・インスティテュート、
					2018 年 11月
91	「中国の一帯一路構想で広がる未曾有の機会」、 フォーブズ、 2018 年 9月4日、	https://www.forbes.		
					com/sites/greatspeculations/2018/09/04/chinas-belt-and-road-initiative-opens-up-unprecedented-
					opportunities/#
92 一帯一路構想：次の段階に進むための戦略、 IMF、 2018 年 4月12日、 https://www.imf.org/en/News/
					Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-strategies-to-deliver-in-the-next-phase
93	本稿ではファイナンシャル・インクルージョンを、 「家計や企業による正式な金融サービスへのアクセスと利用」 と
				定義する。
94　L.	Klapper、 A.	Demirguc-Kunt 他著、 ファイナンシャル ・インクルージョンと包摂的成長：最近の実証的証拠の 
     レビュー、 世界銀行、 2017年 4月25日
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保険業界は従来から人 を々正式な金融システムに組み入れ、 金融サービスを手頃な価格
で提供することに注力してきた。 その意味で、 保険はファイナンシャル・インクルージョンの
第一歩になり得るものである 95。 予想外の出費で苦労しがちな低所得者にとって、 保険へ
のアクセス改善はとりわけ貴重である。 低所得者は特に、 病気や就労不能または天災や干
ばつによる極端な異常気象などの衝撃に対して脆弱である 96。 正式なリスク管理は、 非公
式な保護メカニズムより 10 倍効率的であることを示す指標もある 97。 成長の転換期にあ
る保険会社にとって、 数十億人の顧客からなる新たなリスク・プールの開拓は、 新興市場
消費者向けのインクルーシブ保険 （訳注：マイクロ保険ともいう） を導入するための魅力的
な誘因となる。 同時に、 世界で大きな割合を占める人口層の人々 にとっては、 補償ギャップ
の縮小にもつながる 98。

38 億人と推定される新興市場における低所得の消費者人口は、 新興市場の所得者の下
層60% を占めている 99。 新興市場消費者ビジネスは、 従来の先進国市場の保険とは基
本的に異なる。 安い保険料で大量に販売する事業であり、 従来の保険商品と根本的に異
なるアプローチが必要とされる。 保険商品の事業費 （ユニット ・コスト） が高いため、 世界
のこの人口層に向けた保険の提供で保険会社は苦戦を強いられてきた。 補償ギャップを埋
めるために、 購入可能な保険をこの消費者セグメントに提供することで、 インシュアテック・
ソリューションは極めて重要になると考えられる。

保険はファイナンシャル・インクルージョン
の第一歩になる可能性があり、 低所得者
層にとっては特に重要

新興市場の消費者は従来の保険顧客と
基本的に異なる

図17 
新興消費者の区分

	 出典：アクシオンのファイナンシャル・インクルージョン・センター

高所得国の顧客

16億人

38億人

25億人
新興市場の
中高所得顧客

新興市場の低所得顧客

95	従来、 ファイナンシャル・インクルージョンの範囲は、 正式な金融システムと手頃な価格の金融サービスにほぼ限
					定されていた。 https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview	を参照。
96 シグマ 2017年第 4号、 「保険：新興市場の発展に価値を付加」、 スイス・ リー ・インスティテュート、 および 「イ
    ンクルーシブ保険を通じたファイナンシャル ・インクルージョン」、 ドイツ国際協力公社 （GIZ）、 https://www.giz.de/
				en/worldwide/14131.html
97 インクルーシブ保険：新興顧客の補償ギャップを埋める、 アクシオンのファイナンシャル・インクルージョン・センター
				および国際金融協会 （IIF）、 2018 年1月
98	同上
99	世界銀行、 PovcalNet
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結論

新興市場の経済成長は数十年間にわたり急速に成長してきたが、 ここ数年は減速した。 コ
モディティ価格の下落や米国連邦準備制度の段階的な金融引き締めなど、 循環的な要因
がマクロ経済と金融市場のボラティリティを引き起こした事によって、 新興市場のレジリエン
スが試されている。 一部の市場は、 外部要因の悪影響から身を守る努力が奏功し、 近年
相当の進歩を遂げている。 しかし最近の見通しでは、貿易への過度の依存、高い債務水準、
低い生産性の伸びといった構造的な要因による景気低迷が表面化しており、 対処が必要と
思われる。 人口の高齢化に加えて、 こうした要因が新興市場の長期的成長予想を下方修
正させる根本的な原因となっていることから、 長期的視点に立った政策決定への取り組み
が必要となろう。 レジリエンスを高める政策を推進できる国は、 最終的に新興市場全体に
対する差別化が図れると考える。

