マージンが同額である２００％
が監督当局による是正措置の発
動基準となっている︒
ソルベンシー規制が導入され
た直後の２０００年前後に︑Ｓ
ＭＲが２００％を超えていなが
ら破綻する生命保険会社が相次
いだ︒直接の原因は逆ザヤ︵資

髙橋 隆司

あずさ監査法人 金融統轄事業部
マネージング・ディレクター

制は︑保険業法の全面的な改正
が行われた１９９６年にソルベ
ン シ ー・ マ ー ジ ン 比 率︵ Ｓ Ｍ
Ｒ︶として初めて導入された︒
ＳＭＲはリスク量の２分の１を
分母とし︑そのリスクを補う純
資産相当分︵マージン︶を分子
にした比率であり︑リスク量と
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ソルベンシ ー 規 制 と
ＥＳＲの導 入 の 背 景

25

保険会社の存在意義の中で最
も重要なものの一つが︑保険契
約に基づく債務の確実な履行で
ある︒このため︑保険会社の財
務内容について︑突発的な事象

などに対してどの程度の耐久力
があるかを継続的にモニタリン
グし︑必要に応じて監督当局に
よる介入をもって財務の健全化
を図る仕組みが必要である︒こ
れを﹁ソルベンシー規制﹂とい
う︒
日本におけるソルベンシー規

２０２０年６月に﹁経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議﹂報告書が金
融庁から公表され︑ 年度より経済価値ベースのソルベンシー比率︵ＥＳＲ︶が導入される
見込みとなった︒ＥＳＲ導入は︑生命保険会社の今後のビジネス戦略に大きな影響を及ぼす
ことが想定される︒本稿では︑この導入に至る背景から︑主なポイント︑官民の取組状況に
触れ︑最後に︑それらを踏まえた生命保険会社への影響を論じる︒なお︑本稿における意見
に関する部分は︑あくまでも個人的見解であり︑所属している法人とは無関係である︒

生命保険会社の金利リスクに対する
今後の動向を注視

生保経営の高度化を促す
経済価値ベースのソルベンシー規制

特集
※週刊金融財政事情が記事の利用を許諾しています。

産運用収益が保険負債の利息増
加分を下回る状況︶であったが︑
ＳＭＲが経済価値ベースでない
ことから将来の逆ザヤを早期に
検知できない仕組みであるため︑
ＳＭＲを経済価値ベースに変え
る必要性が認識され始めた︒
こ れ を 受 け 金 融 庁 は︑
﹁ソル
ベンシー・マージン比率の算出
基準等に関する検討チーム﹂を
年に設置し︑ 年にその報告
書を公表した︒そこでは︑現行
ＳＭＲを経済価値ベースのソル
ベンシー比率︵ＥＳＲ︶に変え
る方向性が検討された︒ＥＳＲ
を開発するため︑金融庁は 年
にフィールドテストを開始した︒
これは︑金融庁が設定した要件
定義︵仕様書︶を踏まえた試算
を保険会社が実施するものであ
る︒現在も年１回のペースで行
われており︑その結果を踏まえ
た保険会社との対話を通して︑
計測方法の見直しが検討されて
いる︒
この間にグローバルでは︑保
険監督者国際機構︵ＩＡＩＳ︶
が国際的に活動する保険グルー
プ︵ＩＡＩＧ︶向けのソルベン
シー規制としての国際資本基準
︵ＩＣＳ︶の開発を 年から始
めており︑グローバルでも類似
のフィールドテストが行われて
いる︒ＩＣＳも経済価値ベース
であるため︑ 年以降の国内の
フィールドテストでは︑ＩＣＳ
の考え方をベースにした仕様書
を用いている︒
また︑金融庁はＥＳＲの検討
の一環として︑内部管理として
の統合的リスク管理︵ＥＲＭ︶
の高度化の促進にも着手した︒
ＩＡＩＳによって 年に採択さ
れた保険基本原則︵ＩＣＰｓ︶
にＥＲＭが規定されたことを受
け︑金融庁は 年に監督指針を
改訂し︑ＥＲＭを追加した︒Ｅ
ＲＭでは経済価値ベースの資本
管理が求められたため︑これを
契機に︑各生命保険会社は独自
のＥＳＲを開発し︑今日に至っ
ている︒
ＩＣＳの導入時期が 年にな
る方向性が見えてきた 年︑金
融庁は﹁経済価値ベースのソル
ベンシー規制等に関する有識者
会議﹂を設置し︑ 年６月にそ
の報告書を公表した︒そこでは︑
ＩＣＳと同じ 年度からＥＳＲ
を導入する方向性が示された︒
13
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前述のとおり︑ＥＳＲは２０
００年前後から必要性が認識さ
れ始めたのだが︑終身保険や終
身年金保険等の超長期のキャッ
シュフローを持つ保険契約を保
有する生命保険会社では︑何十
年も先のわずかな金利変動でマ
ージンが大きく変動することに
当初︑大きな抵抗があったもの
と思われる︒それから 年ほど
たった現在までに︑生命保険会
社でＡＬＭが浸透したことで資
産・負債構造の改善が図られ︑
金利リスクへの対応力が一定程
度備わってきた︒
ほかにも︑ＥＲＭ目的での独
自のＥＳＲが開発されたこと︑
欧州で導入予定のＩＦＲＳ基準
も保険負債は経済価値ベースで
あることなどが︑ＥＳＲ導入に
向けてのコンセンサスが得られ
た主な要因と考えられる︒

