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講師経歴
所属 主な仕事

1981.04 1984.03 慶應義塾大学大学院工学研究科 工学修士

1984.04 1987.07 ソニー・プルデンシャル生命保険
数理業務
変額保険の導入

1987.08 1994.08 プルデンシャル生命保険
会社設立
リビングニーズ特約の導入

1994.09 2000.03 生命保険 会社設立 数理 商品開発

2000.04 2004.09 ソニー生命保険 商品・数理・

1999.04 2001.11 筑波大学大学院経営政策科学研究科 法学修士

2004.10 2012.12 生命保険 団体営業担当役員

(2007) (2012)
アクサ設立 ネクスティア生命に改

称後 現アクサ・ダイレクト生命
会社設立〔インターネット生
命保険会社〕商品・数理

2013.01 2013.03 ライフネット生命 コンサルタント

2013.05 2015.06 韓国 サムスン生命 顧問

2016.04 慶応義塾大学理工学研究科 特任教授

日本アクチュアリー会正会員
東京大学 理学部数学科 非常勤講師
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 非常勤講師 など

年「生命保険数学の基礎」（ 第２版）を東京大学出版会から出版



本講演の基調メッセージ

• 潤沢な安全割り増しから発生する内
部留保の確保

• 保障性商品を基調とする保険商品
のラインアップ

• 営業職員チャネルによる保険販売
への回帰
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日本の保険会社

生命保険会社

保険会社 損害保険会社

韓国には少額短期保険の保険会社は存在しない

少額短期保険会社

生命保険の
みを扱う

損害保険の
みを扱う

期間は短いが生
損保両方扱える
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日本の保険会社の組織

所有者＝保険契約者（社員）

日本の大手生保

所有者＝株主

第一生命のほか外資 中小生保

相互会社

保険会社

株式会社

会社利益⇒保険契約者（社員）

資本金はなく基金がある

会社利益⇒株主

資本金がある

意思決定機関⇒社員総代会

意思決定機関⇒株主総会

韓国には相互組織の生命保険会社
は存在しない

その他大きな保険組織として「共
済」がある
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本日のコンテンツ

☆ 生命保険会社の連続破綻を振り返る

☆ 商品：低金利下における商品政策
要点：十分な内部留保が確保できる商品群
利差のみ商品（有配当商品はほとんどこれに移行した）
低解約返戻金商品・無解約返戻金商品
死差益の確保（十分な安全割増）
配当政策（法律上は２０％が最小還元率となった）

☆ チャネル
セールス・フォース概要
代理店の意向確認の徹底
保険ショップ
営業社員教育の革新
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日本の生命保険会社の集中的な破たん

破綻時 処理完了 債務超過額

予定利率

破綻前
（平均）

破綻後
（上限）

日産生命 年 月 年 月 億 不明 ％

東邦生命 年 月 年 月 億 ％ ％

第百生命 年 月 年 月 億 ％ ％

大正生命 年 月 年 月 億 ％ ％

千代田生命 年 月 年 月 億 ％ ％

協栄生命 年 月 年 月 億 ％ ％

東京生命 年 月 年 月 億 ％ ％

大和生命 年１０月 年 月 億 ％ ％

現在の日本の生命保険の監督や商品などに関する姿勢を理解するには 年台
にあった連続的集中的な生命保険会社の破綻を前提として考えた方がよい
• 手厚い内部留保
• 死差益の確保
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破たんの原因を招いた代表的保険商品Ⅰ
一時払い養老保険

契約開始 保険期間満了

満
期
保
険
金

死
亡
保
険
金

一
時
払
保
険
料
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破たんの原因を招いた代表的保険商品Ⅱ
年金保険ローン

金融機関

消費者

保険会社

募集代理店

前納に対する ％程度の
利回り負担＋配当負担

 年金を前納一括で購入する
 購入の原資は銀行借入
 変額ではない⇒確定利率
 前納割引と予定利率＋配当
 全部で約８％程度の確約をした

 金融機関主導なのでこのビジネ
スを止められなくなった
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Law of large Numbers
• The fundamental principle of insurance
This principle is most essential for the understanding the concept of 
insurance.
Random variables {𝑿𝒌}𝒌=𝟏,𝟐,𝟑,⋯,𝒏, i.i.d. represent  𝑿 with value

