
グローバル 日本

1 テクノロジー 1 変革管理

2 サイバーリスク 2 テクノロジー

3 変革管理 3 金利

4 規制 4 サイバーリスク

5 運用成績 5 人材・能力開発

6 気候変動 6 競争

7 競争 7 規制

8 人材・能力開発 8 運用成績

9 マクロ経済の動向 9 マクロ経済の動向

10 金利 10 社会の変化

11 政治リスク 11 保証型商品

12 コスト削減 12 信用リスク

13 レピュテーション 13 経営者の質

14 保証型商品 14 コスト削減

15 販売実務 15 販売実務

16 経営者の質 16 気候変動

17 信用リスク 17 政治リスク

18 社会の変化 18 レピュテーション

19 コーポレートガバナンス 19 コーポレートガバナンス

20 自己資本の利用可能性 20 自己資本の利用可能性

21 ブレグジット 21 ブレグジット

日本の回答結果

今回の結果を見ると、グローバル、日本ともに「変革管理」が上位に入っている（図表1参照）。グローバルでは「テクノロジー」が1位、
「変革管理」が3位、日本では「変革管理」が1位、「テクノロジー」が3位となった。

日本の保険業界における最大の関心は、業界の変化に対応する能力と社内ビジネスやテクノロジーの近代化を効果的に実現でき
るかにある。回答者の一人は、「他の業界に比べて（保険業界は）、テクノロジー動向に対する反応が遅い」と述べている。しかし、
これらのリスクが上位にランクインしているということは、保険業界全体がテクノロジーの進展や変化する消費者のニーズに応えよ
うとしている姿勢の表れともいえる。

金利リスクはグローバルの平均順位よりかなり高い順位につけ、特に負債デュレーションの長い商品への懸念が示された。ある回
答者は、「20年以上にわたり、日本の保険会社では手厚い保証水準が問題を引き起こしている」とコメントしている。また日本は、
社会の変化がトップ10のリスクに入った数少ない国の1つである。長引く低金利環境と高齢化・人口減少といった社会の変化は日
本の保険会社にプレッシャーをかけており、この課題に迅速かつ適切に対処していくことが求められている。

＜図表1：日本とグローバルの比較＞

グローバルの結果より上位または下位となった
リスクは以下の通り（括弧内はグローバルの
順位との差異）。

社会の変化 （+8）
金利 （+7）
信用リスク （+5）
保証型商品 （+4）
規制 （−3）
レピュテーション （−4）
政治リスク （−6）
気候変動 （−10）

インシュアランス・バナナ・スキン 2019
－ 日本の分析結果 －

日本の保険業界が懸念するリスクとは？

PwCでは2007年より隔年で、Centre for the Study of Financial Innovation（CSFI）と共同し、
「インシュアランス・バナナ・スキン」と題した保険業界におけるリスクに関する調査を実施してい
る。今回の調査には、53カ国・地域から保険業の実務家、規制当局者、およびオブザーバー
927人が参加し、このうち日本からは25名の回答を得た。

＜日本の回答内訳＞
生命保険会社／17名、損害保険会社／5名、総合保険会社／1名、その他／2名

変化する事業環境・社会の要請に対応してい
くためには、これを担う人材の育成・確保が極
めて重要になる。今後、日本では労働力人口
の減少が進み、企業間の人材獲得競争は更
に激化すると考えられる。人材・能力開発は
保険会社における喫緊の課題といえよう。

一方、グローバルと比べて、気候変動リスク
の順位は平均より低い。また政治状態は概し
て安定していると見られている。
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バナナ・スキン・インデックス プリペアドネス・インデックス

