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＊巨大リスクの証券化 代替的リスク移転・ に関する一考察--- ART ---
＊＊高尾厚

第１章・序 問題の提起-----
平成不況に呼応するかのようにして、保険業界に合従連衡の気配が濃厚である。そ

の存亡に危機感をもつ経営者が大小入り乱れて少なからずいるためであろう。だが、
経営組織の存続確率を高める方策としては何も合併・統合戦略のみに限定されない。
代替的に新商品分野開発への果敢な挑戦もある（ [ ] 。吉澤[ ]がいみAnsoff 1965 2001）

「 、 、じくも指摘するように 保険会社 は 単に保険商品 を顧客に売るのではなくて---- ----
顧客のニーズに応じた保険商品を提供するのが本務のはずである （中略）提供する。

、 、商品は保険形態をとることが多いとは思われるが 保険商品に固執するべきではなく
顧客のリスク処理に最適な商品の開発・提供に努めるべきである （ 。それゆ」 ）p.245
え、本稿では、企業の現有資産（特にノウハウ）の「拡張援用」を以て提供商品の間
口を広げる代替的戦略 多角化戦略 を扱う。具体的に「代替的リスク移転」--- ----
（ ）わけても「巨大リスクの証券化」を題材に選ぶ。そART;Alternative Risk Transfer
の理由は、経営戦略論上、少なからず重要な代替案でかつまた、経済が進展するにつ
れ深刻化する自然災害にかかる「巨大リスク （ ）の処理が喫緊の問題」 catastrophe risk
となっている（１）にもかかわらず、これを正面から扱った論文が本邦ではさほど多
くないということである（２ 。ところで、この を扱うばあい、２つの側面から） ART
の論述が可能である（３ 。則ち、図１にあるように、代替的な保障提供者（リスク）
・キャリア－）と代替的な保障商品（ソリューション）とである。本稿では、紙幅を
勘案して主として後者に力点をおく。この意味で、本稿は に関するささやかなART
商品学的な一考察である。
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図１・ マーケットの分類ART
出所：スイス・リー[ ] 図４。2003 p,16
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第１章注：
＊本稿は 「損害保険研究」第６５巻第３・４合併号(２００４年２月発行)掲載の予、
定稿である。

takao@rose.rokkodai.kobe-u.ac.jp＊＊連絡先：
１）米国保険学界の泰斗 [ ]はこの点に関して以下のように指摘する 「リDoherty 2000 。
スクマネジメントの革新が特に劇的な領域は、自然の猛威に由来する巨大リスクのヘ
ッジングと証券化である。この種のリスクが常に問題となるのは、保険者が引き受け
たリスクを容易に分散できないからである。自動車・生命保険の類は、母集団内でラ
ンダムかつ相互独立に事故が生起するのに対して、自然災害にかかる保険のばあい、

。 、一時に大多数の契約が影響を受ける これに対し元受保険者は再保を利用してきたが
１９９２年のハリケーン・アンドリュー、１９９４年のノースリッジ大震災後、再保
市場がハード（強含み）化した （ ）産業社会での巨大リスクにいま１つ、タ。」 p.594
ンカー沈没・座礁による油濁汚染がある。筆者は、１９９７年１月２日発生のナホト
カ号油流出事故を契機に、高尾[ ]をしたためたが、そこで確認したのは民保がほ1999
とんど関与せず、專ら クラブ等の自家保険が利用されていることであった。現P&I

、 。状のままでは これらリスクも証券・資本市場で分散されることになるかも知れない
２）１９９８年に日本で「特別目的会社による特定資産の流動化に関する法律」が制
定され、かつまた「 １９９８年の）保険業法の改正により拡大された付随業務の範（
囲は、保険会社の に関する将来性を大きく広げるもの （日吉[ ] ）とART 2000 P.164」
期待されるにもかかわらず、未開の沃野を開墾する研究者は管見する限りだが、わが
国ではさほど多くない。吉澤[ ] [ ]；高尾[ ]；後藤[ ] 日吉[ ] 土1994 , 2001 1998 1999 ; 2000 ;
方[ ] [ ]が当座、列挙できる程度である。他方で 「保険リスクの証券化」に2000 , 2001 、
手を染めた日本企業は相対的に大手損保に限定される。この種のノウハウを組織スラ
ックとして蓄積するのに応分の企業体力を要するのだろう。具体的に、一方でわが国