𝐗 = ቊ
𝟏 𝒅𝒆𝒂𝒕𝒉
𝟎 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆

Then 𝑬 σ𝒌=𝟏
𝒏 𝑿𝒌/𝒏 = 𝑬(𝑿), 𝐕𝒂𝒓 σ𝒌=𝟏

𝒏 𝑿𝒌/𝒏 = 𝑽𝒂𝒓(𝑿)/𝒏
This means more insureds more stable situation.
• But, for the life insurance industry, a discount rate 𝒀 (this is a random 

variable, independent of 𝑿) is also essential.
If we see the one year term insurance,
Premium =𝑬 𝒀σ𝒌=𝟏

𝒏 𝑿𝒌/𝒏 = 𝑬(𝒀)𝑬(𝑿),

𝐕𝒂𝒓 𝒀σ𝒌=𝟏
𝒏 𝑿𝒌/𝒏 = 𝑬 𝒀𝟐 𝑽𝒂𝒓 𝑿 /𝒏 + 𝑬 𝑿

𝟐
𝑽𝒂𝒓(𝒀)

The first term will be vanished as 𝒏 → ∞ .
But the second term will not vanished. In the classical text book, 𝒀 is not 
a random variable.  But currently, 𝒀 is recognized as a random variable, 
therefore 𝑽𝒂𝒓 𝒀 will not vanished.

生命保険には大数の法則は働かない

割引率が確率変動するようになると保険の原則であった「大数の法則」は成り立たない
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過去４０年間の日本の１０国債の金利

