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この格付方法は損害保険事業を中核とする国内外の保険会社を対象にしている。多くの損害保険会社

は、事業ドメインを損害保険だけでなく、生命保険や資産運用など多角化し、海外展開の強化により地

域の分散も進めている。そのため、評価にあたっては、ドメインごとに「損害保険」「生命保険」などの

業種別格付方法で個別に評価し、 終的に総合評価を行う。 

 

I．産業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

損害保険は保険業法で「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保

険料を収受する保険」と定義されており、企業や家計の経済的な損失を埋め合わせる手段の1つである。

生命保険が人の生死に関する保険であるのに対し、損害保険の対象となるリスクはリテールからホール

セール、元受保険事業や再保険事業、事故発生から保険金支払いにかかる時間で見た場合のショートテ

ールからロングテールなどまで多種多様である。日本の損保事業においても、経済社会の発展とともに

海上保険や、火災保険、自動車保険、傷害保険、新種保険（賠償責任、保証、労働災害、費用、建設工

事）など、新しいリスクに対応した保険を次々と開発してきた。以下で述べるポイントを踏まえ、産業

リスクは基本的に小さいと評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

Swiss Re の「シグマ調査」によると、2019 年の世界の損保事業の市場規模（収入保険料ベース）は

収入保険料約 3.3 兆ドルとなっている。損保の保険料の市場規模は大きく、緩やかに拡大している。そ

の内訳は米国市場が世界シェアの約半分を占める。次いで、成長著しい中国市場が大きく、ドイツ、日

本、イギリスがほぼ同水準で続いている。国内損保市場は自動車保険などの個人分野が中心となってい

る。その保険料は 10 兆円を上回り、総資産でも 30 兆円を超えている。 

保険料規模の大きい先進国が市場を牽引し、その GDP の成長率に合った緩やかな成長が見込まれる。

また、アジアなどの途上国ではモータリゼーションの進展や中間層の拡大が見込まれ、先進国と比べそ

の規模はまだ小さいものの高い市場成長率が期待される。 

自動車保険や火災保険などの代表的な損保商品は個人･法人の経済活動に不可欠であり、損保市場の

ボラティリティーは基本的に小さい。 

損害保険 
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損保事業を世界的にみても、持続可能な社会の実現に向けて環境（Environment）、社会（Social）、

企業統治（Governance）などへの対応が求められている。特に、気候変動による自然災害の多発化・激

甚化が経済損失と保険による損失補償のギャップを拡大させている。気候変動リスクを緩和するために、

業界や損保各社が未曽有の災害に備えて新しい技術の活用や商品・サービスの開発を行うといった新た

な機会も現れている。保険料だけでなく、保険関連サービスの対価を取り込むことで市場規模の拡大に

つながる可能性はある。 

 