1997 19 2000の損保・共済業界では 年の東海上 ９８年の三井海上 同年の安田火災、 、 、
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年の東京海上、２００１年の東京海上、２００２年日生同和、２００３年の三井住友
海上、同年の 共済がある（前二者については吉澤[ ] 参照 。他方で、JA 2001 pp.26-7. ）
保険会社を媒介させず「直に」資本・証券市場にリスク移転をした事案として ９19
８年のトヨタ自動車、１９９９年オリエンタルランドがある（日吉[ ] ；土2000 ,P.176
居[ ] [ ] 。なお、引用文献の最後者は の全世界の一覧2003 ,P.8;ART Directory 2003 ART）
表であり、日本の世界占率が８０件中７件と約１割であることを示している。また世
界の第１号案件は１９９６年１２月に起債されているように一部の は“ART

”の商品なのである。 が注目を浴びる理由が需要サイドにもある。つbrand-now ART
まり「企業向け保険市場がハード化するに従い、 市場の関心はキャパシティのART
増加に向けられた。このところ保険会社の資本基盤が逼迫するに伴い、伝統的な保険
カバーに多くの制限が加わるようになり、 ソリューションの需要は、移転が難ART
しいリスクへのソリュ－ションを提供する商品に向かってシフトしている。こうした
革新的なソリューションが、始めは非常に小さなものからスタートしたが、今やその
市場は急激に拡大している （スイス・リー[ ] 。」 ）2003 ,P.3

2003 ,P.3.３）スイス・リー[ ]
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２章・ の概要ART

第１節：第１類型としてのリスク・キャリアー
を一言で（ に）定義することは図１に示したようにさほど容易ではなART clearcut

い。やや包括的ながら、日吉[ ]はＡＲＴを「保険技術と金融技術が融合して生ま2000
れた新しいリスク移転の仕組み （Ｐ、２）と定義する。さらに、日吉[ ]は、従」 2000
来の保険と、①填補責任の決め方②保険金支払いの基準③リスクの移転先の３点のう
ち、１つでも異なれば、 の範疇に入れていいという（ （１ 。以下では消去ART p.12 ））
法的に、何らかの理由でリスクを「伝統的な保険」という手法にたよらずして処理す
る方法と最広義に定義しよう。これらの定義では、リスクキャリア－、ソリューショ
ンのいずれかになんらかの新機軸が確認できれば、 の範疇に属する。ART
さて、このような手法が考案される理由の主因の１つには、保険の基本原理とする

「大数法則」が貫徹しない性質をもったリスクの存在が先ず以て挙げられる（２ 。）
たとえば、大震災、同時多発テロ、大洪水、超弩級の暴風雨、地球規模の環境汚染で
ある。これらは損害発生確率の予測が困難であるばかりか、その損害規模についても

Friedman=Savageまたしかりである。従ってこれらのリスクをすすんで引き受ける（
[ ]のいわゆる タイプの）保険会社は多くない。つまり需要超過 いわ1948 risk-lover ----
ゆるハード・マーケット の状態となる。この不均衡（間隙）を解消（裁定）する-----
べく次のようなリスク・キャリアーにかかる という制度が出来する（吉澤ART
[ ] 。2001,pp.6,245 ）
具体的に、自家保険、キャプティブ、リスクの自己保有グループ、プールなどが考

案される。これらの共通項は、リスクを他人の勘定に移転させることなく、むしろ自
力で保有する方法にある。このばあい往々にして、大規模の事業会社で自身が地理上
広範囲に点在するばあい、リスクを自身で分散できるから、保険料損金計上の機会喪
失、危険準備金に係る機会費用などを勘案して選択される 要は付加保険料を負担-----
するよりも比較優位であるということである。実際のところ、世界中に多国籍化した

ART ----企業は多かれ少かれこの自家保険 キャプティブを始めとする 第１類型の、 「 」
リスク・キャリヤ を選択しているといわれる （３）これらのうち、自家保険に----- 。
ついては、 [ ](印南・森宮[ ])が、キャプティブについては、森宮[ ]Hax 1964 1971 1997
による詳細な検討がすでになされているので、その族生が１９３０年代の世界大恐慌
に触発された間接費節約 附加保険料の節減 の一環であることのみを記す。以下---- ---
では、第２類型の のソリューションを検討することとする。ART
-

第２節・第２類型としてのソリューション
---------- ----------------保険リスクの証券化

は上掲の図１のように、２つに類別される；このうち本稿では下半分のソリART
ューションのうち 新規性が最も強い 敢えて言えば 画期的 と思われる 証、 「 」 「--- -------

insurance linked-security IIS CAT catastrophe券化／保険リスク証券 ； ないし ボンド（ ）」 （
）に主たる焦点を当てる。このばあい （有価 「証券」( )とは何か 「証bond security、 ） 、

