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はじめに

保険業界においては、金融自由化による規制改

革の流れの中で本体業務の範囲の見直しがなされ、

業態の垣根の撤廃が進められている。ここ数年の

間に、金融当局の統制による護送船団行政から一

転、保険市場は競争原理が働く市場へと改革が進

められている。

保険会社同士の業務の代理、事務の代行による

提携、統合等により総合保険グループが相次ぎ形

成され、生命保険と損害保険の融合が本格的に始

まった。それに伴い、相互の保険商品・サービ

ス・販売網を共有、融合化した生・損保のサービ

スミックスが進んでいる。

本稿では、生命保険事業と損害保険事業との融

合化の動向を概観するとともに、消費者契約の特

性ともいえる、消費者と事業者との間に存在する

契約の締結、取引に関する構造的な情報の質、量

及び交渉力の格差を踏まえ、生・損保の融合化が

進む状況において懸念される今後の課題について

述べることとしたい。

１　生命保険と損害保険との融合化の経緯

１．１　子会社方式による相互参入の自由化

生保事業と損保事業は、商品性の違いなどから、

生・損保事業の保険監督の基本法に位置付けられ

る保険業法により兼営が禁止されていたが、この

法律が１９９６年４月に５６年ぶりに改正され、生命保

険会社が損害保険子会社を作ること、損害保険会

社が生命保険子会社を作ることが解禁された。日

米保険協議の合意に基づき、販売規制が残る第三

分野商品以外は、生・損保会社がそれぞれの子会

社を通じて生・損保商品を販売することが可能と

なり、子会社方式による相互参入が自由化された。

これを受け、１９９６年１０月から子会社の営業が開始

され、生保の損保子会社６社１）といわゆる「ひ

らがな生保」と呼ばれる損保の生保子会社１１社２）

が誕生した。

生保の損保子会社はサービス面重視に徹する一

方、損保の生保子会社は有配当型保険よりも保険

料が５～１０％以上安い準有配当型保険・無配当型

保険を主力商品として低価格重視に徹するなど、

顧客獲得に向けて独自路線を展開している。しか

しながら、収益基盤が確立されていないこと、一

から自前でインフラを作り上げるには先行投資の

負担が大きいなどの理由から経営状態は思わしく

ない。併売を効率よく活用して成長を遂げた子会

社はほんの一握りであり、親会社の営業基盤を利

用して辛うじて業務を展開しているのが実態であ

る。大規模な金融再編の渦中にある保険業界の中
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では、子会社各社は独自路線から合併買収による