（2）業界構造（競争状況）、顧客の継続性・安定性 

損害保険の業界構造や競争状況はプライシングの弾力性や保険契約準備金の積立基準の保守性など

国ごとの規制の影響を強く受ける。 

アメリカは州規制が行われているため 2000 社を上回り、その競争状況も厳しい。イギリスでは約 200

社が、ドイツや中国では約 100 社が損保の営業を行っている。 

料率の自由化が進むと、保険料率が安定または下落し保険購入が容易なソフトマーケット期（ソフト

化）と、保険料率が上昇し保険の入手が困難となり保険会社の収益が向上するハードマーケット期（ハ

ード化）と呼ばれる市場のサイクルが生じる。このため、先進国ではソフトマーケット期の料率競争が

厳しくなる。他方、途上国の多くは料率規制が行われており、料率競争という点では限定されている。 

日本では 1998 年に保険料率が自由化され、約 50 社が損保営業免許を持っている。大手 3 グループ

が統合・再編による寡占化が進んだ結果、競争環境はそこまで厳しくない。外資系や新規参入会社の保

険料でみた存在感も生保に比べると高くない。保険種目のポートフォリオでみると、自動車保険などの

リテール向けの商品ウエートが高く、欧米と比べて、プライシングは比較的安定している。近年では台

風などの自然災害の激甚化などにより収益変動のリスクが高まっていることから、リスク管理の観点か

らもリスクやコストに見合ったリターンを確保するため、プライシングの弾力性は高まる傾向にある。

顧客の継続性・安定性は比較的高い。国内の損保商品は毎年契約を更新するものが多く、大手 3 グルー

プへの信頼性の高さに加え、代理店による優良顧客の囲い込みもあって、自動車保険の満期更改率は極

めて高い。販売チャネルや損害調査のネットワークの構築などが必要になるが、DX の進展に伴い異業

種からの新規参入会社の台頭により乗り換えコストが低下する可能性はある。 

主要な格付先である日本の大手 3 グループの分析に際して、日本市場を中心にしながらも展開する海

外各国の業界構造や競争状況も考慮している。グローバルプレーヤーの一員として、事業ポートフォリ

オの海外ウエートが高まるにつれ、業界構造や競争環境の評価は厳しくなる方向にある。 

 

（3）保護・規制、公共性 

保護・規制は国や地域における健全性維持に向けた規制の枠組みおよび破綻処理の考え方や支援意思、
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能力を反映している。金融システムの中核を担う預金取扱金融機関の強固なセーフティーネットと比べ

ると信用力の下支え効果は弱いが、損害保険事業の保護・規制は比較的強固とみている。 

欧州のソルベンシーⅡ導入やIAIS（保険監督者国際機構）によるIAIG（国際的に活動する保険グルー

プ）に対する規制強化など、グローバルで保険規制のフレームワークの見直しが進みつつある。国内の

保険規制は、生保同様、経営破綻を未然に防ぐ行政の監督手法として、ソルベンシー・マージン比率を

基本指標とする健全性規制が行われているほか、保険業法および更生特例法による破綻処理手続きがあ

る。破綻時の契約者保護の仕組みとして、損害保険契約者保護機構が設立されており、補償対象契約に

ついて、破綻保険会社の保険契約の移転や保険金支払いに関する資金援助を行うことなどにより契約者

の保護が図られている。国内では、預金保険法の改正により、「金融システムの安定化を図るための金

融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置」の対象として保険（持株）会社も加えられた。 

 

2．個別企業リスクの見方 

（1）営業基盤の価値 

R&I は、営業基盤の評価に際して、（a）市場での地位と競争力（b）事業多角化・地域分散の状況、を

重視している。展開地域の経済規模･成長性、GDP 対比の保険料や国民 1 人当たりの保険料、規制環境、

事業の特殊性など、展開する市場の状況についても考慮する。 

(a) 市場での地位と競争力 

顧客基盤の規模や質、保険引受能力の高さ、販売チャネルの生産性やマルチチャネル化の進捗、コス

ト競争力、ブランド力などをみることで、事業の成長性とその安定性を判断する。保険種目ごとの元受

保険料などのシェア、保険販売網や顧客基盤としての親密企業グループの有無、優良な顧客基盤や販売

チャネルを持つ相手との提携関係の有無、広範な損害調査ネットワークの有無、などを確認している。

生産性の高い販売網を持つ会社を高く評価している。生損保を問わず、保険販売業として自立した代理

店をいかに確保しているかに注目している。 

1 代理店当たりの保険料が少なくても、販売コストが少なく、利益をしっかり確保しているのであれ

ば、高い評価となる場合もある。コスト競争力については保険収支とその内訳である人件費や物件費、

代理店手数料など事業運営の効率性や、保険事業を支える資産運用力などを参考にしている。 

 

(b) 事業多角化・地域分散の状況 

損保事業の保険収支は自然災害、ロングテール種目などの保険引き受けの多寡で大きく変動すること

がある。営業地域を狭い地域に限定していたり、特定の保険種目に特化して業務展開していたりする損

保会社は、特定地域や特定種目からの事業リスクの影響をより強く受けるので、その集中リスクを評価

の制約要素として織り込む必要がある。 
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終的なグループ利益の変動を抑えるため、大手各社は種目ポートフォリオの中での分散や保険引き