1980/4
8.888%

1987/6
3.969%

1990/10
7.786%

2003/6
0.548%

新保険業法施行1996

多くの生保が破たん

2000 2010

1987/10

ブラック・マン
デー

2008/9

リーマンショッ
ク
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過去４０年間の日本の１０国債の金利

1980/4
8.888%

1987/6
3.969%

1990/10
7.786%

2003/6
0.548%

2000 2010

誰もがこの辺りの金利幅
で振幅すると思っていた

1987/10

ブラック・マン
デー

2008/9

リーマンショッ
ク
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国債と日経平均 まとめ

1980/4
8.888%

新保険業法施行1996

1989/12
38915.87 yen

多くの生保が破たん

1987/10

ブラック・マン
デー
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ドルと円の為替レート

新保険業法施行

多くの生保が破たん

円
高

プラザ合意
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主要都市の商業地の最高価格推移

新保険業法施行

多くの生保が破たん

1990年3月（H2）大蔵省銀行局長通達「土地
関連融資の抑制について」

いわゆる「総量規制」



日本の生命保険会社の集中的な破たん

破綻時 処理完了 債務超過額

予定利率

破綻前
（平均）

破綻後
（上限）

日産生命 年 月 年 月 億 不明 ％

東邦生命 年 月 年 月 億 ％ ％

第百生命 年 月 年 月 億 ％ ％

大正生命 年 月 年 月 億 ％ ％

千代田生命 年 月 年 月 億 ％ ％

協栄生命 年 月 年 月 億 ％ ％

東京生命 年 月 年 月 億 ％ ％

大和生命
年１０
月

年 月 億 ％ ％

再掲
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破たんへの道筋

規模の拡大 配当競争

配当原資は
利息配当だけ

金利のよい外国債券購入
少し楽をして稼ごうと思った

年のプラザ合意
外国債券が毀損した

 利配収入の確保は問題なし
 株価はまだ高かった
 金利もまだ大丈夫

 １０年たてば元に戻る（根拠
のない慰め）

 他社も同様（これも慰め）

一時払養老
金利依存契約

ところが！！ 株価の暴落・金利の急降下
なお、不動産もこのとき急落している

破たん
17
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破たんの要因と現状

外的要因
相互会社の配当規制

経済環境の激変

内的要因
貯蓄性商品への偏向

銀行融資など外部を用い
た

自己資本概念の欠如

経営層の判断ミス

内部留保が大幅に可能と
なった

ALMの導入
（激変は不可避）

保障性商品に回帰

銀行窓販は補助的

ソルベンシーマージンなど
の整備

トップの機能の分散化

現状破たんの要因
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この当時破たんを免れた会社

外的要因
相互会社の配当規制

経済環境の激変

内的要因 貯蓄性商品への偏向

銀行融資など外部を用い
た

自己資本概念の欠如

経営層が判断ミス

配当規制の緩和が間に
合った

保障性商品の膨大な死差
益が激変を緩和

保障性商品を捨てること
はなかった

営業職員を基軸とする活
動を守りきった

予定事業費部分にも十分
余裕があった

同族会社が
少なかった

破たんを免れた要因破たんの要因
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破たんを免れた会社の主な要因

保障性商品の膨大な死
差益が激変を緩和

保障性商品を捨てること
はなかった

予定事業費部分にも十
分余裕があった

終身保険を中心とした販売

高額の定期特約付き終身保険

終身・定期の死差益

平均余命の上昇
政府主導の入院期間の短縮

医療系（入院期間・潤沢な
マージン）

保険金競争で維持費が拡大

各社とも保険金競争を続けた
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低金利時代の生命保険商品の大まかな選択肢

保障性商品を購入しやすくする

終身保険以外の
メイン・プレーヤーを探す

年毎利差配当商品

解約返戻金抑制型（含無解約返戻金）商品

外貨建て商品

医療保険（定期タイプ・終身タイプ）

がん保険（定期タイプ・終身タイプ）

介護保険（公的介護連動）

変額年金

逓増定期保険

保険に加入しやすくする 限定告知型商品

ネット生保の誕生

非社員契約の導入（相互会社）
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予定利率推移

5.00％

6.25％

3.75％

2.75％

1.50％

多
く
の
破
綻
事
例 標準予定利率はさら

に低下し２０１７年
４月以降締結分から
は ％になった
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低金利下の日本の生命保険会社が結果的に選択した方法

破たん会社 金利依存商品を大量に販売した

劇的な低金利 金利以外に保険料算出基礎を創出

保険料自由化 事業費は実質的に自由

合理的であれば純保険料基礎率も自由

死差益（危険
差益）の維持

負債を低減さ
せる効果

保険料を低減
させる効果

解約返戻金抑制型商品



保険料払込期間 保険料払込満了後

通常の解約返戻金

通常の
％

死亡保険金

東京海上日動あんしん生命
長割り終身保険

解約返戻金

 日本で予定解約率を用いた最初の商品
 保障性商品であって、貯蓄性商品ではない
 終身保険には貯蓄機能があるという消費者の自然な期待も裏切っていない
 あくまで低金利下にあっても保障性商品の購入を容易にする仕組みである
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無解約返戻金商品
日本の多くの終身医療保険

無解約返戻金でも構わない理由

医療保険加入者は入院等の医療関連の保障を必要としており解約返戻金を主
な目的としていない

日本の医療関連給付の発生率は安定しており、終身医療が可能であるが、そ
の分保険料が高くなるので解約返戻金をなくして購入し易くした

外資系生命保険会社が無解約返戻金終身保険を発売し、その後国内生保が追
随した

〔背景的説明〕

 保険料払込中の解約は無解約返戻金であるが、保険料払込満了後は入院給付
金日額の倍数（例えば１０倍）が解約返戻金として支払われるものもある

 給付は様々であるが、日本の生命保険会社の入院給付は で
あって一入院につき定額を支払うものである（ の商品は損
害保険会社が扱うものである）
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予定解約率を用いるときの考察点

予定解約率を用いる必然性が会社内で十分に共有されていること

予定解約率を用いる場合は想定される解約率は低すぎると保険料に影響がなく
なるが、高すぎると解約損が発生して問題が生じる

万が一発生する解約損を補うために、発生率には十分な安全割り増しを施し、
予定事業費も十分とっておく必要がある
対象商品は基本的には保障性商品である

生命保険の基本である保障性商品を低金利下でも適正価格で消費者に提供する
ための方法であって、これを用いて冒険をしてはならない

市場に通常の終身保険などのひな型がある場合は、そのひな形が持っている機
能について消費者が抱く合理的な期待を裏切ってはいけない。例えば終身保険
には解約返戻金による貯蓄機能があるという合理的な期待を否定するようなこ
とは避けなければならない

