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2022年03月18日 

【格付維持】 

日本生命保険 
保険金支払能力： ＡＡ ［格付の方向性：安定的］ 

コマーシャルペーパー： ａ－１＋ 

【格付変更】 

大樹生命保険 
保険金支払能力： ＡＡ－ → ＡＡ ［格付の方向性：安定的］ 

格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。 

 

【格付理由】 

 日本生命グループは、国内生保事業を軸に、豪州・米国・欧州・アジアなどで保険事業、アセットマ

ネジメント事業を展開している。中核の日本生命保険は相互会社として国内最大の顧客基盤を有する。

傘下の大樹生命保険、ニッセイ・ウェルス生命保険、はなさく生命保険と国内元受4社体制を構築し、業

界最大の営業職員チャネルを軸に、代理店チャネルでも市場地位を高めつつある。海外事業の貢献度は

大手生保の中では限られるものの、国内を中心とした営業基盤は極めて強固だ。 

 

日本の生命保険業界は終身保険に代表される超長期の保険負債を多く抱える一方、運用可能な超長期

の資産が少ないことなどもあり資産・負債のデュレーションギャップが過大でALM（資産・負債の総合管

理）に係る金利リスクが大きいという共通の課題を抱えている。これまでも資産のデュレーションの長

期化などを通じて金利リスクを緩やかに削減してきたが、2025年に導入予定の経済価値ベースの新たな

資本規制を見据え、ERM（全社的リスク管理）態勢をもう一段と強化し、金利リスクの削減ペースが速ま

ると見込まれる。超長期金利が上昇基調を保てば追い風になる。資産側の対応に加え、商品設計上の工

夫など保険負債側の対応も重要性が増してこよう。株式リスクの削減もある程度進みそうだ。一方、超

過収益の源泉としてクレジット商品や低流動性資産は増やす傾向にあり、資産運用リスクのプロフィー

ルは変容していく見通しだ。 

 

保障性商品のリスク・リターンは日本を中心に良好なため、保険引受リスク中心のリスクプロフィー

ルに転換していけば信用力にプラスになる。もっとも、日本の生保市場は成熟しており、新契約の獲得

に占める既契約からの転換の割合が高まっているなど、保有契約の成長性は低い。保有契約の維持・強

化には生命保険の浸透率が下がっている若年層への対応力強化とともに、顧客満足度を高めて保有契約

の継続につなげる取り組みが重要だ。保険事業の拡充は海外を中心としたM&A（合併・買収）がカギを握

る。中長期的に、業界全体のリスクプロフィールは改善し、信用力に好影響を与えそうだが、そのペー

スや程度にはばらつきが生じよう。 

 

日本生命グループのリスクプロフィールは、保険引受リスクよりも金利リスクや株式リスクといった

資産運用リスクのウエートが高い。リスク耐久力は変動性が高く、AAゾーン下位相当とみている。金利

リスクの削減やハイブリッド資本を含めた内部留保の積み増しがプラスに寄与している半面、市場への

感応度がまだ高いことが影響している。海外事業の強化に向けて大型の事業投資が想定されうる点にも

留意している。 

 

日本生命グループの収益力は格付に見合う。営業職員チャネルを主とした国内の保有契約基盤や新契

約獲得能力は非常に強く、収益性の優れた保障性商品を中心に安定的かつ高い利益貢献が見込まれる。

貯蓄性商品や資産運用業務を中心に、金利など市場環境の影響を受ける。グループは十分な流動性を備
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えている。保険契約に係る負債は長期で分散し、資産の換金性は高い。 

 

日本生命グループの営業基盤や収益力の評価は格付対比で遜色ない一方、経済価値ベースでみたリス

ク耐久力の市場感応度が高いことが格付を制約している。国際資本規制も見据え、超長期債投資の拡充

による金利リスクの圧縮を中心とした資産運用リスクの削減を引き続き進めるなど、リスク選好度は低

下する方向にある。リスクプロフィールは中期的に改善が見込まれる。強化しているERMのもとでリスク

耐久力の水準や安定性が高まれば、格付にプラスに働こう。 

 

新型コロナの生保業界への影響は主に営業活動の制約という形で出ている。ただし、保有契約を背景

としたストックビジネスという事業特性に加え、フローの新契約も根強い対面ニーズと非対面での対応

の進展によって、大きな落ち込みは短期間で収束して小幅な影響にとどまっている。保険金・給付金の

支払いの面での影響は現在までのところ限定的で、むしろ通院控えなどによる支払いの減少という形で

表れている。中長期的に行動制限などの間接的な影響やウイルス感染の後遺症を含めた死亡率や罹患率

へのマイナス影響が目立ってこないか状況を見守っていく。 

 