券化 （ ）とは何か、を定義しなければなるまい。その際、筆者は法学」 scuritalization
者でないので、経済学的には通用するものの、専門家にとってはやや曖昧な定義をせ
ざるをえない。それゆえここで（有価 「証券」とは、そのもののうちに経済的価値）
を化体する券面で第三者にも流通するもの、と、また 「証券化」とは本来経済的価、
値をもたないものに証券の性格をもたせること、と定義しておく （ ）。 4
以下では、世界の耳目を引いた日本での２つの典型例をより深く検討したい。時間

．．

軸が反転するが、ある意味で「革新度合い」の低い順（ ）から第１例として、２０5
０３年の 共済の「巨大リスクの証券化」を扱う。ここでは、リスク処理を本務とJA

．．．．．．．．．

する保険会社の仲介により、世界最大規模の５５０億円のリスクが証券化されたこと
．．．．．．．．． ．．．．．．

を確認する。第２は、世界で最初にリスク保有者自身から投資家にリスクを直に移転
．．．．．． ．．
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「 」 。される地震債券が オリエンタルランド により１９９９年に発売された事例である
これも諸般の事情がよく発売後まもなく完売となった （ ）。 6

１． 共済の巨大リスク証券化 保険会社介在型JA ---
周知のとおり、 （全国共済農業協同組合連合会）は （ 原則自動付帯」特約制JA 、「

の）民間損保と異なり、家計共済（火災共済、生命共済）を運営する際に、共済契約
者の地震および台風による損害を特約なしで「自動」担保しているため民保よりも大
きな危険にさらされている。とはいえ、地震危険は民保とちがい、 は全国くまなJA
く危険を引受けているので、民保のように、関東・中部地方の地震保険付保率が高い
といういわゆる「逆選択 （７）状態は緩和されるものの、それでもなお１９９５年」
払暁５時４６分発生の阪神大震災(８)（マグニチュード７．１）の折り、建物更生共
済金、生命共済金計１０５０億円（兵庫県共済連内部資料、 時点；対する1995/10/10
民間損保全社７６０億円、損保ファクトブック１９９５、 ）を支払ったように、P.54
さほど盤石の体制にはない。そして、極く直近の例としてことし９月２６日早朝４時
４５分頃十勝沖で地震（マグニチュード８．０）が発生（８ 、さらに南海地震、東）
南海地震、関東大震災、富士山噴火の可能性も専門家から指摘されている。このよう

「 」 、 、に文字どおりの 地震大国 にあっては 全国くまなく事業展開する 共済ですらJA
万一のばあいのソルベンシーに疑念が生じたのであろう。

A他方、台風に関して、古くは「台風史上最大といわれる室戸台風に匹敵する超
級のものと観測され 被災家屋２３万戸、被災総額５００億円 （昭和３５年３月----- 」
３０日岐阜県作成「岐阜県を襲った伊勢湾台風 ）をもたらした１９５９年９月の伊」

（ ）、 。勢湾台風 正式には台風１５号 そして１９９１年９月の台風１９号が注目される
後者は「最近２０年間の世界の巨大リスク・ベスト１０」の第三位を占め、その損害
は６，５４２億円と当時のわが国損保会社の自己資本総額２兆３３００億円の３０％
を占めるほどの激甚さであった （９）このレベルの台風リスクに対しても 単体。」 JA

JAのみ 元受契約 で消化するには無理があることは直感的に理解できよう そこで（ ） 。
が今回採用したのが 日本全域での 地震・台風リスク を証券化 共済[ ] )「 「 」 」（JA 2003 p.1
するという戦略である。
ここでとりいそぎ結論を先出しすれば、分析の主役となるのは、特別目的会社

Special Purpose Vehicle ---（ ） 「 」が発行するいわば 元本償還停止条件付き利付き金融債
地震・台風に起因した大損害にかかるプット・オプション である。これを以て、-----
特別目的会社のなかで、地震・台風リスクという「純粋危険」が「投機的危険」に変
換され、ひいては当該リスクが保険市場ではなくて資本市場で吸収されるところがミ
ソといえよう。
以下、時系列的に、下図２を参照しながら、このスキームが組成されていく過程を

追跡してみよう。

再保険料
共済連 → スイス再JA

← 保険会社
再保険金

→ 組合 ↑ リスクJA
← 員・利 回収 移転>
共済金 用者

欧米の機 共済掛金 特別目的
関投資家 → 会社

元本減額・回収

←

証券発行・利払い

図２： 共済の証券化スキームJA
出所： 共済[ ]JA 2003

------------------------------
①共済組合員ないし共済利用者と 共済連との間で 地震・台風担保の火災共済 いJA 、 （
わゆる「建更 ）契約が締結される。」
② 共済連は、スイス再保険会社（略称：スイス・リー、Ｓ＆Ｐ格付け ）に次JA AA+