初めて予定解約率を決定する際、過去の解約率はあてにならない。なぜならば、
「解約返戻金を低く抑えた商品」を購入した消費者は過去にいないからである

日本でも終身保険を貯蓄性の高い商品として販売していることはあるが、その
場合はほとんどの場合 （市場価格調整）を施すことによって金利変動に
備えるのが普通である

消費者には解約返戻金が少なかったり、あるいは無解約返戻金の期間が長期に
存在することについて良く理解させる必要がある。これが不備であれば、大き
なクレームにつながる
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過去１０年間の日本の国債の金利〔1, 5,10,20,30,40年債〕
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過去２年間の日本の国債の金利〔1, 5,10,20,30,40年債〕

2018 2019

最近は 年債もマイナスとなっている

0%
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十分な内部留保が確保できる商品
群
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生命保険会社の利益源泉

日本生命 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

基礎利益 5,465 5,924 6,790 6,981 6,349 6,682 6,782

利差益 317 1,147 1,906 1,482 2,032 2,340

危険差益 4,477 4,048 4,089 4,325 4,281 4,179

費差益 670 727 795 541 368 261

単位：億円

アフラック 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

基礎利益 1,623 3,252 4,530 2,602 2,586 2,753 3,087

利差益 -93 258 437 431 208 92 266

危険差益 1,555 2,665 3,617 1,791 1,899 2,090 2,089

費差益 162 329 475 379 479 571 733

単位：億円

危険差益が安定的な収入源



順位 生保会社名 2019.3月期 順位 生保会社名 2019.3月期
1 みどり 4,364 21 明治安田生命 983

2 ネオファースト 3,134 22 フコクしんらい 978

3 メディケア 2,816 23 ソニーライフ・エイゴン 974

4 ソニー 2,591 24 第一生命 971

5 ライフネット 2,085 25 アフラック 961

6 東京海上日動あんしん 2,064 26 日本生命 933

7 アリアンツ 1,863 27 住友生命 930

8 アクサダイレクト 1,804 28 カーディフ 895

9 オリックス 1,721 29 メットライフ 890

10 三井住友海上あいおい 1,682 30 楽天 888

11 損保ジャパン日本興亜ひまわり 1,508 31 朝日 861

12 大同 1,272 32 ジブラルタ 857

13 富国 1,190 33 太陽 850

14 かんぽ 1,188 34 マニュライフ 844

15 大樹 1,132 35 三井住友海上プライマリー 825

16 Ｔ＆Ｄフィナンシャル 1,102 36 ＰＧＦ 824

17 チューリッヒ 1,065 37 クレディ・アグリコル 813

18 ＳＢＩ 1,045 38 プルデンシャル 804

19 FWD富士 1,030 39 アクサ 791

20 ニッセイ・ウェルス 988 40 エヌエヌ 760

41 第一フロンティア 507 

内部留保強化＝ソルベンシー・マージン比率

２００％以上のソルベンシー・マージン比率があれば行政的な介入はない
31



年以前：

生命保険会社の利益の性格上、利益は契約者に還元されるべきものと考えられており、
年の保険業法改正前には、相互会社の定款において、剰余金の 分の

以上 以上 を社員配当準備金に繰入れることが定められていた。
年代以降、とりわけ、バブル景気にかけて生命保険会社は大きな剰余をあげることとなり、これを契約者に

どのように還元するかが大きな課題となった。しかし、その後のバブル崩壊に伴う運用環境低迷を受けて、生命保
険会社の剰余は減少し、逆ざやの発生・増大、生命保険会社の破綻といったことを受け、契約者配当と内部留保の
バランスが一層重視されるようになった。

年の新保険業法施行後：
年に施行された新保険業法においては、標準責任準備金制度、ソルベンシー・

マージン基準および相互会社における基金の再調達が認められるとともに、生命相互
会社の社員配当準備金の繰入率が ％に引下げられた

年：
さらに 年社員配当準備金の繰入率が ％に引下げられた。

契約者保護の観点からの内部留保充実に関する規定が導入されたことからもこうした
背景が分かる。

なお、現在、消滅時の特別配当を行っている会社はほとんどない

配当規制の緩和＝内部留保の充実

More than 90％ More than 80％ More than 20%
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無配当保険の販売
相互会社の社員外契約