軌道修正を迫られ、組織の体力強化を図らざるを

得ない状況に陥っている。

１．２　生・損保会社本体による相互参入の自由化

保険業法第九十八条第一項３）では、保険会社

は付随業務として他の保険会社の保険業に係る業

務の代理又は事務の代行ができるとし、同法施行

規則第五十一条４）でその対象業務を規定してい

る。従来は、業務の代理の範囲に保険募集を行う

ことは含まれていなかったが、２０００年８月に、金

融庁がその対象業務に保険契約の締結の代理（媒

介を含む。）も含まれるという解釈を明確にした

ことにより、事実上の規制緩和が行われた。２００１

年３月には同施行規則を改正して、規定上でも明

確にしている。

これにより、金融庁の認可を受けて、保険会社

が他の保険会社の代理店となる販売代理契約を結

び、それぞれの営業網を通じて相互に商品を販売

することが可能となり、子会社を通じることなく

生・損保会社本体による相互参入が自由化された。

これを機に、大手生・損保会社はじめ各社では、

生・損保間における提携あるいは相互募集代理が

一気に進むことにより総合保険グループが相次ぎ

形成され、生保と損保の融合が本格的に始まって

いる。

２　生命保険と損害保険との融合化の現状

２．１　提携・統合・合併等の進展

図表１は、保険業界における最近の主な提携・

統合・合併等の動向である。生・損保の融合化は、

子会社方式による相互参入の自由化、生・損保会

社本体による相互参入の自由化と段階を経て進展

した。提携・統合・合併により金融グループ内の

他企業との連携、協力体制の整備も進められてお

り、銀行を含む総合保険グループ化、銀行の系列

を超えた提携が進展している。

業務の代理、事務の代行による提携の一例を挙

げると、２００１年４月から、生保業界２位の第一生

命が第三分野商品や損保商品の品揃えをアウト

ソーシングする戦略を採り、第三分野トップのア

メリカンファミリー生命と業務提携するとともに、

損保業界２位の安田火災と包括業務提携５）し、

みずほグループ内において第一、二、三分野６）

の保険連合を形成した。

持株会社方式による経営統合では、損保業界１

位の東京海上火災、同６位の日動火災、共栄火災、

生保業界６位の朝日生命が、２００２年４月にミレア

保険グループを結成する（朝日生命、共栄火災は

２００４年を目途として、株転後に合流予定）。三菱

東京グループの東京海上火災とみずほグループの

朝日生命・日動火災の統合は、銀行・旧財閥を超

えた新保険グループの誕生となる。具体的には、
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３）保険業法第九十八条
保険会社は第九十七条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一　他の保険会社（外国保険業者を含む。）の保険業に係る業務の代理または事務の代行（内閣府令で定めるものに限る。）
４）第五十一条　法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一　次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ　保険の引き受けその他の業務に係る書類等の作成及び接受等　ロ　保険料の収納事務及び保険金等の支払事務　ハ　保険
事故その他の保険契約に係る事項の調査　ニ　保険募集を行う者の教育及び管理等
二　保険契約の締結の代理（媒介を含む。）、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うこと
が保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの。
５）第一生命と安田火災の包括業務提携の主な内容は、損保分野では保険商品の相互販売、自動車事故対応サービスの提供や人
的支援を受ける。生保分野では、安田火災の関連生保会社である INAひまわり生命の販売力強化のため商品の補完供給を行
うほか、企業向けサービスとして福利厚生制度の共同提案や介護事業、確定拠出年金、資産運用などの分野でも共同展開を図
る。



生損保融合型の商品やサービスの共同開発・相互

供給、インフラの共有化、マルチ・チャネル対応、

戦略的 IT投資の推進を図ることとなっている。

以上のように、生・損保会社の提携や持株会社

方式による経営統合は、自社独自路線から効率化

を重視した部分提携等への転換であり、大手生・

損保各社は、質的・量的な面から自前での展開に

限界を認識した結果、経営資源の集中を図る戦略

を展開している。

しかしながら、単に既存の生損保商品を相互販

売するだけでは、シナジー効果（相乗効果）はさ

ほど期待できないと見る向きも少なくない。生・

損保各社がこれまでに築いた顧客基盤に、商品開

発力、システム開発力、コンサルティング力等の

機能、ノウハウや人材、ブランド、ネットワーク、

インフラ等の経営資源を結集して一体的な事業展

開を図るなど、ノウハウの融合とコアコンピタン

スの融合による新たなビジネスモデルの構築がで

きれば、シナジー効果を狙うことができよう。
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６）終身保険、定期保険や年金など人の生死を対象とする生命保険商品を第一分野、火災保険、自動車保険などモノの損害を対
象とする損害保険商品を第二分野、医療や傷害、介護など生命保険と損害保険の境目に位置する保険を第三分野と呼ぶ。
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図表１　保険業界における最近の主な提携・統合・合併等の動向（２００１年１２月現在）
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日本興亜損保 
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明治損保 
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太陽生命 
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旧東京生命 

日本興亜生命 
（旧日本火災パートナー生命＋旧興亜火災まごころ生命） 

（旧大東京しあわせ生命＋旧千代田火災エビス生命） 

あいおい生命 あいおい損保 

富士火災 

AIU（AIG）�

大同生命 

東京三菱 

三菱信託 

安田ライフダイレクト 

安田ライフ損保 
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（２００４年目途） 
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（２００２年４月・２００４年目途） 
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みずほFG

※ミレアグループ、T&Dグループは持株会社による経営統合。ミレアグループは２００２年４月に東京海上と日動火災が

統合、２００４年を目途に朝日生命と共栄火災が株転後合流し、４社統合に。T&Dグループは２００２年４月に大同生命、

２００３年４月以降に太陽生命が株転、旧東京生命を含め２００４年４月以降３社統合。

※ で括ったものは合併（予定含む）。 で囲ったものは持株会社による経営統合。

※――線は提携（業務提携、資本提携、業務・事務の代理・代行など）。

�破綻生保の買収先（受け皿新会社）：日産生命→アルテミス、東邦生命→GEエジソン生命、第百生命→マニュライフセンチュリー生命、千代田生命→AIGスター生命、

協栄生命→ジブラルタ生命（米国プルデンシャル）、大正生命→あざみ生命、東京生命→T&Dグループ

�その他の買収・営業権譲渡など：日本団体生命→アクサ保険ホールディング（アクサ生命＋アクサグループライフ生命）、オリコ生命→PCA生命（英国プルデンシャル）、

エトナヘイワ生命→ ING→マスミューチュアル生命（マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ）、ニコス生命→クレディスイス生命、オールステートおよびウイ

