
Innovating Together 
革新的なリスク・ソリューション事例のご紹介





本書は、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズにおける革
新的なリスク移転ソリューションの事例をご紹介するものです。 

ここでご紹介する世界の様々な業界における導入事例は、
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズがお客様のパー
トナーとして、極めて難しいリスクに対し、斬新かつ画期 
的な手法でいかに対応してきたかを示すものです。貴社に
も、イノベーションが必要なケースはありませんか？クリエー
ティブに、そして大胆に。かつてないソリューション 
を一緒に実現しましょう。 

We are smarter together.
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※ 本書は、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズの世界におけるリスク・ソリューションの事例をご紹介す 
るものです。日本国内を含め、他国での導入は当該リスク所在国の認可・規制等の関係から、同様のソリューショ
ンのご提供が難しい場合がございます。詳しくは、スイス損害保険会社の日本支店へお問い合わせください。
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ファイナンシャル・インタレスト・カバー

背景
ある高級品の販売会社は、地震危険度の高い地域で相当額の売上を計
上しています。大地震が発生すると、グループの売上高は大幅減となるお
それがあり、その後の経済的回復の遅れも見込まれます。また余震等の
影響から、主要マーケットでの売上高が長期的に低迷する可能性も考え
られました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
当社は、計測された震度に応じて事前に設定した金額を支払うパラメト
リック型地震補償商品を組成しました。 

この商品は、アクセスの遮断や物的損害を伴わない事業中断（NDBI）、
構外利益（CBI）をはじめ、様々なシナリオに対して機能します。また、迅
速な保険金の受取り、資産の流動性管理の効率化のほか、競合他社より
も効果的なメディア・コミュニケーションや危機管理の実現をも支援します。

当社のチャレンジ
 ̤ 補償内容をクライアント固有のリスク・エクスポージャーや損失

シナリオに適合させるには、綿密な分析と利害関係者との様々
な議論が必要でした 

 ̤ 限られたデータで、損失曲線を合わせることの難しさ

応用範囲
パラメトリック型商品は、クライアントを多様なリスクから守ることがで
きます。例えば、地震、ハリケーン、洪水（洪水による一部のリスクのみ）な
どの自然災害や、猛暑・寒波、異常な降雨パターンなどの気象リスク（多
くの場合にエネルギー価格と連動）、さらに収穫量、降水量、気温などの
農業関連の測定可能な事象によるリスクなども補償対象となります。ま
た、日本やカリフォルニアなどの災害危険度の高い地域に所在するサプ
ライヤーが抱えるサプライチェーンリスクや、最近では、テロ・パンデミッ
ク、公共交通機関の麻痺による飛空機のキャンセルリスク や ホテルの低稼
働リスクまで、パラメトリック型商品によって補償することが可能となって
います。
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複数年・複数種目に対する補償

背景
ある世界的な製造業の企業が、スイスの全ての保険会社を入札に招き、
同社の主だった保険種目に対する提案を行うように要請しました。スイ
ス・リー・コーポレート・ソリューションズは、元受プライマリー・レイヤー
への参入実績がなく、リスク・エンジニアリングや損害査定、全世界での
元受保険証券の発行業務など、幹事保険会社として入札に参加するた
めの能力を持ち合わせていませんでした。そんな折、他保険会社から、彼
らの持つ幹事会社としての能力と当社の業界ノウハウ・引受能力を組み
合わせた共同提案をもちかけられました。両社は、MYML（複数年・複数
種目）に対する提案を共同で行い、クライアント・ブローカーの双方から
実施の許可を得ました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、各種目のアンダーライター

（引受担当）によるジョイントプロジェクトチームを組成し、そのチーム
のサポートのもと、8つの異なるプログラムを組み合わせたMYML（複数
年・複数種目）の補償プログラムを構築しました。当社が引受能力とノウ
ハウの面で共同幹事として提案を強化する一方で、パートナー企業は独
占的なサービスプロバイダーとして対応できたことが、この取組みを成
功させたポイントです。

応用範囲
様々な保険種目に対し、複数年解約されない一括の補償を望むクライア
ントにとって、こうしたソリューションは検討の価値があるはずです。スイ
ス・リー・コーポレート・ソリューションズは、リスクの内容、エクスポージャー
の地理的な集積状況、複数年のコミットに対する保険料水準の適切 
性などを検討した上で、3～5年間の十分な規模のキャパシティーを投
入することが可能です。必要に応じて共同保険の形式をとり、多様な国
と地域で元受幹事保険会社としてプログラムをご提案可能です。