相互会社

契約者
相互会社の所有者

利益の配当を受ける

相互会社の契約者は利益配当を受ける権利がある。利益配当
を受けない「無配当保険」を相互会社で行うべきであろうか

株式会社

契約者
株式会社の利用者

利益の配当とは関係ない

大半の株式形態の保険会社は契約者に対して配当を行わない
すなわち「無配当保険」は当たり前である

33



（非社員契約）

保険業法 第六十三条 相互会社は、剰余金の分配のない保険契約その他の内閣府令で定める
種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めるこ
とができる。

２ 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定め
なければならない。

３ 相互会社が行う第一項の保険契約に係る保険の引受けは、内閣府令で定める限度を超えて
はならない。

４ 相互会社は、第一項の保険契約に係る保険の引受けをする場合には、内閣府令で定めると
ころにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分
してしなければならない。

５ 商法第三編第七章（海上保険）の規定は、第一項の保険契約（海上保険契約に該当するも
のに限る。）について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
６ 前各項に定めるもののほか、第一項の保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

無配当保険の販売
相互会社の社員外契約

伝統と格式のある相互会社と
いうインフラを信頼している
が価格競争力を期待する消費
者に無配当保険を販売したい

しかし、全
部無配当に
なると相互

会社の意義
が失われる

制限を設け
て認めるこ
とにした
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（非社員契約）

保険業法施行規則 第三十三条 法第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、
剰余金の分配のない保険契約とする。

２ 法第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約（以下この款にお
いて「非社員契約」という。）に係る保険の引受けの限度とする。

３ 相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第
三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
一 元受保険契約のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
〔以下略（受再保険など再保険に関する事柄）〕

総
収
入
保
険
料

20％部分を非社員契約にできる
＝無配当契約

無配当保険の販売
相互会社の社員外契約
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36

生命保険会社の利益源泉

保険料の計算基礎

予定死亡率

予定利率

予定事業費率

予定と実際の差異から生じるものが利益源泉

予定死亡率

予定利率

予定事業費率

予定より死亡者が少ない

予定より利回りがよい

予定より事業費が少ない

死差益（危険差益）

利差益

費差益



準有配当保険の販売

通常配当商品

死差益（危険差益）配当

利差益配当

費差益配当

３利源配当

準有配当商品 利差益配当
利差のみ配当

年当時、①運用環境は低迷、②配当基準利回りの引き下げ、③有
配当保険の予定利率が ％から ％に引き下げ。④無配当保険の
予定利率が ％であった。
⇒有配当保険の競争力が大きく低下することとなった。

有配当保険の特徴である価格調整機能を有しつつ、無配当保険との競争力
を確保する観点から、 年に各社から 年ごと配当保険（準有配当
保険ともいわれる。）が販売され、現在の有配当保険の主力となっている。

毎年配当

５年毎配当
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準有配当保険の販売

３利源配当 １利源配当

① 保険会社のリスクは本来保険リスクにある

② 保険リスクによる利益特に死差益は保険会社が享受し内部留保化する
ことができる

③ それ以外の利益、特に利差に関しては契約者に還元しても構わないだ
ろう

〔結果〕

 保険リスク以外の利益損失についてはイーブンの姿勢を保険会社は保
つことができる

 更に、これは無配当商品ではないので相互会社でも準有配当商品とし
て堂々と販売できる

 また５年毎に配当するので毎年配当と比べて各年度の収支の変動をあ
る程度平均化することができる
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営業チャネル
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登録営業職員数について、平成29年度は23万2,942名（前年度比100.4％）と3年連続の増加となった。代理店関係では、
法人代理店数は概ね横ばいとなっており、平成29年度は3万5,113店（同99.5％）となった。個人代理店数は5万3,537店
（同95.9％）と3年連続の減少となった。代理店使用人数は101万2,385名（同100.9％）と3年連続の増加となった。
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「意向把握・確認義務」は、「保険会社若しくは保険募集人等は、保険募集に関し、
顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容