ンタートゥルスイス→チューリッヒ保険

�一般事業会社との資本提携：あいおい損保－トヨタ、セコム損保－セコム

出所：「２００１年版 ２１世紀の保険ビジネス」（東洋経済）（一部修正）



２．２　生命保険と損害保険のサービスミックス

提携・統合・合併により銀行を含む総合保険グ

ループが形成され、相互の保険商品・サービス・

販売網の共有、融合化が進展している。消費者に

対してはワンストップ・ショッピングによる利便

性の向上というメリットを、保険会社に対しては

商品やサービスを複合的に提供し顧客を囲い込む

というマーケティング戦略上のメリットをもたら

しつつある。

２．２．１　商品・サービスの融合化

商品面では、生・損保会社の販売チャネルの相

互連携による生・損保商品の相互販売をするとと

もに、生損保融合型商品の開発が進められている。

さらに、今後、金融・保険サービスミックスの展

開を図るため、生損保・金融融合型商品の開発に

向けた顧客囲い込みの基盤商品であるプラット

フォームの開発も進められている。

生損保融合型商品では、ミレア保険グループ内

の東京海上火災と日動火災が共同して、それぞれ

の生保子会社の商品を組み合わせ、保険業界初に

なる「超保険」を発売する予定（２００２年４月以降）

である。この商品の生・損保を融合した新機能と

しては「保険ゲートウェイ機能（新型積立特約）」

が挙げられ、ゲートウェイという保険料支払口座

を設け、生保・損保の保険料の払込みを一元管理

する。

また、プラットフォームでは、日本生命の「ニッ

セイ保険口座」、住友生命の「キャッシュバッ

ク・システム」、第一生命の「ドリームキングダ

ム」が挙げられる。これは、決済口座を持たない

生保会社が、複数の契約を顧客ごとに単一のパッ

ケージにまとめる口座を作り、取引量や継続年月

に応じて割引を行う総合口座型商品であり、生保

のユニバーサル型商品や損保の積立保険をベース

にした生損保総合サービスの受け皿となる顧客囲

い込みの基盤商品である。

サービス面では、生損保融合型の販売支援シス

テムとして、日本生命、第一生命等の大手生保１０

社と三井住友海上火災とニッセイ同和損保の損保

２社が共同で、販売代理店向けの顧客・契約管理

システム ISS（インシュアランス・システム・ソ

リューション）を稼働させる予定（２００２年４月）

である。このシステムは、代理店システムインフ

ラの効率化、高度化に向けた生損保共通のオープ

ンなプラットフォームの構築であり、事務・シス

テム等の共通化を推進する。顧客が様々な保険会

社と契約していても、その保険一覧や収入手数料

の合算値等を瞬時に引き出せ、ISSに資本参加す

る生・損保契約の全ての顧客データを一括管理で

きる。

今後、金融再編により、保険会社は金融グルー

プの一員としてどのような役割を担っていくのか

が問われている。保険会社にとっては、プラット

フォームという名寄せシステムを構築し、個人顧

客の大量のデータベースを保有することが、決済

機能を持つ銀行との金融・保険サービスミックス

の展開への足掛かりとなろう。

２．２．２　販売チャネルの融合化

販売チャネル面では、生・損保会社間の業務の

代理、事務の代行により生・損保商品のクロスセ

ルが展開されている。

形態としては、損保会社が生保商品を販売する

場合は、代理店に復代理が認められていないこと

から、個々の代理店が生保会社と代理店委託契約

を締結して生保商品を販売する。一方、生保会社

が損保商品を販売する場合は、生保会社自体が損

保会社の代理店になり、生保会社と使用人契約を

締結している営業職員が損保商品を販売する。

効果としては、損保会社が生保を販売する場合

は、生保販売を手掛けるマンパワーがない代理店
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は生保の営業職員へ見込み客を紹介する紹介代理