全社平均ＥＳＲは
１８７％

20

ＥＳＲの計測は︑まずバラン
スシートの資産・負債を経済価
値ベースで評価し︑その差額と
して純資産相当分であるマージ
ンを認識するところから始まる︒

生命保険会社の資産は債券等の
有価証券が多くを占めており︑
その経済価値ベースの評価は比
較的容易に把握できる︒
一方で︑時価のない保険負債
の経済価値ベースの評価に当た
っては︑市場に整合的な原則・
手法・パラメータを用いる測定
方法により導かれる将来キャッ
シュフローの現在価値を用いる︒
この際に用いる割引率のうち︑
年超の期間の部分には終局金
利︵ＵＦＲ︶が用いられている︒
これは︑超長期のフォワードレ
ートは終局的に一定の水準に向
けて収束するとの前提に立って
決定する手法である︒生命保険
会社では︑この超長期のキャッ
シュフローの占める割合が大き
いため︑この部分の水準が安定
することによって︑保険負債の
過度な変動性が抑制されること
となる︒
次に︑この経済価値ベースの
バランスシートに対し︑死亡率
悪化や市場金利低下等のストレ
スが発生した時の資産・負債を
再測定し︑そこで生じたマージ
ンの変動額を生命保険リスクや
金利リスク等のリスク量として
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把握する︒
これらで求められたリスク量
を分母にし︑マージンを分子に
した比率がＥＳＲである︒ＳＭ
Ｒのようにリスク量に２分の１
を乗じないので︑リスクとマー
ジンが同額なのはＥＳＲが１０
０％の時となる︒ 年６月に金
融庁が公表した検討資料﹁経済
価値ベースのソルベンシー規制
等に関する検討状況について﹂
では︑国内のフィールドテスト
における 年３月末基準の単体
ベースの生命保険会社の全社平
均ＥＳＲは１８７％であること
が示されている︒多くの生命保
険会社は︑この指標上では十分
な耐久力があることになってい
る︒

計算精度が 向 上 す る
マージンと 金 利 リ ス ク

21

ＳＭＲからＥＳＲに変わるこ
とで大きく改善されると考えら
れるものは︑市場金利の変動に
対する財務内容の耐久力の評価
であろう︒影響は大きく２カ所
に表れ︑その一つがマージンで
ある︒
現行ＳＭＲでの保険負債の測