〇日本生命保険 

 日本生命グループの中核会社で、グループ全体の収益やリスクの大部分を占めている。営業職員チャ

ネルを軸とした国内の生命保険事業を担い、相互会社として国内最大の顧客基盤を有する。格付はグル

ープ信用力をそのまま反映している。コロナ下で落ち込んだ新契約の早期回復・向上へ、デジタル活用

などによる営業職員チャネルの高度化や、少額短期保険事業への参入も含めたグループ一体でのマーケ

ット開拓に取り組んでおり、その成果を見守る。 

 

〇大樹生命保険 

日本生命が85％を出資する生命保険会社。2015年の経営統合以降、商品・チャネル戦略や資産運用、

リスク管理など、日本生命グループとの一体性は着実に高まっている。格付方法「グループ企業の格付

の考え方」の改定を踏まえ、事業リスク・財務リスクの両面で全面的なサポートを得られるであろうこ

とを強く織り込み、保険金支払能力を日本生命と同格のAAに変更した。 

営業職員チャネルを主力に約200万名に上る顧客基盤を有する。三井グループとの関係が深く、日本生

命による子会社化以降も三井グループ各社から出資を受けており、主要な法人営業基盤は維持している。

日本生命とも協業しつつ、営業職員チャネルにおいて第三分野など収益性の高い商品の開発・販売を一

層強化し、グループへの貢献度を高めていけるか確認していく。 

 

 

 

【格付対象】 

発行者：日本生命保険 

名 称 格 付 格付の方向性 

保険金支払能力 AA（維持） 安定的 
 
 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格 付 

 （億円）    

基金 

（2024年08月01日償還） 

500 2019年08月01日 2024年08月01日 AA-（維持） 

基金 

（2026年08月03日償還） 

500 2021年08月03日 2026年08月03日 AA-（維持） 

第1回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

750 2015年04月30日 2045年04月30日 A+（維持） 
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第2回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

700 2016年04月27日 2046年04月27日 A+（維持） 

第3回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

300 2016年04月27日 2051年04月27日 A+（維持） 

第4回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

750 2016年11月22日 2046年11月22日 A+（維持） 

第5回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

150 2016年11月22日 2051年11月22日 A+（維持） 

第6回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

1,000 2017年04月19日 2047年04月19日 A+（維持） 

 

名 称 金額 借入実行日 借入満期日 格 付 

 （億円）    

劣後ローン 1,000 2018年04月27日 2048年04月22日 A+（維持） 

劣後ローン 1,200 2018年09月18日 2048年09月15日 A+（維持） 

劣後ローン 900 2019年04月22日 2049年04月19日 A+（維持） 

劣後ローン 800 2019年11月21日 2049年11月17日 A+（維持） 

劣後ローン 1,300 2020年09月23日 2050年09月20日 A+（維持） 

劣後ローン 2,000 2021年05月11日 2051年05月08日 A+（維持） 
 

名 称 発行限度額 担保・保証 格 付 

 （億円） 保証会社等  

コマーシャルペーパー 3,000 無担保 a-1+（維持） 

 

発行者：大樹生命保険 

名 称 格 付 格付の方向性 

保険金支払能力 AA- → AA 安定的 
 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格 付 

 （億円）    

第2回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

500 2016年07月25日 2046年07月25日 A → A+ 

第1回利払繰延条項・期限

前償還条項付無担保社債

（劣後特約付） 

400 2021年07月02日 2051年07月02日 A → A+ 
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信用格付に関わる事項 

信用格付業者 

登録番号 

株式会社格付投資情報センター 

金融庁長官（格付）第6号 
直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。 

主任格付アナリスト 肝付 卓也 

信用格付の付与について 

代表して責任を有する者 

住田 直伸 

 

信用格付を付与した日 2022年03月18日 

主要な格付方法 事業法人等の信用格付の基本的な考え方 [2021.06.01] 

金融機関等に共通する格付の考え方 [2020.03.23] 

生命保険 [2019.12.25] 

グループ企業の格付の考え方 [2022.03.08] 

規制資本商品等と金融機関等の格付の考え方 [2019.12.11] 

ハイブリッド証券の資本性の評価と格付の視点 [2021.06.11] 

上記格付方法は、格付を行うにあたり考慮した他の格付方法とともに以下のウェブサイトに掲載

しています。https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html 

評価の前提は、以下のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html 

格付符号とその定義は、以下のウェブサイトに掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html 

格付関係者 日本生命保険、大樹生命保険 
注 格付関係者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に基づいて、R&Iが判断したものです。 

利用した主要な情報    決算書類、開示情報、格付関係者から入手した情報等 

品質確保のための措置   公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保され

ている決算書類であること。一般に開示された、またはそれに準じた

信頼性が確保されている情報であること。格付アナリストが妥当性を

判断した情報であること。 

情報提供者        格付関係者 

 

信用格付の前提、意義及び限界 

 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約

定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債

務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何

ら意見を表明するものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来

の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその

他の意見についての正確性、適時性、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、いかなる保証もしていません。 

 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これら

の情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合

には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信

用格付を取り下げることがあります。 

 利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性

が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが

あります。 

 一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因
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