新興市場の保険業界は、 現在の循環的な要因と構造的なマクロ経済の課題から直接的
な影響を受けるものと予想される。 例えば、 高齢化は長寿リスクの拡大につながり、 生命
保険会社にとっては商機となろう。 貿易関連の動きは、 海上、 航空、 運送保険および貿
易信用保険に影響を及ぼすと考えられるが、 方向性と程度はまだ不透明であり、 金融環
境のボラティリティが増せば、 収益性が低下する可能性がある。 こうした景気の逆風にもか
かわらず、 新興市場における保険業界の見通しは依然として良好と考える。 世界の保険料
に占める新興市場の割合は、 向こう10 年で 50%前後増えると予想される。 保険料に占
める新興市場の割合は、 新興市場が世界経済に占める割合に追いついておらず、 保険が
成長する可能性を示唆している。 一方、 先進国との成長率格差は引き続き大幅なプラスと
なっており、 新興市場における現在の１人当たり所得水準から見て、 保険需要の所得弾力性
は高いとみられる。 また、 規制の動向、 技術の進歩、 都市化、 ファイナンシャル・インクルー
ジョンの前進といった保険特有の要因も、 保険料の伸びを下支えるだろう。

新興市場の短期的なマクロ経済の見通しに対しては慎重ながらも楽観的な姿勢を維持す
る。 先進市場の健全な経済が外需を下支えし、 また、 最近のコモディティ価格の下げ止ま
りを受け、 金融市場のボラティリティも低下すると見込まれる。 ただし、 世界貿易の見通し
は依然として不透明であり、 米国との金利差がさらに広がり、 逆風となる可能性もある。 個
別的な状況も健在である。 より長期的には引き続き新興市場が世界の経済成長を後押し
し、 西から東への経済力のシフトが続くと予想する。

企業が循環的状況のリスクを負っていることが、より根深い構造的なトレンドを見えにくくして
いる。 したがって、 現在の見通しにおいては、それぞれ異なった戦略を必要とする循環的な
逆風要因と構造的な逆風要因を慎重に見守る必要がある。 見通しは厳しいが、 特に先進
市場に比べると、 新興市場は保険会社にとって魅力的であることに変わりはないと考える。

新興市場の成長はかつて急速だったが、
景気変動と構造的な経済要因を受けて
現在は減速

ただし、 新興市場における保険業界の見
通しは依然として良好

新興市場の短期的な見通しに対しては
慎重ながらも楽観的な姿勢を維持

新興市場は保険会社にとって、 特に先進
国に比べて引き続き魅力的であると考える
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「シグマ」最近の出版物

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

新興市場：見通しは厳しいが希望の兆し

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年

未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向

2017年の世界の保険：堅調ではあるが成熟した生命保険市場が成長の足かせに

損害保険事業の収益性：ギャップに注意

死亡率改善：過去の解明と将来への枠組みの構築

サイバー空間：複雑なリスクに取り組む

2016年の自然災害と人災：損害が広範囲に及んだ１年

2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進

保険：新興市場の発展に価値を付加

企業保険：イノベーションによる保険引受可能性の範囲拡大

保有生命保険契約の管理：消費者価値と長期的な収益性の改善

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア

フロンティア市場の保険事情

2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び

21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？

戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

新興国における健康維持のあり方：保険にできること

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

保険業界における合併と買収（M&A）	新しい波の始まりか？

2014年の世界の保険：活気を取り戻す

財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討

デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2013年の自然災害と人災：

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

保険におけるデジタル販売：静かに進行する変革

2013年の世界の保険：景気回復に向けた舵取り

賠償責任保険の保険金請求トレンド：顕在化するリスクと景気回復の要因

介護はどうあるべきか？

高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012年の自然災害と人災：この１年、 米国を襲った異常気象

2012年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

生命保険における収益性の理解

2011年の自然災害と人災：過去最大の損害をもたらした記録的な地震と洪水

2011年の世界の保険：損害保険は成長回復の兆し

直面する金利の課題

絶えず変化する企業リスクの付保

保険会計改革：悲観的に見るか、 楽観的に見るか？
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