にとどまるなどの代理店の販売能力の問題や、生

保子会社との棲み分け、システム整備の問題も多

く、成果が現れるには課題の多い状況である。一

方、生保会社が損保を販売する場合は、会社間で

代理店委託契約が締結されているため、会社が保

有する顧客データに基づく組織的、効率的な損保

商品の販売展開が可能であり、煩雑な事務も会社

間でシステム整備がなされている。また、子会社

方式による相互参入と比較すると、インフラ整備

等の先行投資負担が減少するため、費用対効果は

大幅に改善された。損保は事故が起きた場合の事

故処理・アフターサービス体制の善し悪しが評価

の分かれ目になる場合が多い。そのため、損保会

社の全国の損害調査網を含めた事故処理サービス

体制を利用できるというメリットを享受したこと

で、販売促進に向けて大きな効果が期待されてい

る。一例を挙げると、安田火災と包括業務提携を

した第一生命では、２００１年４～６月期における安

田火災の自動車保険等販売実績は、第一生命の子

会社である第一ライフ損保の前年同期実績に比べ、

約５割増に達している。生保各社にとっては、

生・損保融合化の効果は絶大であるといえよう。

３　今後の課題

上述したように、生・損保会社の提携や統合等

による生・損保の融合化の進展は、個人金融資産

を一元管理していくワンストップ・ショッピング

の動きと軌を一にするものである。保険商品を含

めた金融総合化の傾向はさらに強まり、商品内容

は高度化、複雑化、多様化して保障範囲が広範に

なる方向にある。今後、消費者は、一つの販売

チャネルから保険商品を購入し、一つの保険グ

ループに保険契約を集積する場合が多くなるであ

ろう。この場合、危険分散を図らないため、特に、

保険会社の経営の健全性、商品の適合性や販売事

業者の資質に対して、消費者は与えられた情報等

を厳格に判断した上で、保険に加入する必要があ

ると考えられる。消費者契約の特性ともいえる、

消費者と事業者との間に存在する契約の締結、取

引に関する構造的な情報の質、量及び交渉力の格

差を踏まえた場合、消費者が、保険会社の経営の

健全性、商品の適合性や販売事業者の資質を判断

する上において、懸念される今後の課題に触れ、

結びとしたい。

３．１　保険会社の経営の健全性に関する課題

第一に、健全性に疑問のある保険会社を早期に

発見し早期に経営改善に取り組むよう措置を施し、

破綻時の契約者損失額を最小限にするシステムで

ある早期是正措置（図表２参照）が機能していな

いことが挙げられる。早期是正措置は、保険契約

者の保護を図ることを目的として、１９９９年度から

導入されている。これは、金融庁が定めるソルベ

ンシー・マージン比率（図表３参照）を基準にし

ており、同比率が２００％を下回った場合に、経営

改善計画の提出命令等の措置が段階的に発動され

るシステムである。しかしながら、同比率が２００％

以上の保険会社が早期是正措置が発動されないま

ま相次いで破綻したことから、比率の算出方法の

問題が露呈した。実質的な債務超過状態と判断さ

れる前に早期是正措置が発動されるよう、財務内

容を測る代表的な指標であるソルベンシー・マー

ジン比率の改善が不可欠であると考えられる。リ

スクを測る基準等について、次のような点が懸念

される。

① ソルベンシー・マージンの大部分を占める基

金・劣後ローンの大半は、同一グループの友好

金融機関から調達され、見返りに調達先の株式

や劣後ローンを引き受けており、業態を超えた

金融機関同士の持ち合い構造となっている。そ

のため、通常の予測を超える異常事態に備えて
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図表３　ソルベンシー・マージン比率の算出方法

�ソルベンシー・マージンの主なもの
基金（資本金）、価格変動準備金、危険準備金、貸倒引当金、有価証券含み益、劣後ローンなど。
�リスクの合計額
保険リスク、予定利益リスク、資産運用リスク、経営管理リスクなど通常予想できる範囲を超える諸リスクを数値化して算出。
保 険 リ ス ク…大災害の発生などにより、保険金支払いが急増するリスク
予定利率リスク…運用環境の悪化により、資産運用利回りが予定利率を下回るリスク
資産運用リスク…株価暴落・為替相場の激変などにより資産価値が大幅に下落するリスク、貸付先企業の倒産などにより貸倒

れが急増するリスク
経営管理リスク…業務の運営上通常の予想を超えて発生し得るリスク

のリスクバッファーに成り得るのか疑問である。

② 分母のリスク合計額のうち、資産運用リスク

について、株式の価格変動リスクは時価の１０％、

外貨建債券の同リスクは時価の５％しか認識さ

れていないなど、過小評価されている（米国の

Risk-Based Capital比率では、普通株式の価格

変動リスクは時価の３０％）。そのため、特に、

生保会社の支払い余力は資産運用リスクに対す

る備えである意味合いが大きいことから、リス

クに対する適正な評価への見直しが必要ではな

いか。

③ 大成火災の破綻は、保険会社が再保険取引の

リスクを適切に把握できず、リスク許容量を超

えた再保険契約を締結していたことが主な原因

であった。金融庁による保険会社に対する監査

体制の厳密化が望まれる。
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図表２　保険会社に対する早期是正措置の概要