当社のチャレンジ
 ̤ 8種類の異なるプログラムを単一保険契約へ統合することの技

術面での複雑さ
 ̤ 複数年にわたる大規模災害リスクの移転コストの算定
 ̤ 当社のプログラム組成および保険料設定を前向きにサポートし

てくれる保険会社とのコラボレーション
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風災・地震の複合パラメトリック型ソリューション

背景
業界カンファレンスにおけるマーケティング活動の中で、あるブローカー
から、いくつかある建物のうち、現在改修工事を行っている一つの建物の
工事遅延に対する補償を探している顧客について相談を受けました。ク
ライアントは、カリブ諸島のホテルグループのオーナーで、リスク感度が
高く、工事中の大規模自然災害による財物損害と喪失利益を特に懸念
していました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、クライアントの主たる懸
念事項である財物損害とその結果生じる喪失利益に対処すべく、風災・
地震の複合パラメトリック型ソリューションを組成しました。このソリュー
ションでは、風災と地震災害のそれぞれに支払限度額を設定していま
す。予め設定したハリケーンのカテゴリーや地震の規模（マグニチュード）
を上回ると、保険金が支払われます。ハリケーンのカテゴリーや地震のマ
グニチュードが大きくなるにつれ、クライアントのエクスポージャーや損
失も大きくなると想定されることから、これらの指標に合わせて、保険金
の支払額が増加する仕組みとなっています。

当社のチャレンジ
 ̤ 当社のソリューションはすべて、個々のクライアントの懸念に合わ

せて完全にカスタマイズされます 
 ̤ それゆえこの事例でも、2種類の自然災害をカバーするための複数

の補償オプションを、ハリケーンシーズン到来までに保険契約締結
が間に合うよう、迅速にクライアントに提示することができました

応用範囲
このようなパラメトリック型のソリューションはサービス業だけでなく、不
動産、金融サービス、観光、運輸、製造、鉱山など、様々な業界に適用が
可能です。大規模自然災害発生後の財物損害や広域被害に伴う喪失利
益の問題は、多くの業界で共通する懸念事項です。政府の介入や道路・
港湾・空港の閉鎖が起これば、その結果として、市場シェアの低下や売上
げの減少をもたらします。一方で、パラメトリック型ソリューションは従来
型の保険を補完するものとしても機能します。免責金額部分を埋めるよ
うに機能させたり、過少保険になっている資産や送配電設備、テニスコー
ト、土地など、従来型の保険で付保されない資産をカバーするなど、クラ
イアントのリスクの自己保有を減らすことにも役立ちます。
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Insur8（インシュア8）TM

背景
香港では、台風（熱帯低気圧）が頻繁に発生します。そのため香港天文台
では、シグナル1・3・8・9・10の5段階で危険度を表す台風警報を制定し
ています。シグナルレベル8以上の台風警報が発表されると、政府のガイ
ドラインに従い、事業所は閉鎖され、企業は社員の就業を要求しません。
さらに、電車・トラム・MTR・バスなどの公共交通機関も影響を受け、運転
が見合わされます。 

シグナルレベル8以上の台風警報では、事業活動の停止や事業所の閉
鎖を余儀なくされるため、香港における多くの事業活動は直接的・間接
的な被害を受けることになります。しかし、既存の財物・利益保険が補償
するのは、被保険者が実際に物的損害を被った場合に限られます。この
ため、保険の補償範囲と実際の経済的損失との間には差が生じ、その差
は最終的には被保険者の負担となります。

1980年以降、香港ではシグナルレベル8以上の台風に51回見舞われて
います。 

当社の革新的なリスク・ソリューション 
当社は、香港における事業活動を補償するため、業界初の台風警報によ
る保険ソリューションInsur8（インシュア8）TMを開発しました。この新しい
ソリューションは、シグナルレベル8以上の台風警報が発生したことによ
る現地ビジネスの喪失利益や追加で生じる営業費用を補償します。

応用範囲
物的損害を伴わない事業中断に対する保険は、利益やバランスシートを
想定外に圧迫する「ブラック・スワン」のような事象にも適用可能です。そ
の応用範囲は多岐にわたり、最近では、航空・鉄道といった運輸業やホ
テルなどのサービス業でも利用されています。また、規制当局による閉
鎖・サイバー攻撃・伝染病や広域損害も補償することが可能性です。

