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市場ボラティリティの長期化、
ソルベンシーII 規制の導入に対する保険会社の対応
2016年１月１日、欧州連合（EU）域内で新たな財務健全性規制「ソルベンシーII」
が導入されたことをきっかけに、欧州の保険会社の資産配分には大規模な変化
が生じました。
この動きは勢いを増していますが、その背景には、保険業界が英国
と大陸欧州における金融規制改革への対応を進める一方で、不安定な市場環境
への対処を迫られている現状があります。
当社が英国・大陸欧州の大手保険会社の最高投資責

に見て低金利環境は今後も継続すると当社では予想
しています。

運用」
（最優秀ソートリーダーシップ賞受賞 *1 ）を作成
し、発表してから、１年半が経過しました。
このレポー
トで指摘した以下の項目は、現在もなお重要なテー
マとして存在しています。

欧州では政治面の不透明性を背景に市場のボラティ
リティが高まっており、市場の動きと整合的な（資産・
負債をいずれも時価評価する）バランスシートの管
理はますます難しくなっています。

¬ 市場は歴史的な低金利環境にある。

資産配分と運用の外部委託

と最高リスク管理責任者（CRO）へのイン
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¬ 結果として、戦略的資産配分（SAA）の大規模な変
更が予想される。

¬ 資本規制ソルベンシーIIにより、運用ポートフォリ
オの設計に制限が生じている。

¬ 保険会社が外部の資産運用会社への運用委託を
拡大することが予想される。

¬ 伝統的な保険事業モデルは極めて強い圧力を受
けており、縮小に向かっている。

これらのテーマに関し、当社が目の当たりにしてき
た変化は、今後も続くことが予想されます。近く当社
から発表予定の調査レポート
「アジア・太平洋地域の
保険会社の資産運用」
では、かつて英国・大陸欧州地
域の最高投資責任者（CIO）や最高リスク管理責任者
（CRO）が指摘したこれら重要なテーマが、今やアジ
ア・太平洋地域の保険会社にとっても、一番の懸念材
料となっている点を明らかにする予定です。

歴史的な低金利環境の継続

「欧州では政治面
の不透明性を背景
に、市場のボラティ
リティが高まってい
ます」

低金利環境という課題は、以前と変わらず存在してい
ます。債券利回りは、多くの市場でわずかに上昇傾向
を示していますが、現在の金利水準では、事業モデル
を支える上で十分な運用リターンの実現、
さらに言え
ば顧客のための十分なリターンの創出は難しく、そ
の点が引き続き保険会社にとって、根本的な問題とな
っています。
米国や英国の経済は、景気の上振れ、引いては運用
リターンの上昇を期待させる動きを示していますが、
未だ本格的な実現には至っていません。実際、世界的

資産運用に関しては、４つの重要なテーマが発生し
ています。
これは調査レポート
「欧州保険会社の資産
運用」の結論とも一致する内容です。

¬ リスク選好度の高まり。中でもクレジット・リスク

をとる傾向が強まっている。但しリスクを評価基準
とする新たなソルベンシー制度の下では、
リスク
を支えるため追加的な資本が求められ、多くの場
合、
リスク資産への配分は制限される。

¬ 分散化手法の活用。新しい資産クラスや、最新の

マルチ・アセット運用アプローチなど新たな戦略
の利用により、
リスクを明示的に管理することが
目的。

¬ 上場（公開）市場からプライベート市場へのシフ

ト。背景には、非流動性プレミアム（流動性の不
足に対して投資家が求める対価）を活用しリター
ンの拡大を目指す保険会社の動きがある。
しかし
適当な投資対象の供給が限られていることが、
プ
ライベート市場へのシフトを阻む要因となってい
る。
また監督当局、規制当局が、保険会社向けの
所要資本算出モデル（「内部モデル」）の強化を求
めていることも障害となっている。保険会社はこ
の要求を満たさない限り、業界にとって比較的新
しいこれらの資産クラスに投資を行うことができ
ない。

¬ 伝統的資産の運用リスクの見直しと資産・負債管

理（ALM）手法の改善。資本効率の向上を目的とす
る。

*1 2016年７月、インベストメント・ウィーク主催のインベストメント・マー
ケティング＆イノベーション賞において受賞

「ソルベンシーII
規制の内容は今後
も変化する可能性
があります」

調査レポート
「欧州保険会社の資産運用」の結論で
予想されていた通り、保険会社は総じて、追加的なリ
ターンの創出と資本効率の向上に向けて努力を重ね
ています。
またこれも同レポートで指摘された点ですが、保険
会社が資産運用業務の外部委託を強めている兆候
が見られます。特にハイ・イールド債を中心とする債
券でその動きが顕著ですが、インフラストラクチャ
ー・デットやグローバル株式、絶対リターン追求型投
資など、その他の資産クラスや戦略でも、比較的小規
模ながら、運用を外部委託へシフトする動きが見ら
れます。
保険会社が、低金利環境に加え、
ソルベンシーIIなど
リスク・ベースの財務健全性規制の影響を現実のも
のとして受け入れたことで、新たに大きな潮流が生じ
る兆候も見え始めています。保険会社は今後、外部の
資産運用会社、中でも保険分野の専門知識と運用能
力を有する会社に委託する資産の割合を高めること
が予想されます。多くの場合、資産の委託先を決める
際に決定的な要因となるのは、その運用会社の保険
問題に関する知識でありノウハウであるからです。