（ ）。 、「 、のような条件の再保険をする つまり 建物更生共済の自然災害リスクに関し11
地震または台風により日本国内で発生した第２回目の災害（一定規模を超える災害が
発生した場合 その後引き続いて発生する災害 による被害を対象に 再保険契約(セ、 ） ----
カンドイベントカバー契約) （ 共済[ ] ）である。このスキーム作成に参加」 JA 2003 ,p.1
した、 [ ]によれば、セカンドイベントカバーにすることABS Consulting, EQCAT 2003
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、 、 「 」（ ） 。で 市場透明性が向上し ひいてはいわゆる ベイシス・リスク が減少した12
③ 共済の再保険を受けたスイスリ－は、オフ・ショアのケイマン諸島に特別目的JA
会社を設立した；すなわち、フェニックス・クウェーク・ウィンド・リミティド、フ
ェニックス・クウェーク・リミティド、フェニックス・クウェーク・ウィンドⅡ・リ
ミティド、の三社である。
④スイス・リーは、 共済連から受再したリスクをこれら３社に移転することで、JA
スイス・リー自身の倒産危険を遮断する。
⑤これら３社は、下表１のような期間５年、額面総額４億７０００万ドルの３本（各
々、８，５００万ドル１本、１億９，２５０万ドル２本）の債券を発行する（ ；13）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特別目的会社 債券の内容 再保険カバー 再保険カバー

格付 利回り 発動事由 回収事由
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
フェニックス・ 地震 地震、台風Baa3 LIBOR
クウェーク・

BBB+ +2.45%ウィンド・リミティド
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
フェニックス・ 地震 地震Baa3 LIBOR
クウェーク・

BBB+ +2.45%リミティド
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
フェニックス・ 地震、台風 地震、台風Ba1 LIBOR
クウェーク・ウィンド

BBB- +3.5%Ⅱ・リミティド
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA 2003 ,p.2出所： 共済[ ]
注：格付け上段はムーディズ、下段は による。 は３ヶ月物ロンドン銀行S&P LIBOR

。 。間取引金利である 地震・台風リスクの評価については (本社米国)が担当EQE CAT
表１：フェニックス３社発行の債券の概要

⑥債券購入者（欧米の機関投資家）は以下に述べるような「投機的危険」を引き受け
る。その対価が、 に上乗せされたスプレッドは、プット・オプション・ライLIBOR
ターに支払われるオプション・プレミアムに相当し、実数値は である+2.45%~+3.5%
事実上、この機関投資家がスプレッド相当額を「保険料」として収受する「再々-----

保険者」に相当する。さて、その投機的危険とは、将来事象の１つとして、債券購入
後５年内に「日本国内において一定規模超える災害（地震または台風）が発生した場
合に、その後引き続いて 災害 （ 共済[ ] ）が発生したばあいに元本を没--- JA 2003 ,p.1」
収・減額する、というそれがある。
⑦特別目的会社は、５年間、預かった資金を信託口座において安全確実に運用する。
もし、⑥で述べた事実が発生しなければ、その間、利払いと償還期限時に元本がなさ
れる。
⑥以上の 共済のリスク証券( )化は 世界最大規模５５０億円 共済[ ]JA ILS JA 2003、「 」（

．．．．．．

）ということで一部マスコミで話題にされたが、前述し、またのちに検討するオ,p.1
リエンタルランド地震債券のように国内ですでに先行事例がいくつかあるオーソドッ
クスな類型である（ 。14）

２・オリエンタルランドの地震債券の発行 自力発行型（ ）--------- 15

（株）オリエンタルランドは東京近辺（千葉県浦安市舞浜１－１、１９６０年７月
１１日設立、資本金６３２億１１２万７千円）においてテーマパーク・東京ディスニ

、 。 、ーランドを運営し その入場者は世界最大を誇る東証１部上場の企業である 同社は
１９９５年の阪神大震災による神戸のポートピアランドへの入場者激減に鑑み、１９