定では︑保険契約引受時に定め
た割引率︵保険料の計算にも用
いられるので﹁予定利率﹂とも
呼ばれる︶等のパラメーターを
変えずに︑当該契約の終了まで
使い続ける方式︵ロック・イン
方式︶が採用されている︒過去
の生命保険契約の予定利率は現
在の市場金利の水準に比べると
高く︑例えば１９８０年代に販
売されていた超長期の終身保険
等の予定利率は５％を超える水
準となっていた︒ロック・イン
方式だと︑この契約から発生す
る将来の逆ザヤによる損失分は︑
ＳＭＲのマージンには反映され
ないこととなる︒
一方︑ＥＳＲは市場金利に整
合的な割引率を使用するため︑
将来の逆ザヤ分もマージンに反
映されるので︑ＳＭＲよりも悪
化状態が早期に検出できるよう
になる︒従って︑ＥＳＲは契約
者保護の観点からＳＭＲよりも
優れていると考えられている︒
もう一つの影響が︑金利リス
クである︒金利リスクはＥＳＲ
のように︑資産と負債を一体で
再評価する方がより適切な評価
と考えられている︒実際︑生命

保険会社に先行導入されている
ＥＲＭ上の各社独自のＥＳＲも
このように測定されており︑こ
のリスク量を低減させるため︑
資産と負債の金利低下時の変動
額を近づける対策がとられてい
る︒
その一つが︑資産のデュレー
ションの長期化︵保険負債のキ
ャッシュフローの長さに近づけ
るために長期債を購入するオペ
レーション︶である︒それに対
して︑ＳＭＲでの金利リスクは︑
ロック・イン方式の保険負債に
固定されたリスク係数を乗じる
方式であるため︑デュレーショ
ンの長期化等の資産と負債のキ
ャッシュフロー構造の改善の有
無がリスク量に適切に反映され
ない︒このことから︑ＥＳＲの
導入により︑生命保険会社のＥ
ＲＭとの整合性が向上すること
も期待されている︒

注目される「妥当性検証」
２０２５年度のＥＳＲの導入
に向けて︑ 年に仕様を暫定的
に決定し︑ 年に基準を最終化
するタイムラインが示されてい
24 22

20

る︒まずは暫定決定の内容が最
大の関心事であろう︒ 年のい
つ頃になるかは報告書に明記さ
れていないが︑前述の検討資料
が 年の６月に公表されたこと
から︑今年の同時期に公表され
る可能性が考えられる︒
現在は仕様書の詳細を詰めて
いる段階であるが︑基本的な骨
格が大きく変わることはないと
思われる︒従って︑暫定決定に
よってＥＳＲの値で生命保険会
社に大きなサプライズが発生す
ることはないであろう︒むしろ︑
暫定決定において関心が高いの
は︑妥当性検証の部分かもしれ
ない︒現行ＳＭＲは財務会計の
情報をベースに計測するので︑
財務諸表が監査済みであること
によってその数値の信頼性は一
定程度担保され︑ＳＭＲに対す
る外部︵外部監査︶からの妥当
性検証の仕組みは求められてこ
なかった︒それに比べてＥＳＲ
では︑金利リスクの評価といっ
た財務会計の情報以外に必要と
される情報が拡大することから︑
妥当性検証が必要と考えられて
いる︒生命保険会社の業務負荷
にも影響するため︑どの程度の

21
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20
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ＳＲと︑経済価値ベースでない
財務会計が並んで開示されるこ
ととなる︒
ただし︑この件については︑
保険負債が経済価値ベースであ
るＩＦＲＳ基準の導入タイミン
グを見計らっているのかもしれ
ない︒ＩＦＲＳ基準については︑
現在は連結財務諸表に任意の適
用が認められており︑３メガ損
害保険会社グループがその導入
を検討している状況である︒以
下では︑ＥＲＭ・ＥＳＲ・財務
会計のすべてが経済価値ベース
となっている前提で︑生命保険
会社への影響を述べたい︒
大きな影響を与えるのが︑Ｅ
ＲＭ上の資本配賦であろう︒Ｅ
ＲＭでは︑資本をそれぞれのビ
ジネスラインが持つリスクに応
じて配賦し︑その配賦額に対す
るリターンであるリターン・オ
ン・リスク︵ＲＯＲ︶を最大化
することによって︑資本効率を
向上させている︒現行ＳＭＲは
経済価値ベースでないため︑経
済価値ベースでの資本配賦とは
整合性がとれないことから︑十
分に配賦ができないケースが発
生している︒例えば︑前述のデ