当社のチャレンジ
 ̤ 最適なソリューションを提供するために、大規模なモデリングを

行い、被保険者の収入喪失の予想額と保険金支払いのトリガー
を関連づける必要がありました
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中国の農業化学メーカー向けGrowthsurance（グローシュランス）TM 

背景
ある農業化学メーカーは、中国の農家に向けて、彼らの援助となるよう
なロイヤリティ・プログラムの導入を検討していました。農家が栽培中の
作物が暴風雨で被災した場合、購入商品を無償で再提供するというプロ
グラムです。

当社の革新的なリスク・ソリューション
ロイヤリティ・プログラムで商品を無償提供したことによるメーカーの売
上減を補償するため、パラメトリック型の台風保険が用いられました。補
償限度額は、特定の地域（この事例では3つの省）内の台風の経路と風
速の大きさに基づき設定しました。台風連動型保険の費用は、商品の販
売価格に組み込まれました。

したがって、この商品の販売価格は、競合他社の同様の商品よりも高い
設定となっています。それにもかかわらず、この企業の売上げは最近の台
風で伸びており、本プログラムが売上増に有効であることが分かります。
また、このようなロイヤリティ・プログラムは、顧客である農家のレジリエ
ンスを向上させるだけでなく、究極的には企業自身の被災地域からの収
益の流れを守ることにつながります。

応用範囲
パラメトリック型保険をクライアントのマーケティング・キャンペーンに連
動させることで、クライアントはビジネスの成長を促すための自社製品・
サービスの差別化を図ることができます。これは、保険を単なるリスクマ
ネジメントツールという捉え方から、リスクをビジネスチャンスに変え、成
長を促進する手段という位置づけに変えてくれるものです。

当社のチャレンジ
 ̤ 保険の発動要件（トリガー）をマーケティング・キャンペーンの内

容に適合されること
 ̤ マーケティング部門の賛同を得るまでに要した多大な時間 
 ̤ 更に、マーケティング・キャンペーンの構築と新商品の販売 

方法の研修にも時間を要しました 
 ̤ エンドユーザーのことを考え、現地のデータと現地での台風トリ

ガーを用いることは成功に不可欠でした
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補助金保険

背景
ある欧州の食品加工会社は、決められた期日までに操業を開始するこ
とができれば政府から補助金を受けることができる再生可能エネルギー
の建設プロジェクトを進めていました。このプロジェクトのレンダーは 
同社に対して、工事の遅延により補助金を受け取れなかった場合に備え
て保険に加入するよう要請していました。 

当社の革新的なリスク・ソリューション
パラメトリック型のソリューションは、特殊なリスクシナリオやそれによっ
て起こりうる影響に合わせてカスタマイズでき、効率的な補償を提供す
ることができるため、今回のようなケースに適していました。スイス・リー 
・コーポレート・ソリューションズは、ある1日をトリガーとして、補助金 
の想定額のNPV（正味現在価値）に基づき定額を支払うパラメトリック型
の保険を開発しました。本ソリューションを従来型の建設工事保険

（Construction All Risk：CAR）や 組立保険（Erection All Risk：EAR）に追加
することで、補償事由に該当する遅延事故の発生によって補助金を受取
ることができなかった場合の損失を補填します。 

応用範囲
このソリューションは、トリガーを自然災害や天候リスク、エネルギー価
格などとして適用することもできます。 

当社のチャンレンジ
 ̤ すべての関係者の利害関係の調整 
 ̤ 定額でお支払いする保険金の額の決定
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パラメトリック2.0 – QUAKE 

背景
地震やその他の大規模自然災害は、企業や公的機関の予算に長期的な
悪影響を及ぼす可能性があり、資金の流動性を確保することは災害後
の課題となります。従来型の保険商品や政府などによる各種災害援助、
その他の災害後の資金調達手段は多くの場合、費用の受取りに相当な
時間を要します。組織を復旧させるためには、災害発生後の90日間が最
も重要です。 

当社の革新的なリスク・ソリューション
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズはこうした事情を考慮し、パ
ラメトリック型で支払いが迅速な保険商品QUAKEを開発しました。この
ソリューションは、企業や公的機関がすでに購入している従来型の財物
保険や単独の地震保険を補完し、売上の減少や追加費用の発生などの
間接的な経済損失や、未保険・過少保険といった現在の保険加入状況
に起因する直接損失から、被保険者を守るように設計されています。一
つの指数により発動する形式。または複数の指数により発動する形式、
どちらでも組成が可能です。QUAKEは、契約者が保有する資産のポート
フォリオの状況や地理的な特徴に合わせてカスタマイズする契約者固 
有の商品です。 