受けリスクを伴わないフィービジネス、リスク管理サービスの提供などに取り組んでいる。また、損保

に比べて安定性の高い生保や資産運用、あるいは自国市場とは異なるリスク特性を持つ海外展開を強化

している。 

 評価にあたっては、商品ラインアップや顧客ニーズに合わせた商品提供の動向、事業・地域の多角化

状況から事業の成長力（保険料や単価）や安定性を判断する。グループの保険料が国内損保や国内生保、

海外保険、再保険などに分散しており、資産運用などの金融事業でも強い基盤を持つことで、収支が安

定的で成長性も十分あると認められれば高い評価につながる。 

 

（2）リスクプロフィール・リスク選好度 

事業を継続するうえで抱える主要なリスクをどのように取っているかを示すリスクプロフィール・リ

スク選好度は、将来の財務リスク（リスク耐久力、収益力、流動性）の変化を決定付ける要因である。

主な着眼点は、保険引き受けや資産運用などに関するリスクテーク方針や、事業展開力および管理・モ

ニタリング力、M&A などのリスクアペタイト、リスク削減などのリスクコントロールである。具体的

には、ERM（統合的リスク管理）の経営における活用の状況、株式・金利など市場リスクや自然災害の

集積リスクが適切にコントロールされているか、などを評価する。また、過剰な収益マインドなどでリ

スク選好度が高まった結果、リスク・リターンに見合わないプライシング、ハイリスク資産の増加、M&A

による事業拡大への傾斜、あるいは資産売却損益の変動にセンシティブな収益構造になっていないかな

どに留意する。保険引き受けや投資のフロントからミドルやバックオフィスに至るまでのリスクカルチ

ャーの浸透度合いも重要だ。オペレーショナルリスクやコンダクトリスクといった非財務リスクも含め

て判断する。ERM 態勢の評価に際して、R&I ではリスクプロフィール・リスク選好度とリスク耐久力

を合わせてみている。 

リスク管理態勢において ERM の重要性は極めて高く、高度化を継続することが必要になっている。

欧州のソルベンシーⅡ導入以降、グループや会社全体のリスクプロフィールの状況を網羅的かつ正確な

把握を行うことが求められる。将来の適切なリスクプロフィールを設定するうえで、戦略的なリスクテ

ーク方針と ORSA（リスクとソルベンシーの自己評価）プロセスによるモニタリングなど、全社的な態

勢整備が、格付の視点からも極めて重要な位置付けとなっている。ERM の態勢整備が進んでも経営に

活用されなければ意味がない。評価にあたっては、当該会社における「リスクの認識」「管理（計量化を

含む）」「活用（リスク資本の配賦など）」「開示（リスク状況の公表などにより一段高いリスク管理を追

求）」の現状を確認する。その上で、経営陣のリスク管理への意識や経営内部での牽制機能、行政・市場

からの規律が働くような仕組み、ERM の PDCA サイクルで生じた課題を経営戦略に適切に反映できて

いるかなど、リスク管理態勢を形骸化させない取り組みに着目している。 
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II．財務リスクの評価 

1．リスク耐久力 

（1）資本の十分性 

損保会社が抱えているリスクに対し、リスクを吸収するリスクバッファーの十分性を定量的に検証す

る。R&I 独自のリスク耐久力についての考え方に加え、保険会社各社・グループの ESR（経済価値ベー

スのソルベンシー比率）や内部モデルの数値も参考にする。 

公開情報から損保の健全性を見る場合、ソルベンシー・マージン比率（SMR）が 1 つの手掛かりとな

る。SMR は通常の予測を超えるリスク（保険リスク、資産運用リスクなど）を一定の計算式で定量化

し、保険会社がリスクに対する備えとして十分な支払い余力を確保しているかを計るもので、行政当局

の早期是正措置の発動基準となっている。ただ、（1）リスクバッファー、リスクともにまだ過小評価さ

れている（2）会計上の問題から、支払い余力が保険会社の経営内容を必ずしも反映していない、という

問題がある。そのため、R&I では、独自のリスク耐久力の定量指標に基づき評価している。 

SMR や実質資産負債差額といった健全性を確保するための監督上の基準は現行会計に沿ったもので

あり無視することはできないが、規制環境も経済価値ベースの健全性評価に向かっている。EU のソル

ベンシーⅡなどに加え、IAIG に対して経済価値ベースの健全性指標として ICS（国際資本基準）Version 

2.0 が承認され、日本でも経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に向けた検討が進んでいる。経済

