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スイス・リーの最新シグマ調査：次期保険成長の波に乗る21のフロンティ

ア市場に注目 

• シグマ調査は、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカ、独立国家共

同体、アジアで保険の成長条件を適切に合わせ持つ 21 の市場を

特定 

• 共通の特徴は GDP 成長率が 5～10％であること、保険普及率が

1.5％未満の低い水準にあること、など 

• 画一的なアプローチはなく、保険会社は異なる規制体制、文化的特

徴、経済状況をうまく乗り切らなければならない 

• フロンティア市場は長期的なコミットメントが必要だが、この市場を

理解している保険会社には大きな先発優位性があり、成長に有利

な位置に立つことが可能 

チューリッヒ、2016 年 5 月 3 日 — ブラジル、インド、中国といった大規模新

興国市場が生み出している高揚感の背景に、経済成長の有望な見通しを

持ち、保険会社にとっては魅力ある長期的可能性を秘めた「フロンティア市

場」と呼ばれるマーケットの存在があります。スイス・リー・グループ（以下、

スイス・リー）の最新のシグマ調査ではナイジェリア、エクアドル、ベトナム、

アゼルバイジャンなど 21 のフロンティア市場を取り上げ、当該諸国におけ

る保険料の成長見通し、保険需要の拡大につながる経済的ファンダメンタ

ルズの概観を掲載しています。本シグマ調査ではさらに近く予定されている

規制の変更、地域貿易協定などの外的要因の影響を含め、様々な話題を

取り上げながら、各市場固有の特色にも焦点を当てています。  

フロンティア市場とは、通常経済規模が比較的小さく、所得水準が低く、保

険業界が発達の初期段階にある新興諸国のことを指します。これらの市場

では総じて、年間実質国内総生産（GDP）の成長率に関して短期的に強い

予想（5～10％）が出されているほか、全体の保険普及率が 1.5％未満で、

追い上げに大きな可能性を秘めていることを示しています。この市場の大部

分はサハラ以南のアフリカ（SSA）地域にありますが、今回のシグマ調査で

は、独立国家共同体（CIS）やラテンアメリカ、東南アジアのフロンティア市場

についても検証しています。  

スイス・リーのチーフ・エコノミストであるカート・カールは次のように述べてい

ます。「フロンティア市場の可能性を捉えるには、長期的戦略が必要となりま

す。しかし今回の調査の結果、これらの市場へのアクセスの有無や発展を

理解している保険会社には、本当の意味で『先発』優位性があることが分か

りました。保険業界はこれらの市場が限界閾値に達し、消費者や企業の保

険の購入が増加し始めた時、その恩恵を受けることになるでしょう」。 



 

 

保険会社にとっての機会と課題 
スイス・リーのシグマ調査では、フロンティア市場における保険の典型的な

成長パターンを特定しました。初期の数年間、成長の傾向は生命保険や個

人保険種目よりも損害保険や企業保険種目に有利な動きをみせます。その

後、所得が伸びるにつれて、生命保険商品の保険料の伸びが、特に貯蓄型

保険を中心として急速に成長していくと考えられます。しかし、フロンティア市

場において保険普及率を伸ばしたり事業を展開するための「画一的な」アプ

ローチというものはありません。保険会社が成功するためには、市場によっ

て異なるマクロ経済的条件や社会経済的要因、規制制度、文化的特徴をそ

れぞれ理解する必要があります。  

本シグマ調査では、海外および現地の保険会社間の合弁事業（ジョイントベ

ンチャー）の利点と欠点についての分析などを通して、保険会社によるこれ

らの市場へのアクセス方法の可能性を検討しています。さらに、ネット保険

の活用法やシンプルで分かりやすい商品の役割などを理解し、すでにテクノ

ロジーに精通している消費者が存在する市場における機会についても焦点

を当てています。重要な検討要素となるのは、テクノロジーの展開がすでに

確立されている保険の成長軌道をどのように打破し、いくつかの市場に飛

躍的な発展をもたらすことができるかという点です。  

フロンティア市場の概観：サハラ以南のアフリカ（SSA） 
SSA は、48 の独立国家で構成される多様な地域です。今世紀に入って以

来、成長は総じてしっかりとしているにもかかわらず、国民 1 人当たりの

GDP は SSA 地域全体を通して低い状態が続いています。2000 年以降、

SSA のフロンティア市場における保険料収入の実質的な伸びは実質 GDP
成長率を下回っており、 これは数年間に及ぶ不安定な政局や内戦による失

速が与えた影響が、経済成長よりも保険業界に大きく作用した結果と考えら

れます。  

今回の調査ではこの地域のフロンティア市場の中でも上位 7 市場に焦点を

当てているものの、サハラ以南のアフリカでは南アフリカ以外のすべての市

場がフロンティア市場と見ることが可能です。いずれの市場も概ね経済発展

の初期段階にあり、保険普及率は全般的に低く、企業リスク（建設、鉱山、

石油・ガスなど）を対象とした保険が大半を占めています。自動車保険は、

多くの国々で強制の第三者自動車賠償責任保険（MTPL）の施行が進んで

いることからその重要性を増してきています。  

規制の枠組みや監督は改善しているものの、まだ十分ではない場合も多く

あります。一方で、SSA は携帯電話による（マイクロ）保険の販売では新興

国市場をリードしています。低所得層人口が多いこの地域では、マイクロ保

険やモバイル型の商品が保険の拡大や普及率増加の鍵となると思われま

す。その他の成長領域には農業分野や、大規模インフラ事業を対象とした

保険などがあります。 

独立国家共同体（CIS） 
CIS 諸国の場合、保険業界はまだ発展途上にあります。これは、万が一の

場合は国や家族のサポートに頼るという考え方が優勢である現状をある程

度反映しています。CIS 諸国の多くの人々が保険を贅沢なものと考えていま
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す。しかし、保険の伸びは近年激しく変動する景気動向の影響も受けていま