規制とその影響

ソルベンシーII規制は、2016年１月から予定通り運用
が始まりました。
このリスク・ベースのソルベンシー制
度は現在も進化を続けており、北米地域だけは大き
な例外となっているものの、世界の保険市場全体で
広く導入される方向にあります。
また保険監督者国際
機構（IAIS）が保険会社に対する国際的な資本規制と
して策定した「国際保険資本基準（ICS）*2 」の枠組み
も、2020年の導入が予定されています。ただしその導
入スケジュールと基本的な適用方法については、い
ずれも極めて不透明な状況となっています。
新たな規制が導入されたものの、欧州保険会社の多
くは、未だに様々な面で自社の戦略の推進に苦慮し
ています。変革の影響が及ぶ範囲は幅広く、例えば資
本要件算出のための「内部モデル」の承認を受ける
必要があります（その後変更した場合は再承認）。
さ
らに財務報告、そして自社のバランスシートと事業モ
デルの最適化に必要な戦略的資産配分（SAA）の調
整にも影響が及びます。
インフラストラクチャー・デットなど比較的新しい資
産クラスへの投資に関して、監督当局、規制当局から
承認を得るべく、必要な内部モデルの改善が現在進
行中です。
これら当局が最大６ヵ月の承認審査期間
を余さず使うような場合、
これは長期にわたるプロセ
スとなる可能性があります。
さらに、
ソルベンシーII規制の内容は今後も変化す
る可能性があります。標準的なソルベンシー資本要
「競争環境は益々
件（SCR）やその他の側面について、現在、欧州保険
厳しくなっています」年金監督機構（EIOPA）が再検討を行っており、2018
年には欧州委員会が修正に動くと予想されています。

英国市場に関しては、同国特有の課題があります。
ソ
ルベンシーIIの導入に加え、英国のEU離脱（ブレグジ
ット）決定は、明らかに規制上の不透明感を強める要
因となりました。例えば、ヘッジ不能のリスクに向けた
準備金である
「リスク・マージン」規定について、その
変更（か恐らくは完全な廃止）を求める動きがありま
す。
しかし英国の保険業界は今のところ、国内でソル
ベンシーIIに相当する規制が導入される場合も、
ソル
ベンシーIIからの変更が行き過ぎた結果として、国内
規制が意味のないものとなることを望んでいません。
そのような状況は、規制環境の脆弱化として受け取ら
れかねないためです。英国の保険会社は、EU域内で
自由に営業を継続できるよう、
ブリュッセルやダブリ
ンなどに子会社を設置し始めています。
現在の低金利環境下、英国の年金事業においては特
に上記のリスク・マージン（ヘッジ不能のリスクに対
応する資本コスト）が大きな問題となっています。現
在では、
リスク・マージンの測定方法は適切ではなく、
結果として保険会社のバランスシートが極めて不安
定になっている、
との見方が一般的です。
このようにリ
スク・マージンは、英国の年金市場に意図せざる大き
な影響をもたらしています。

事業への影響

調査レポート
「欧州保険会社の資産運用」の刊行から
１年半、欧州の保険業界では、事業への広範な影響
という観点から見て、以下のような興味深いテーマや
トレンドが生じています。

¬ 競争環境が益々厳しくなっている。小規模の保険

会社や準備不足の保険会社の中には、閉鎖となる
か、大規模で有力な保険会社によって買収された
会社もある。

¬ 欧州の保険会社はソルベンシーIIの導入後、実際

にはバランスシートがいかに不安定な状態となる
かを知って衝撃を受けており、今後の対応を検討
する中で、
この不安定なバランスシートの管理（と
財務健全性への影響）をより重視するようになっ
ている。

¬ 保険会社は引き続き、長期保証付きの伝統的な

貯蓄型商品市場からの撤退を進めている。金利が
大幅に上昇しない限り、
これは欧州の大半の市場
だけでなく世界の保険市場において大きなトレン
ドの端緒になると予想される。当社の経験から見
て、多くの保険会社は現在、
自社の事業モデルを
検証し、将来を見通すべく努力している。

¬ 英国では高水準のリスク・マージン要件とソルベ

ンシーII資本要件を受けて、多くの保険会社が個
人向け年金市場やバルク年金（個人年金の一括
購入）市場から撤退しつつある。長寿リスク
（予想
よりも多くの年金を支払うことになるリスク）のEU
域外への移転や、英国の年金事業分野で積極的
な買収戦略を推進するEU域外の企業の台頭など
も注目される。

また世界の保険市場では、新たなテクノロジーの普
及を受けて、
さらなる変革が進行中です。その対応に
苦慮する保険会社がある一方で、テクノロジーによっ
て競争優位を得ている保険会社もあります。
当社が「欧州保険会社の資産運用」を刊行してから
僅か１年半の間に、欧州の保険業界には大規模な変
化が生じました。保険市場におけるこのような変革
の動きは今後も変わらず、加速する可能性すらある
と当社では考えています。
こうした変革の衝撃は、英
国と大陸欧州の境界を越え、
アジアや世界全体に広
く波及していくものと予想されます。
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券を扱うディーラーまたは引受業者等）として、また米国証券取引委員会（SEC）に投資顧問会社として登録されています。スタンダード・ライフ・インベストメンツ
（コーポレート・ ファンド）リミテッドは、米国証券取引委員会（SEC）に投資顧問会社として登録されています。
お客様と弊社双方の保護と、弊社従業員の研修のため、電話の通話内容を聴取および/または記録させて頂く場合があります。
www.standardlifeinvestments.com
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