、 （ ）。 、９９年５月に世界で初めて自力で地震債券を発行し まもなく完売した 以下16
．．．．．．

そのスキームを検討することとする：
①同社は万一に備え、地震に伴ういわゆる「直接的損害」 施設の損壊等 を担保---- -----
する、企業向け地震危険特約付き火災保険については、阪神大震災発生以前に手配済
みであったようである。だが、当時 「企業の利益損失リスクを広範囲にカバーする、
保険として「企業費用・利益総合保険 （吉澤[ ] ）はあったが 「地震リス」」 、2001 pp.6-7
クは免責 （同 ）であった。」 ,p.7
②阪神大震災発生後、神戸のポートピアランドが風評による入場者激減に遭遇し、経
営難に陥ったことを知ったオリエンタルランドは、関東大震災クラスの地震が同地で
発生したばあいと同様に「交通機関への被害やレジャーに対する消費マインドの冷え
込みから、来園者の減少に伴う一時的な収入減 （オリエンタルランド広報室[ ]」 1999
） いわゆる「間接的損害」 に遭遇するリスクを察知する。この点で同社は,p.1 ---- -----

いわば「リスク感性」の高い企業といえよう。
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③「債券市場の多様化に伴い、様々な商品開発が可能となったこと、また地震に対す
る分析の精度が向上してきた（ ）ことなどから、オリエンタルランド、ゴールドマ17
ン・サックス・アンド・カンパニー社（本社：米国ニューヨーク市 、 イン） EQECAT
ク社（本社：米国サンフランシスコ市）の３社の協力の下 （同 、以下のような２種」 ）
類の地震債券が発行された（土方[ ] ；2001 ,pp.89-90）

・債券の内容：東京（舞浜）を中心とする地震リスクを対象とする米ドル債
・発行体： (ケイマン島に設立された特別目的会社)Concentric, Ltd.
・債券の種類：元本が地震の発生規模により減額される

（減額方法については後述）
・発行金額：１億米ドル
・期間：５年間

LIBOR+3.10%・受取利息：６ヶ月物
・格付け： ( ) ( )BB+ S&P Ba 1 Moody's

表２： ）元本リスク型債券（ ）の概要（A Catastrophe Bond
2003 ,p.90.出所：土方[ ]

・債券の内容：東京（舞浜）を中心とする地震リスクを対象とする米ドル債
・発行体： (ケイマン島に設立された特別目的会社)Circle Maihama Ltd.
・債券の種類：元本償還型債券

（元本は保証される。ただし、期間中対象となる地震が発生
した場合はオリエンタルランドが発行する社債を購入する）

・発行金額：１億米ドル
・期間：５年間、ただし地震が発生した場合は最長８．５年に延長される

LIBOR+0.75%・受取利息：６ヶ月物
・格付け： ( )A S&P

B Catastorophe Contingent表３：( )信用リスク・スイッチ型債券（
）の概要Financing Facility

2001 ,p.90.出所：土方[ ]

④対象となる地震は以下のように定義された；
オリエンタルランドの所在地、舞浜、つまり北緯３５ ３７’４７”東経１３９ ５〇 〇

３’０３”を中心として、
（ ）半径１０ｋｍ以内を と定義し、この範囲が震源地のばあい、マグi Inner Circle

ニチュード６．５以上、
( )半径５０ｋｍ以内を と定義し、この範囲が震源地のばあい、マグニii Inner Ring

チュード７．１以上、
( )半径７５ｋｍ以内を と定義し、この範囲が震源地のばあい、マグニiii Outer Ring

チュード７． 以上、のそれで、かつまた震源地の震度が１０１ｋｍよりも浅いばあ6
いにトリガーが引かれる。
⑤「上述した条件を満たす地震が発生すると （ ）タイプの「元本リスク型債券」、 A

、 」については元本が減額されるかたちで オリエンタルランドに資金支払いが行われる
（ ）。 「 」（ 「 」） 、土方[ ] この場合の 減額率 債券購入者の観点からは 没収率 は2001 ,p.91
下図３に示すとおりである。

Inner Circle km同図の意味するところは 「たとえば、 を震源地とする深度１０１、
以下の地震が発生し、そのマグニチュードが７．１であったら、オリエンタルランド

、 ， 」（ ）が元本リスク型債券の元本の７０％ すなわち７ ０００万ドルを受け取る 同,p.91
ということである。この商品は、前述した 共済の と基本的に同様のJA CAT BOND

--- --- JA CAT構造 元本償還停止条件付き金融債のそれ をしている 両者の相違点は の。 、
のばあい、セカンドイベントカバー契約で事故発生時、元本が１００％没収BOND

されるのに対して、オリエンタルランドのばあい、ファーストイベントカバー契約で
事故時の没収率が流動的である、ということである。
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没収率( )%
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6.5 6.7 6.9 7.1 7.5 7.6 7.7 7.9
マグニチュードJMA

図３：マグニチュードと没収率との関係
出所：土方[ ] 図４ー２（２）を改造。2001 p.93,

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
⑤他方、Ｂタイプ、つまり、信用リスク・スイッチ型債券を検討しよう；この地震債
券のばあい所定の条件をみたす地震が発生時に、オリエンタルランドが社債発行権を