す。特に注目すべきは、コモディティ価格の暴落がこの国々の経済に多様

性が乏しいことを浮き彫りにしている点です。それでも、長期的な経済発展

や保険業界の見通しは明るいと言えます。本調査では、CIS 市場に共通す

る成長要因をいくつか取り上げています。ひとつは、アゼルバイジャンにお

ける医療保険やジョージアにおける MTPL 保険の義務化など、強制保険と

いう新カテゴリーの導入です。もうひとつは CIS 経済の開放であり、例えば

カザフスタンの WTO（世界貿易機関）正式加盟は、最終的に同国の実体経

済および金融セクターの開放を促進するものと思われます。 

別の重要な成長要因として、規制も挙げることができます。例えば、カザフ

スタンの規制枠組みは非常にしっかりとしているほか、アゼルバイジャンで

は自動車保険の損害査定に関して新しい統一制度が導入されており、保険

業界に対する消費者の信頼が高まるものと思われます。その半面、ジョー

ジアでは医療分野の自由化に逆行する想定外の決定が下され、2014 年

に医療保険料収入が落ち込んでいます。これは、規制により保険業界の成

長が妨げられられる可能性もあることを物語っています。  

ラテンアメリカ 
ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーがラテンアメリカ最大のフロンティ

ア市場グループを形成しています。ペルーとコロンビアの保険セクターはボ

リビアとエクアドルに比べてかなり発展していますが、これは主に 1990 年

代から 2000 年代初頭にかけて実施された構造改革や制度改革によるも

のです。これらの市場では規制環境や経営環境が著しく改善し、外国から

の保険会社の参入も促進されたことから、コロンビアについては外資系の

市場シェアが 2003 年の 34％から 2014 年には 41％に伸びています。こ

れとは対照的に、ボリビアでは外資系の市場シェアが実質的に消滅してい

るほか、エクアドルの経営環境も、景気の悪化や現地保険・再保険市場へ

の政府の介入により困難な状況が拡大しています。  

東南アジア 
東南アジアでは、経済規模の小さなカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ

ム（CLMV）の 4 ヶ国が近年著しい発展を遂げています。CLMV 経済は、安

定してきている国内の社会政治環境やグローバル経済への組み込みの進

展から恩恵を受けています。  

CLMV における保険業界は発展の初期段階にあり、損保セクターがその原

動力となっています。ベトナムは地域で最も発展した市場であり、保険普及

率が最も高くなっています。CLMV 市場では、業界の成長を加速させるため

に、保険関連の規制の見直しが進められています。例えば、カンボジアでは

2015 年 2 月より新しい保険業法が施行されています。ミャンマーでは

1963 年以降、保険市場が国の管理下に置かれていますが、2013 年に民

間 12 社に対して保険サービスを提供する条件付き認可が下りました。

GDP 成長率の拡大の他にも、CLMV における保険の成長要因となる可能

性のある展開が 2 つあり、それは ASEAN 経済共同体と中国の「一帯一路」

構想です。これらについても、今回のシグマ調査で検証されています。  
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図表 1：シグマ調査で取り上げられているフロンティア市場 

 
出所：スイス再保険会社経済調査・コンサルティング部 

 
スイス・リーについて 
スイス・リー・グループは、再保険、保険、その他保険ベースのリスク移転で世界をリードする

大手再保険会社です。直接、またはブローカーを通して、世界中の保険会社、中規模企業か

ら大企業、公共部門のお客様にサービスを提供しています。 あらゆる保険種目の標準商品

からテイラーメイドの商品までを携え、スイス・リーは、その資本基盤と、事業や発展に付随す

るリスクを負うことを可能にするための専門知識と革新力を展開しています。1863年にスイ

スのチューリッヒで創業されたスイス・リーは、世界約 70カ所で事業拠点を展開しています。

スタンダード＆プアーズから「AA-」、ムーディーズから「Aa3」、A.M. Best から「A+」の格付けを

取得しています。スイス・リー・グループの持株会社である Swiss Re Ltdの登録株式は、スイ

ス証券取引所のメインスタンダードに準拠して上場しており、ティッカーシンボル SRENで取引

されています。 スイス・リー・グループに関する詳細は、ウェブサイト（www.swissre.com）をご

覧いただくか、または Twitter で（@SwissRe）をフォローしていただきますようお願い致します。 

 

ラテンアメリカ 
ボリビア コロンビア エクアドル ペルー 

サブサハラアフリカ 
アンゴラ コートジボワール エチオピア ガーナ 

ケニア モザンビーク ナイジェリア 

南アジア 
バングラデシュ パキスタン スリランカ 

独立国家共同体 
アゼルバイジャン カザフスタン ジョージア 

東南アジア 
カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム 
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