ュレーションの長期化で経済価
値ベースでは金利リスク量が少
なくなっているにもかかわらず︑
ＳＭＲの制約で金利リスクに過
度な配賦が要求されるケース等
である︒ＳＭＲがＥＳＲに変わ
ると︑このような非効率な事態
は改善されるため︑その分だけ
リターンを産む資本配賦ができ
るようになり︑結果的に生命保
険会社全体のリターンが向上す
ることが期待される︒
次に商品開発である︒現行の
財務会計とＳＭＲにおける保険
負債の積立方法では︑生命保険
契約の販売時に発生するエージ
ェントへのコミッション等の新
契約費を保険期間に応じて償却
することが認められていない︒
そのため︑保険期間を通した累
計損益で見れば収益性がある保
険契約であっても︑販売した年
度では損失が発生し︑ＳＭＲの
マージンが低下してしまう︒こ
れにより︑この制約がなければ
販売できるはずの保険商品を売
り止めにしたり︑この制約をク
リアできるように商品内容を変
更せざるを得ないケースがあっ
た︒ＥＳＲではそのような制約

がなくなることが期待される︒
なお︑経済価値ベースで保険
負債を評価する際は︑ＵＦＲを
用いて保険負債の過度な変動性
を抑制する仕組みになることが
予想される︒ただ︑ 年６月に
公表された検討資料の中で開示
されているリスクカテゴリーご
とのリスク量を見ると︑生命保
険会社においては金利リスクの
占率が依然として高い︒低金利
環境のなか︑金利リスクへの対
応の巧拙が今後の命運を左右す
るのかもしれない︒保険商品戦
略や資産運用戦略など︑生命保
険会社の今後の動向を引き続き
注視していきたい︒

たかはし りゅうじ
東 北 大 学 理 学 部 卒︒ 明 治 生 命
︵現明治安田生命︶を経て 年
から現職︒日本アクチュアリー
会正会員︑年金数理人︑日本証
券アナリスト協会認定アナリス
ト︒生命保険会社に対する責任
準備金の監査業務のほか︑リス
ク管理︑ＩＦＲＳ 等のアドバ
イ ザ リ ー 業 務 を 担 当︒ 主 著 に
﹃経済価値ベースのソルベンシ
ー規制への対応﹄
︵中央経済社︑
監修責任者︶
︒

03

ものが求められるのか注視した
い︒
また︑生命保険会社の内部で
は︑計算プロセスの高度化が大
きな課題であろう︒現在のフィ
ールドテストの締切は比較的余
裕があるが︑導入後は報告時期
が早まることも考えられるため︑
その場合はプロセスの早期化が
必要となる︒また︑前述の妥当
性検証が制度上求められるよう
になると︑検証態勢や外部監査
の受入体制の整備も必要となる︒
先進的な生命保険会社では︑こ
れらの検討が始まっているもよ
うである︒
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21

17

金利リスク対応の巧拙が
生保経営の成否を左右
ＥＳＲは先行導入されている
ＥＲＭとの整合性が向上するた
め︑生命保険会社では︑後述す
る資本配賦等においてビジネス
戦略がより効率的・効果的にな
ることが期待される︒しかし︑
ＥＳＲを含むソルベンシー規制
の見直しの対象に︑現行の財務
会計が含まれていないことに注
意が必要である︒このままだと︑
年度には経済価値ベースのＥ
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