のサークル・マイハマに行使できる。後者は、あらかじめ当該地震債権の購入者SPV
から収受して信託勘定に預託していた資金プールを取り崩し、オリエンタルランドの
社債購入資金に充当する 「オリエンタルランドは、こうして得た 代金を緊急資金。 ---
の一部に充てることができる （土方[ ] 。なお、この社債利息は、該当地震」 ）2001 ,p.91
発生後、３年間は免除され 緊急時の費用負担軽減 ４年目から約定の利息を支----- -----

、 ． 。 、 、払い 最長８ ５年後に元本償還となる この意味で この タイプの地震債券はB
Call Option所定の大震災をトリガーとする、一種の「コール・ローン」を引き出す

の機能を果たしているもの、といえる。
－－－－－－－－－－－－－
第３章注：
（ )一例は、気象保険で、ここでは①、②が旧来の保険と違うので、 に分類さ1 ART
れる(同 )。,pp.12-3
（２）保険成立の大前提の「大数法則」が成立するためには、リスク間の相互独立性
が必須条件であることは、高尾[ ] の数学注を参照。いずれにしても、巨1998 ,pp.70-1
大リスクは地理・時間的に広範囲にほぼ同時間に大災害を惹起するので、危険の分散
が容易でなく、従って保険の対象にし難い。
（３）スイス・リー[ ]によれば 「キャプティブは２００１年、世界全体で総額2003 、
２５０億ドル（世界の企業保険の１０％に相当）の保険料を受け入れるとともに、保
険契約８０億ドル分を世界の再保険マーケットに出再し、１，３８０億ドルの資産運
用を行っている。１９９８年以降、キャプティブ・マーケットは平均で年率１０％の
伸びを示したのに対して、伝統的な企業保険はその煽りで低迷を余儀なくされた」
（ 。p.20）

筆者は経済学部生時代の商法講義により 公共交通機関の乗車券が改札前は 有（ ） 、 「4
価証券」で、改札後は「契約成立の証拠証券」に変わり、第三者に流通しない、とい
う程度の知識しかもたなない。なお、ドイツ語の (価値を取り去る)とい"Entwertung"
う語を「改札」とするのは適訳であろう。
（ ）上述のように、リスク処理を本業とする保険企業自身による証券化の嚆矢はわ5
が国では、１９９７年１１月の東京海上である。
（６)土方[ ] によれば 「銀行、再保険会社、損害保険会社、資産運用会社2001 ,p.28 、

、 」（ ）。など 欧米の機関投資家を中心に販売を完了した オリエンタルランド経理部 課IR
（７）今回の震災では家計の被害よりも企業のそれが甚大となろう。最大の被災者は
苫小牧にある出光石油北海道工場であろう。同社の今年１０月１８日時点の によHP

、 ， （ ）れば ナフサ３２ ７７９ 貯蔵の３００６３番製油タンク 浮き屋根式円筒貯漕kl
から地震発生と同時に出火、鎮火するまで４４時間を要し、最終的にタンクは高温に
耐えきれずメルトダウンした。不幸中の幸いで、負傷者、怪我人皆無であった。同社
はこのような旧来の予想を超える大規模災害に備え、１０月１４日に米国から「大規
模泡放射砲」を導入して防災能力アップを図った。被害総額は現段階で公表されてい
ないが、数十億円をゆうに超過するものと予想される。
（８）その詳細についてはたとえば、神戸新聞社[ ]を参照。1995
（９）土方[ ] なお、１９９９年９月の台風１８号にかかる支払保険金は同2001 ,p.23.
年１１月時点で２３００億円で最終的にベストテン入りする模様である（同 。）
（ ）ここで保険本質論の観点から留意すべきは、共済が再保険を調達することであ10
る。なぜならば、理論的には保険と共済といわば二律排反関係にあるはずだからであ
る。双方が整合するとすれば、現在の共済は本質水島[ ]のいわゆる「共同組合保2002
険 （ ）と性格規定されよう。」 p.14-5
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（ ）ベーシス・リスクとは「ヘッジ取引における本源的資産の価格と派生商品の価11
格の差 吉澤[ ] のことである 詳細は 同書 [ ]」（ ） 。 、 、2001 ,p.28 pp.108,167,245;Doherty 2000
,pp.596-8.
（ ）それゆえ、償還停止条件付き利付金融債の発行元は 所定の事故が発生すれ12 -----
ば債券購入者は相応の金額分を負担し、期間中無事故ならば元本は全額償還されると
いうプット・オプションのロング・ポジションに立つもの と同値である。-----
（ ）本件にかかる 共済にとってのメリットは、再保一辺倒戦略の見直しで危険13 JA
分散度が高くなり、ひいては共済事業の安定性が高まったことであろう。他方で、デ
メリットもあった。すなわち「再保険に比べて証券化によるリスク移転のコストはや
や高い （全共連生命建物部建物再保険再共済グループ；土居[ ] ）ということ」 2003 ,p.8
である。この事実は例外ではなく、ミザーニ[ ]がいうように、 発行2000 CAT BOND
に際しての固定費はいまだ学習効果の十分働かないので、高止まり状態なのである
（ 。pp.78-9）