応用範囲 
パラメトリック型保険は、ハリケーンや洪水（洪水による一部のリスクに
ついてのみ）にも適用できます。異常気温や変則的な降雨パターンなど
の天候リスクも補償することができます。複数の指標による発動するタイ
プでは、例えばエネルギー価格と農業関連のエクスポージャーなど、定
量可能なお互いに独立した指標を組合せて、組成することができます。

当社のチャンレンジ
 ̤ クライアントの資産の所在地および事業のエクスポージャーに 

合わせて、クライアント専用の保険ソリューション作り上げました
 ̤ 限度額およびトリガーをカスタマイズすることで、クライアントが

特に懸念している問題に対して、柔軟でリスク移転価値を最大限
に高めたソリューションを実現しました 

 ̤ 適切な保険ソリューションを見つけるために、クライアントの予 
算や特に懸念している事項、必要な支払限度額を把握すること 
が重要でした。クライアントと協力して、復旧に向けた取組みを最
適化するために必要な資金を迅速に供給するための保険金払出
しスキームを構築しました 
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物的損害を伴わない事業中断

背景
ある米国のホテル企業は、北米の保有資産の大半で、深刻な収益減に陥
るおそれのある「ブラック・スワン」事象のリスクを抱えていました。ブラッ
ク・スワン事象（すなわち列挙危険）には、テロ、パンデミック、政府による
命令、広域にわたる交通網の麻痺などが含まれます。このホテル企業
は、こうした事象の発生後に市場が長期にわたり落ち込んだ場合でも、
収益を守り、バランスシートの毀損を避け、流動性を維持したいと考えて
いました。

当社の革新的なリスク・ソリューション
販売可能な客室1室当たりの売上（RevPar）の推移を評価できるよう、ホ
テル業界独自の指数を使用することとしました。実際の事業中断損失で
はなく、業界独自の指数を採用することによって、モラルハザードや不適
切な経営判断による影響を排除し、迅速な保険金支払いが可能となりま
す。列挙危険の中の1つが発生し、RevPar指数が前年同月比で10%以
上低下した場合、補償が発動します。これにより当該ホテル企業は、収益
に悪影響を与えうる物的損害を伴わないブラック・スワン事象に対して
も、保険化することができるようになりました。従来型の保険商品では、
こうしたリスクを補償することはできません。この保険ソリューションは
独立した指数に基づいて設計されているため、完全な透明性と客観性
を実現しています。

応用範囲
物的損害を伴わない事業中断保険（NDBI）は、テロ、パンデミック、政府
による命令、広域にわたる交通網の麻痺などのブラック・スワン事象のリ
スクを抱える幅広い業界に適用できます。

当社のチャンレンジ
 ̤ 対象とする事象の頻度および重大度の設定
 ̤ こうした目新しい「ブラック・スワン」事象にかかわるリスクに対

し、リスクの想定、リスクの移転および保険料の設定の関係の適
切なバランスについて、すべての当事者間で合意形成を行うこと
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効率的なフロンティング

背景
多国籍に事業を展開するある大手エネルギー会社から、当社に「フロン
ティング」に関する問い合わせがありました。すなわち、当該国で認可を
受けた保険証券を発行し、彼らのキャプティブに一定額を出再するとい
うものです。

当社の革新的なリスク・ソリューション
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、複数の国の陸上および
洋上の財産・利益および第三者賠償責任リスクに対して、オーダーメイド
の補償を提供する1年間のフロンティングプログラムを提案しました。ク
ライアントは、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズのグローバル
エネルギー保険市場における専門性とリーダーシップ、潤沢な引受能
力、そして複数の国と複数の保険種目にまたがる複雑な取引を組成する
能力を踏まえ、当社と取引を締結しました。 

当社のチャレンジ
 ̤ 対象となるそれぞれの国・地域での法令遵守や規制・税務上の

問題など、従来の「一般的」なフロンティング手配と比べ、取引 
の複雑さが増すこと

 ̤ 米国のSchedule F（保険会社の再保険取引に関する情報開示）
やEUにおける保険契約者持分資産（tied asset）に関するルール
など、規制上の担保要件を満たすこと