価値ベースの規制が導入されていない国や地域では、経済価値資本がマイナスとなっても保険会社は破

綻しない。R&I では、生保同様、高格付の会社について、経済価値ベースのソルベンシー評価をより重

視する。 

 

経済価値ベースのリスク耐久力の計算方法での主なポイントは以下の通り。分子のリスクバッファー

は、貸借対照表における財務会計の純資産をベースに、可能な限り時価ベースでの評価を行う、負債の

うち資本性があると考えられる部分を加算する、など修正を加えて算出する。その際のれんや移動制約

資本などの調整も考慮する。リスク量は各社の内部モデルの数値を参考にしつつ、基本的に欧州ソルベ

ンシーⅡや ICS の計算方法を踏まえ、SMR の項目などを修正して計算している。分母のリスク合計額

のうち主な項目は、資産運用リスク、一般保険・リザーブリスク、風水災リスク、地震リスク、事業投資

に係る為替リスク、オペレーショナルリスクである。リスク耐久力の総合評価に際して、格付ゾーンが

高くなるに伴ってより高い信頼区間を設定して算出する。海外規制の動向にも配慮し、BBB に相当する

水準として、99.5％の VaR（信頼区間 1 年）を目安にしている。分散効果についても保守的に勘案する。

風水災リスクと地震リスクは各社の再保険スキームなども参考に計算している。 

経済価値ベースのリスク耐久力を定量評価する際には、金利低下や株価下落などの市場変動、分散効

果低減といった複数のストレスシナリオの結果も重視する。その際、コンティンジェンシー・プランの
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内容やリスク管理の実効性、リスクコントロール方針、各社のストレステストの結果などを踏まえて評

価する。 

台風や地震など自然災害リスクの評価に関して、ファットテールのリスク量を科学的に精緻に織り込

めるものなのか、といった技術的な課題がある。各社の内部モデルは評価の保守性が異なり、単純な横

比較は難しい。R&I では各社の統計的なリスク量の計測モデルなども参考にしつつ、可能な限りリスク

量計測の妥当性・保守性の度合いなどを確認し、比較可能な調整を加えたうえで損保事業のリスク耐久

力指標を算出して各社の比較を行う。併せて、生保事業などを加えて、グループ全体のリスク耐久力の

総合評価を行う。 

 

（2）リスク・自己資本の管理態勢 

(１)の定量指標を補完し、将来にわたってリスク耐久力を維持する能力を定性的に評価する。グロー

バルな保険会社グループを中心に、グループベースの規制の枠組みへの整備の状況を確認する。また、

グループの資本戦略や契約者保護の観点から、グループ内の各地域で事業を行う単体のソルベンシー規

制の順守状況についても合わせて確認する。定量評価では反映できない将来の事業・投資計画やリスク

削減策、資本政策などについても、その蓋然性を評価し定性的に補完する。 

各社・グループの内部モデルについて、保険会社自身が資本をどのように評価・認識、配分し、それ

が経営に有効に反映されているかを確認する。その際、リスクを網羅的かつ的確に認識できているか、

経営に重大な影響を及ぼし得るビジネスリスクを継続的に検証しているか、モデルの限界や弱点に対処

しているか、リスクが顕在化した場合の対応策を事前に準備しているかなどが着眼点となる。CRO（チ

ーフリスクオフィサー）、リスクマネージャーの社内での地位や発言力も重視する。これらの観点は、地

域展開、事業多角化が進んだ保険会社の評価においては特に重要となる。 

各社の ERM 態勢に基づき、リスク許容度やリスクリミット・損失限度額などの設定額が自己資本や

リスク管理能力などと比較して過大ではないか、損失限度額超過時の対応、ストレステストやシナリオ

分析の状況などの ORSA プロセスについて経営陣やリスクマネージャーとの議論などを通じて確認し

ていく。 

 