トルコ 3.64 スペイン 3.47
マレーシア 3.59 南アフリカ 3.46
フィリピン 3.55 スイス 3.40
スペイン 3.51 トルコ 3.35
インドネシア 3.48 ポルトガル 3.33
シンガポール 3.44 韓国 3.33
南アフリカ 3.44 ドイツ 3.31
ポルトガル 3.44 マレーシア 3.29
タイ 3.44 バミューダ 3.28
ブラジル 3.41 デンマーク 3.20
インド 3.37 シンガポール 3.14
台湾 3.35 米国 3.13
オーストラリア 3.33 ニュージーランド 3.12
グローバル 3.33 香港 3.12
韓国 3.32 グローバル 3.11
英国 3.31 カナダ 3.10
日本 3.31 ギリシャ 3.09
香港 3.30 ルクセンブルグ 3.08
オーストリア 3.28 台湾 3.08
アルゼンチン 3.28 オランダ 3.07
カナダ 3.26 ベルギー 3.06
ルクセンブルグ 3.26 オーストラリア 3.03
オランダ 3.25 英国 3.00
ニュージーランド 3.24 フィリピン 3.00
米国 3.23 ブラジル 3.00
ベルギー 3.23 タイ 3.00
中国 3.22 中国 2.95
スイス 3.21 オーストリア 2.93
ドイツ 3.20 インドネシア 2.89
ギリシャ 3.20 インド 2.82
バミューダ 3.19 日本 2.68
デンマーク 3.15 アルゼンチン 2.50

日本のバナナ・スキン・インデックスは、グローバルの平均スコアをわずかに下回っており、リスクに対する不安レベルが低いことを
示している。一方、プリペアドネス・インデックス（リスクに対する準備度）は、グローバルの平均を大幅に下回るスコアとなっている。
つまり、日本の保険業界のリスクに対する準備度が低いことを示唆している。

日本の保険業界は今、大きな転換期を迎え、各社が変革への取り組みを強化している。海外企業の買収や大型のシステム投資
のほか、ベンチャー企業と組みアジャイル方式で新しい顧客提供価値の創造を進める企業がある中で、少なくとも今回の調査に参
加した日本の保険関係者からは、業界全体としてまだ、あらゆるリスクに対する準備が不十分であると認識されていることが確認さ
れた。

社会の変化：「社会は、これらの社会的圧力に応えることができないだろう。なぜなら、私たちはすべてを手に入れることを期待され
ており、したがって、厳しい選択は避けるからである。しかしながら、それは保険会社が責任を負うことではない」

金利/保証型商品：「顧客への保証期間は、保証を裏付ける資産よりも長い場合が多い」

変革管理：「顧客ニーズの多様化に加え、デジタル技術の高度化、異業種業界への進出など、事業環境の変化への対応が極めて
重要である」

テクノロジー：「デジタル・プロセスは、保険エクスペリエンスのすべての段階で導入されなければならない。ペーパーレス、キャッ
シュレス、エラーのないオンライン顧客エンゲージメント・オプションを提供しない企業は、重大な不利益を被るだろう」

＜お問い合わせ＞

宇塚 公一（Koichi Uzuka）
保険インダストリーリーダー

PwC Japan グループ

koichi.uzuka@pwc.com

（注）バナナ・スキン・インデックスは、調査質問票に

掲載されている21のリスクに対して、10人以上から

回答を得た各国の平均スコアを測定したものである。

スコアが高ければ高いほど、「不安レベル」が高いと

いえる。プリペアドネス・インデックス（リスクに対する

準備度）は、「保険業界は（リスクに対し）どの程度の

準備ができていると思いますか？ 1（不十分）～5（十
分）の段階でお答えください」という質問に対する回答

の平均スコアを測定したものである。スコアが高けれ

ば高いほど、想定される準備度が高いということにな

る。いずれの指標も「自己採点」であることにご注意

いただきたい。

日本の

バナナ・スキン・インデックス

3.31
日本の

プリペアドネス・インデックス

2.68

今後2年のうちに、これらのインデックスのスコアが
どのような変化を見せるのか、注目したい。

グローバルの回答結果をまとめたレポートは、以下の
ウェブサイトから閲覧可能です。是非ご一読ください。

www.pwc.com/jp/insurancebananaskins2019

インシュアランス・バナナ・スキン2019 （グローバル版）

回答者からの主なコメント（抜粋）

バナナ・スキン・インデックス／プリペアドネス・インデックス

＜図表2：リスクに対する不安レベルと準備度＞