 ̤ キャプティブスキームに伴う各種リスクの軽減

応用範囲
フロンティングはあらゆる業界に適用可能です。顧客、規制当局、レンダー、
その他の第三者に対して、保険加入を証明する必要がある企業で、 
一定のリスクを自社で保有することに抵抗がない場合、このようなフロ
ンティングの仕組みは有効な選択肢となります。短期、またはしばしば長
期にわたって、保険加入の証明を行うには、スイス・リー・コーポレート・
ソリューションズをはじめとする格付けの高い保険会社の財務力が必要
となります。保険金支払いの頻度は比較的低いものの、相当程度のネッ
ト・キャパシティ（再保険に頼らない引受能力）が必要となる複雑な取引
では、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは最良のパートナー
になるでしょう。
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Innovative Risk Sokutionチームのご紹介

クリスチャン・ヴェルトリ
グローバル・ヘッド・イノベーティブ・
リスク・ソリューションズ
Christian_Wertli@swissre.com
+41 43 285 7440
チューリッヒ（スイス）

EMEA（欧州・中東・アフリカ）

ヤン・バッハマン
シニア・ストラクチャラー
Jan_Bachmann@swissre.com
+41 43 285 2142
チューリッヒ（スイス）

ロイ・バウマン
シニア・ストラクチャラー
Roy_Baumann@swissre.com
+41 43 285 5722
チューリッヒ（スイス）

トーマス・カイスト
シニア・ストラクチャラー
Thomas_Keist@swissre.com
+41 43 285 8724
チューリッヒ（スイス）

ウルス・ノイコム
シニア・ストラクチャラー
Urs_Neukomm@swissre.com
+41 43 285 6266
チューリッヒ（スイス）

APAC（アジア太平洋）

アンドレ・マーティン
ヘッド・イノベーティブ・リスク・ソリュー 
ションズ APAC
Andre_Martin@swissre.com
+ 65 6428 1889
シンガポール

ヴェン・フーン・ロー
シニア・ストラクチャラー
VengHoong_Loh@swissre.com
+65 6428 1814
シンガポール

アルーン・メタ
シニア・ストラクチャラー
Arun_Mehta@swissre.com
+65 6232 3365 
シンガポール
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アメリカ大陸

ロバート・ナスライン
ヘッド・イノベーティブ・リスク・
ソリューションズ・アメリカズ
Robert_Nusslein@swissre.com
+1 212 317 5427
ニューヨーク（米国）

アンドレア・ベア
ヘッド・イノベーティブ・リスク・
ソリューションズ・ラテンアメリカ
Andrea_Baer@swissre.com
+1 305 679 5534
マイアミ（米国）

スコット・カーピンティリ
シニア・ストラクチャラー
Scott_Carpinteri@swissre.com
+1 805 728 8303
ロサンゼルス（米国）

コール・メイヤー
ストラクチャラー
Cole_Mayer@swissre.com
+1 415 834 2242
サンフランシスコ（米国）

トッド・チーマ
シニア・ストラクチャラー
Todd_Cheema@swissre.com
+1 212 317 5395
ニューヨーク（米国）

キャサリン・マレー
ストラクチャラー
Katherine_Malley@swissre.com
+1 917 368 4040
ニューヨーク（米国）

レンカ・コッコ
ポートフォリオ・マネージャー
Lenka_Kokko@swissre.com
+1 914 828 8479
ニューヨーク（米国）

Insur8TMの受賞歴 

 ̤ Most Innovative Product（最も革新
的な商品） 
The Hong Kong Insurance Awardsで受賞 

 ̤ Asia-Pacific Insurance Innovation 
（アジア太平洋保険イノベーション） 

StrategicRISK Asia Pacific Risk Management 

Awardsで受賞



Swiss Re Corporate Solutions Ltd.
Mythenquai 50/60
P.O.Box
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Switzerland

電話 +41 43 285 2121
ファックス +41 43 285 2999
www.corporatesolutions.swissre.com

日本でのお問合せ先：
スイス損害保険会社
電話（代表） 03-5218-2160
www.corporatesolutions.swissre.com/japan

スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数のリスクを対象とした保険プログラム、お客
様のニーズに合わせて高度にカスタマイズしたソリューションなど、取扱商品は多岐にわたります。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、世界50以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供して
います。 
 
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「SRI」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。「スイス損害保険会社」はSRI日本支店のブランドネーム（通称社名）です
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