本項は オリエンタルランド広報室[ ] 土方[ ] 吉澤[ ]（ ） 、 、 、14 1999 2001 ,pp.89-101 2001
に依拠した。
（ ） 「 、 、 、15 IRオリエンタルランド経理部 課によれば 銀行 再保険会社 損害保険会社
資産運用会社など、欧米の機関投資家を中心に販売を完了した （土方[ ] ）」 2001 ,p.28.
（ ）実際、 傘下の は 「既知及び未知の将来起こる可能性のあ16 EQE ABS Consulting 、
る全地震源に対し、約 件以上の地震イベントを考慮し、日本における地震ハ400,000
ザードと定義 （[ ]）したという。」 2003
（ ）日経（ ）によれば、 社が世界第２番目の発行元にな17 2003/1/17 Vivendi Universal
った。さらに、同類型の事例が直近に現れた。つまりは、 が保険市場を経由さFIFA
せず、直に資本市場で、２００６年のワールドカップの興行中止リスクを分散するス
キームを計画中であることを公表した。具体的には、幹事会社にクレディ・スイス・
ファースト・ボストンが指名され、この９月末までに３億５千万スイスフラン相当の
「カタストロフィ・ボンド （ムーディーズ格付け ）を発行した。主因は２００２」 A3
年開催の日韓でのワールドカップの興行中止危険担保をフランスの損保会社アクサ
が、２００１年９月１１日の同時多発テロ発生を理由にキャンセルし、保険企業への
不信を買ったことが主因のようである（保険毎日新聞、２００３年９月１６日 。）
－－－－－

第３章・結 要約------
以上の考察を要約すれば、以下のように箇条書きできよう；
①高尾[ ] 日吉[ ] ミザーニ [ ] 訳者あとがき 土方 [ ] )1998 2000 2000 p.219 2001 p.62、 、 （ ） （

が指摘するように、保険とオプションとは相互に強い親近関係にあり、双方の市場、
つまりは保険市場と証券市場との往復交通は法律的にはともあれ、経済的にはさほど
困難ではない。
② はやや強引に代数的思考の産物に喩えれば、伝統的（再）保険は算数的思ART

考のそれであるともいえよう。前者にはかなりの抽象力がいり、金融工学的色彩が濃
。 、 「 」（ ）いからである とはいえ を翻訳しても 補完的リスク移転 日吉[ ]ART 2000 ,P.175

、 。 、程度にしかならず 両者は完全代替関係にはならない むしろ の対象リスクはART
台風、暴風雨、地震等の「異常な自然災害リスクあるいは信用リスクや残存価格リス
クなどの財務リスク （同）などに限定されよう。かくて、 への過大評価は禁物」 ART
である。

、 「 」③保険リスクの証券化の制度は いわば 純粋リスクの投機的リスクへの変換装置
である。このような変換が行なわれるのは、純粋リスクを吸収するはずの保険市場
が投機的危険を吸収する資本市場より遙かに狭小だからである。一説では米国でのそ
の比率は、 時点で 億ドル（保険企業の自己資本総額 ： 兆ドル（資本市1998 2100 19）
場の資金量総額 （≒１：１００）といわれる（日吉[ ] 資料５；土方[ ]） 2000 ,p.26 2001

；またミザーニ[ ]が予想するところでは、キャト・ボンドの将来的市場pp.23,33 2002
規模は約 億ドルである。 （１ 。5000 p.36） ）
④ 共済、オリエンタルランド双方が発行した地震債券は、保険商品よりも金融JA

（２）商品の性格が強い。勿論、地震リスクが関与するから、純粋の金融商品ともい
えない。リスクを担保する資金が債務者に前貸しされるという点では、近代保険に先
行した「冒険貸借」あるいは「無償貸借」に酷似した制度とみなすことができ、リス
ク処理に関してある種の「先祖帰り」が生起しているのかもしれない（３ 。）
⑤巨大リスクの証券化の「目玉」は、それと一般的な経済リスクとの相関係数が０