の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致し
ていることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。」（法第 条
の ）というものであり、当該義務の適切な履行は、正に『顧客本位の業務運営』に
資するものである。
一方、保険会社向けの総合的な監督指針（Ⅱ－ － － （ ）①）においては、
意向把握・確認義務の実務上の形骸化や、顧客や保険会社・保険募集人に対する過

度な負担となることを避けるため、意向把握・確認の具体的方法については、取り
扱う商品や募集形態を踏まえたうえで、保険会社又は保険募集人（保険代理店）の
創意工夫によることを規定している。

代理店営業に関する意向確認の徹底

一部代理店においてコ
ミッション優先の営業
が行われ消費者の利益
が大幅に損なわれた

消費者の意向
確認を徹底す
る保険業法の
改正が行われ
た

徹底した営業管理
が行われる代理店
のみが営業を行え
るようになった
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保険ショップの大手の会社

東急ほけんのコンシェルジュ ほけんの 番

イオンのほけん相談 保険物語

保険ひろば（ 年） よくわかる！ほけん案内

保険コンパス（ 年） 保険見直し本舗（ 年）

保険デザイン（ 年） ほけん百花（ 年）（住友生命）

みつばちほけん（ 年） 保険ほっとライン（ 年）

ほけんの窓口（ 年） ほけん選科

保険クリニック 保険 あんしん館

保険テラス（ 年） ゼクシィ保険ショップ

他も含めて３０ほどの代表的な保険ショップが存在する

保険ショップ
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保険ショップ（保険見直し本舗の店頭）
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https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.awama.work/wp-content/uploads/2018/06/68717091-3F68-46D3-8E61-76B25939F0FD-1024x769.jpeg&imgrefurl=https://www.awama.work/entry/hokenminaoshi/&docid=PR-coXwQa2y3wM&tbnid=su_6wOHasEIYtM:&vet=10ahUKEwjZm__B5pblAhUGw4sBHZhMCScQMwhDKAEwAQ..i&w=1024&h=769&bih=967&biw=1920&q=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E6%9C%AC%E8%88%97 %E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&ved=0ahUKEwjZm__B5pblAhUGw4sBHZhMCScQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

売上高 10,641百万円 11,237百万円 12,303百万円

経常利益 1,948百万円 2,505百万円 2,594百万円

当期利益 1,212百万円 1,591百万円 1,774百万円

新規獲得年換算保険料 11,588百万円 12,047百万円 11,474百万円

新契約数 93,898件 94,091件 101,177件

従業員数 1,165名 1,242名 1,302名

保険ショップ（保険見直し本舗 業績）
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保険ショップ（ほけんの窓口 業績）
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LifeNet

Business 
Year

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Capital
# of inforce 

policies
Expense

Premium 
income  
minus 

(Res.+CP)

③/④ Ordinary Cumulative

(Million Y)
incl. 

commission
E/P(%) gain/loss gain/loss

1 2008 13,200 5,116 1,860 12 15500 -1,368 -2,080
2 2009 13,200 23,606 1,778 361 492.5 -1,032 -3,117
3 2010 13,200 63,188 2,724 1,037 262.7 -820 -3,952
4 2011 20,956 118,040 3,984 2,180 182.8 -687 -4,852
5 2012 20,968 169,312 4,976 3,737 133.2 -23 -4,978
6 2013 21,000 202,963 4,161 3,269 127.3 -2,258 -7,173
7 2014 21,000 215,403 3,815 3,603 105.8 -1,532 -8,798
8 2015 24,040 225,534 3,239 4,006 80.9 -475 -9,227
9 2016 24,272 239,800 4,047 4,382 92.4 -2,031 -11,116

10 2017 24,272 263,847 4,942 5,041 98.0 -197 -11,365
11 2018 24,272 308,845 6,916 5,721 120.9 -1,719 -13,101

ネット生保は圧倒的にビジネス効率が悪い
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Prudential

Business 
Year

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Capital
# of inforce 

policies
Expense

Premium 
income  
minus 

(Res.+CP)

0.75 Ordinary Cumulative

(Million Y)
incl. 