2．収益力 

損保事業の収益力を判断する定量指標として、（1）コンバインドレシオ（2）修正利益÷収入保険料（≒

総収入利益率）などを活用している。 

 損保の収益源は保険引き受けによる利益と資産運用収益で構成される。コンバインドレシオは保険引

き受けにかかわる基礎的な収益力を、総収入利益率は資産運用収益を含んだ事業全体の収益力を判断す

る指標となる。なお、利益は各国の保険・会計制度の違いを反映し、修正する。また資産運用収益はイ
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ンカム収益をベースにする。いずれの指標についても、種目に見合った基準で数値を判断し、自賠責保

険や特殊要因などの修正を加える。責任準備金の積み立て方法など会計制度の違いなどがある場合は調

整を加える可能性もある。また、単年度の数値ではなく、複数年をみて判断している。これは、自己資

本を安定的に積み上げられる収益力を判断するためである。 

景気・金融環境・損保市場のサイクルや自然災害による利益変動の影響を受けやすい損保の事業リス

クが、事業・地域分散や収益源の多角化、リスク管理により、どれだけ緩和され、収益力の安定性を高

められているかについて定性的な評価も加えて判断する。 

前述の通り、生保同様、損保も経済価値ベースの考え方を重視している。その場合、そもそも収益は

経済価値の増加（減少）の認識ということになり、リスク耐久力やリスク管理態勢との関係はますます

不可分のものとなってくる。ボトムラインの収益力に加え、その事業・種目・販売チャネルごとのリス

クに対する利益率（ROR）なども重視する。 

 

3．流動性 

銀行をはじめ、金融セクターに属する多くの企業にとって流動性リスクは、ソルベンシーと並び 終

的な破綻のトリガーとなる重要な要素である。米 AIG が公的管理となった直接の要因は金融サービス

事業の流動性危機である。日本の保険会社の場合は、保険料収入が安定的に見込めるうえに、換金性の

高い資産を多く抱え、流動性リスクへの対応力が非常に高い。この点は格付を支える大きな要素となっ

ている。 

損保の流動性リスクとして、巨大災害発現時の再保険金回収までの間のタイムリーな元受の保険金支

払いの手当てや、積立保険の金利上昇時の解約リスクなどが挙げられる。もっとも金利上昇時の契約者

行動については、長い低金利の中、実績データが十分に揃っておらず、定量的な評価は精緻化の余地が

大きい。R&I では、上記 2 つのリスクに、現預金や公社債などの換金性の高い資産でどの程度カバーで

きるのかという観点で流動性リスクの定量評価を行う。 

保険会社の流動性を評価する指標は他の評価要素のように一般的なものはない。そのため、将来にわ

たって流動性を維持する能力を定性的に評価する。安定的な保険料収入がどの程度見込めるかが重要で

ある。資金繰りの逼迫度（平常時、懸念時、危機時）に応じて、管理手法や、報告方法、決済方法を定

め、必要な調達手段を確保していることも重要である。 
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III．損害保険業界の格付 

 

 

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

 

R&I が格付対象の評価に用いる格付付与方針及び格付方法（以下「格付付与方針等」と総称します）は、R&I が独自の分析、研究等に基づいて作成し

た R&I の意見にすぎず、R&I は、格付付与方針等の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明

示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I は、格付付与方針等の開示によって、いずれかの者の投資判断や財務等に

関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、格付付与方針等の内容、使用等に関して使用者その他の第三者に発生

する損害等につき、請求原因の如何や R&Iの帰責性を問わず、何ら責任を負いません。格付付与方針等に関する一切の権利・利益（特許権、著作権その

他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&Iに帰属します。R&Iの事前の書面による許諾無く、格付付与方針等の全部又は一部を自己使用の目的
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