�ソルベンシー・マージン比率が0％未満であっても、資産の額が負債を基礎として計算した額（負債の額から価格変動準備金、
危険準備金などの額を差し引いた額）を上回る場合には、第二区分の措置が取られることがある。
�ソルベンシー・マージン比率が０％を上回っていても、資産の額が負債を基礎として計算した額（負債の額から価格変動準備
金、危険準備金などの額を差し引いた額）を下回る場合には、第三区分の措置が取られることがある。
�保険会社が、第二区分または第三区分に該当したことを知った後、速やかに経営改善計画を自ら策定し、監督当局に提出した
場合で、当該経営改善計画が所要の期間で確実に達成できると見込まれる場合は、当該経営改善計画達成後に該当する区分
（非対象区分は除く）の措置が取られることがある。

区分 ソルベンシー・マージン比率 措置の内容

非対象区分 200％以上 なし

第一区分 100％以上200％未満 経営の健全性を確保するための改善計画の提出およびその実行の命令

第二区分 0％以上100％未満

次の保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令

�保険金等の支払能力の充実に係る計画の提出およびその実行

�配当または役員賞与の禁止またはその額の抑制

�契約者配当または社員に対する剰余金の分配の禁止またはその額の
抑制

�新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法の変更

�事業費の抑制など

第三区分 0％未満 期限を付した業務の全部または一部の停止の命令

ソルベンシー・マージン比率（％） ＝
ソルベンシー・マージン総額

×１００
リスクの合計額×

１
２



第二に、販売する保険商品の特徴を反映した長

期にわたる収支分析が可能な収益情報の開示がな

されていないことが挙げられる。特に、生保商品

は長期契約である場合が多いことから、保険会社

の経営の健全性を判断する上で、契約する保険期

間における保険会社の収益状況を把握すること、

つまり、将来の収益力の情報は不可欠であると考

えられる。現時点の収益状況を示す指標として、

逆ざや額や保険本業からの期間収益を示す基礎利

益８）が公表されている。しかしながら、公表逆

ざや額は各社が政策的に決めており必ずしも運用

実績に基づくものではなく、また、生保会社の収

益の源泉になっている三利源の開示がなされてい

ない９）など、現時点の収益力を測る上でも保険

会社のディスクロージャーは内容に不透明な部分

が多い状況であるといえる。

第三に、提携等により事業体制を変化させてい

こうとする場合、経営情報の発信についても現時

点と同程度の情報開示では不適切であると考えら

れる。会社が多様化する業務に対して効率的な資

本配分ができるように生保、損保分野等の収益性、

利益率を把握した上で、消費者に説明し、理解が

得られるような指標等の整備や情報開示が不可欠

であると考えられる。

３．２　商品の適合性に関する課題

商品の適合性に関する課題としては、保険商品

はその仕組みや内容が複雑であるが、それを購入

する顧客は専門的知識を有しない場合が多く、商

品特性の充分な理解が難しいことが挙げられる。

また、たとえ経営内容や商品内容が説明されたと

しても、それを解釈する能力には個人差があるた

め、情報劣位にある消費者が不利益を被る可能性

は残る。この改善を図るためには、保険商品は頻

繁に契約する性格の商品ではないこともあり、説

明に用いる用語、保険料や配当の仕組み等に関す

る標準化された情報が必要ではないか。消費者に

対してよりわかりやすく、より正確に、より多く

の情報提供を可能にするため、保険サービスにお

ける表示等の統一化など、業界統一基準のような

自主規制的取組みが求められよう。

３．３　販売事業者の資質に関する課題

販売事業者の資質に関する課題としては、生・

損保商品を併売する販売事業者の資質の向上を図

るため、営業職員等のFP（ファイナンシャル・

プランナー）化が進められている。しかしながら、

FP資格といっても国家資格ではなく、日本FP

協会認定や�金融財政事情研究会の認定するFP

資格、各会社が独自に運営・認定する自社FP資

格など様々であり、FP資格取得者の能力や質の

問題、役割、責任の定義などの課題が残る。販売

事業者は保険販売に際して、商品内容や重要事項

等を適正かつ的確に説明するとともに、顧客ニー

ズに添ったコンサルティングサービスを提供し、

顧客が適切な判断ができ得る充分な情報提供を可

能にしなければならない。このため、FP資格基

準の統一化はもちろんのこと、FP資格取得者の

ランクにより販売可能な保険商品を制限するなど、

何らかの消費者保護措置が必要ではないかと考え

られる。
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８）基礎利益は保険本業の期間収益を示す指標の一つ。経常利益からキャピタル損益と臨時損益を差し引いたものが基礎利益に
なる。
９）簡易保険では、２０００年度から過去５年間の三利源を開示している。
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