commission
E/P(%) gain/loss gain/loss

1 1988 10,000 7,055 1,024 352 290.9 -603 -232
2 1989 10,000 22,162 2,164 1,801 120.2 -413 -579
3 1990 10,000 46,438 3,815 3,594 106.1 -727 -1,197
4 1991 10,000 86,548 6,137 8,616 71.2 -928 -2,417
5 1992 10,000 134,613 11,830 13,789 85.8 -222 -2,056
6 1993 10,000 200,834 15,628 19,519 80.1 -52 -1,886
7 1994 10,000 281,297 21,441 28,143 76.2 259 -1,636
8 1995 10,000 362,904 24,861 24,820 100.2 31 -1,630
9 1996 10,000 441,045 29,184 36,116 80.8 57 -1,625

10 1997 10,000 524,344 29,796 37,999 78.4 152 -1,619

営業社員チャネルのビジネスの効率は良好

48



以前：
か月で一人前の営業社員になるという前提でトレイニングをしていた

多くの営業社員は中途半端な教育でフィールドに出ていくことが多かった

３年前

大手４社を中心に、５年間の育成期間を設けるようにした。以下の三一体型の思想の
もと、改革が行われている。

• 各支社に常駐している教育担当者
• ５年間の細部に亘る育成スケジュール

• マネージャーによる育成も、「育成貢献度」により報酬の加算が行われるように
なった

営業社員育成の新たな展開

Training  = 24 months Training  = 60 months

外務員の使命
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第一生命

https://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/employee/development/program.html

育成期間の固定給化が長期化している。これによって時間をかけて営業社員を育成できる
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勤務地 全国各支社（全国464ヵ所）※入社後3年間は面接を受けた支社に配
属※首都圏… 

年収例 590万円／営業所長1年目・29歳（既婚・子供1人・首都圏勤務）/固定
給与年額…
700万円／営業所長5年目・33歳（既婚・子供2人・首都圏勤務）/固定
給与年額…
490万円／入社2年目・26歳（既婚・首都圏勤務）/月給31万7千円（初
任給加算… 

仕事の概
要

営業総合職/3年間の育成プログラムに基づいた研修を通じて営業所
長を目指します。

求める人
材

大卒以上◎未経験OK！生命保険の知識不要◎20代・30代が活躍中

営業総合職【未経験から3年で営業所長へ】
フコク生命 ＜富国生命保険相互会社＞ ◎3年でキャリアを積める営業所長候補
◎年間休日123日 ◎完全週休2日制（土・日）◎福利厚生充実（家族手当・住宅手
当）

最近出た募集広告

掲載期間：2019/9/6（金）～ 2019/10/3（木）

営業総合職（管理職候補の募集）
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プラチナフェニックス問題

傷害死亡保険金 死亡保険金

死亡保険金

告知項目
① 現在、入院していますか。もしくは、医師から、今後1カ月以内の治療・検査を目的とした入院をすすめられ

ていますか。
② 2年以内に、病気で、2週間以上続けて入院をしたことがありますか（正常分晩による入院はのぞきます）。
③ 5年以内に、別表に定める病気で、医師による診療（問診・診察・検査・治療・投薬）をうけたことがあります

か。

仕組図
ニッセイ 傷害保障重点期間設定型長期定期保険

この商品を法人に対して「保険料全額損金算入」として販売し，他社も同様の商品を開
発して損金で販売した． 52



プラチナフェニックス問題

金融庁は国税からの指摘を受けて
 節税目的
 解約前提

この２点を重点目的にしている商品は好ましくないとして是正を求めた
（事実上の売り止め命令）
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商品に関して
内部留保の確保（潤沢な安全割りましが背景にあった）
低金利下でも保険料を低廉化し保険の購買可能性を確保した

低解約返戻金・無解約返戻金商品の開発
準有配当商品

営業
ネット生保の事実上の敗北
保険ショップの拡大
〔組織的な代理店による営業管理が求められるようになった〕

営業職員チャネルへの回帰

まとめ
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日
本

今後の問題〔低金利の三つの局面〕

保有債券の
価値の暴落

？

解約原因の正しい理解
金利上昇は解約促進につながるか？

実は常識が通用しない世界

55

金利下降局面は生命
保険にとって常にNG

持続局面