（ ） 、 「 」（ ）である 日吉[ ] 資料３８参照 ため 投資家が 分散投資2000 ,p14, diversification
cf.Markowitz目的にそのポートフォリオに入れると投資効率が上がることである（

[ ] 。ミザーニ[ ]がいみじくも言うように 「金利、為替、その他のマクロ経1970 2002） 、
済の変動要因が株式市場に与える影響は大きいが、事故、とりわけ天災に起因する事
故は株式市場に影響をほとんど与えない（ ）このため、キャット・ボンドをポート。
フォリオに加えても、ポ－トフォリオ全体のリスクは相対的にほとんど増加しない。
－（略）－バランスがとれていて、リスクの小さなポ－トフォリオではキャット・ボ
ンドを追加することにより、リスクをそれ以上小さくはできないかもしれないが、リ
ターンを大きくすることができる 。つまり、保険リスクはこの世界である種の「資」
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産」なのである （ミサーニ[ ] ３４ なお に災害リスクを投入後の効率的フ。 2002 ,p. ; p.35
ロンティアの上方シフト図を参照。また、土方[ ] さらに、スイス・リー2001 pp.51,
[ ] も参照 ）2003 ,p34 。
⑥本稿を以て今後の将来展望を即断するのは拙速にすぎるが、産業構造の高度化と

ともに巨大かつ集積リスクが生成する傾向に鑑みれば、 、リスク証券化は一層のART
脚光を浴びるであろう。そのためにはまず以てその組成を重ねることで習熟曲線の低
位シフトさせることが望まれる（４） 現下は中小規模損保には多額の固定費を勘----
案すれば、いわば「高値の花」であろう(ミザーニ[ ] ) （５）2000 ,pp.81;86 。
－－－－－－－－－－－
第３章注

2003 CAT１）同様の悲観的な見解を損害保険事業研究所[ ]はする。曰く 「伝統的な、
再保険に比べると、 ボンドによる自然災害リスクの証券化は、極めて限定的なCAT
試みと言わざるを得ない 」と（ 。その理由としてその脚注で「証券化によって。 ）p181
資本市場から獲得されたキャパシティは、２００２年で、１０億ドル程度と推定され
るが、その金額は伝統的再保険により獲得された再保険キャパシティ（ ビジネCAT
ス）の１％程度」という事実を挙げている。だが私見では、このような保険市場の硬
直的傾向は長期間の カルテルの容認を始めとする 実体的監督主義に起因して、---- ---
より強いのかもしれない。
２）吉澤[ ]は、法律家の立場から金融を以下のように定義する 「自己宛請求権2001b 。

、 （ 。 ） （ 。 ）売買によって 資金不足者 赤字主体 が資金余剰者 黒字主体deficit unit surplus unit
から資金を調達する経済手段 （ ）である、と。」 pp.36,41,47

2002 pp.35-40,３）リスク（ただし純粋危険）処理にかかる歴史的系譜につき、水島[ ]
特に図２－１を参照。また、冒険貸借、無償貸借、仮装売買、近代保険を貫徹する一
般法則の存在については、高尾[ ]第１章を参照。1991
４ 以下の指摘は言い得て妙かも知れない 保険経営者は以て銘すべしであろう 金） 。 。「
融市場の方がリスクの分散という点で遙かに効率的であるにも関わらず、再保険市場
の方が純粋リスクに関する過去の経験と技術的な専門知識を持っているため、純粋リ
スクの分散については金融市場に対して優位性を保つことができる。 キャット-------
・ボンドをもっと投資家が投資しやすいように構成し、参加者が増えてくれば、投資
家の学習効果も上がり、再保険市場の情報優位性は崩れていくだろう （ミザーニ。」
[ ] ）また「将来的には店頭取引によるキャット・ボンド発行は保険業界以外2000 ,p.77
の一般企業にとって保険に代わる選択肢となりうる （同 ）さらに「保険を性。」 ,p.88.
格付け、硬直的な保険条件しか提供できないようにしている法律上の規制を打ち破る
ような新しいリスク転嫁策を生み出すのに格好の場所を店頭市場は提供している」
（同 。最後に 「今後、伝統的かつ閉鎖的な保険市場のほかにリスクファイナ,p.159） 、
ンスを自由に行える市場が創出されてくる可能性がある （土方[ ] 。」 ）2001 p.97
５）尚、ミザーニ[ ]は代表的なデリバティブ取引所の の長所、短所2000 CBOT,BCOE
を詳細に列挙している（ ）pp.112-119,130-132
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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タルランドの今井啓祐氏、 共済の魚住真喜氏・長島佳史氏、神戸大学の久保英也JA
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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