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で変則的に補填するスキームであり、間接

３．支払保証制度よりも破綻の未然防止

的な公的資金の投入といえるかもしれな
い。

支払保証制度の有無を問わず、あくまで
力点は、破綻後の処理ではなく破綻の未然

４．画期的な韓国の支払保証制度改革

防止に置かれる。巨額の債務超過を回避す
る観点からは、実勢金利に対して予定利率

ニューヨークにいると、韓国の情報もよ

が高すぎて経営を圧迫するケースなどは、

く入る。日本ではあまり報道されていない

リスク管理上問題があるとされる。

ようだが、韓国では、日本を上回るスピー

ドで、市場の開放や業態の垣根の撤廃など

感を緩和すると共に、安全ネットの存在が

の金融制度改革が実施されている。その一

生保会社の経営健全性向上への努力を阻

環として、2000 年１月より生保の支払保証

害しないように、との配慮があるようだ。

制度の改革が施行された。財務上も健全と
おわりに

みられていた業界第３位の大韓生命の破
綻は、改革の緊急性を世論が納得するのに
十分なインパクトがあったようである。

昨今は、洋の東西を問わず、競争原理、

韓国の支払保証制度は 1998 年 4 月より、

イコールフッティング、透明性確保がキー

預金保険公社に統合され、銀行、保険会社、

ワードとなっており、これらの原則にマッ

証券会社など業態毎に区分経理されてい

チした生保会社の破綻処理のしくみを確

る。拠出金は事前積立で、毎年一定額が保

立することは、日本版ビッグバンの成功へ

険会社から徴収されるが、銀行とパラレル

の不可欠な要素であるといえる。

に、公的資金の投入が可能な仕組みとなっ

本稿に紹介したいくつかの海外におけ

ている。大韓生命の債務超過額は事前積立

る工夫には、健全会社の負担を軽減し、破

の残高を大きく上回る規模であったが、信

綻を未然に防ぐヒントがあるように思わ

頼の確保という大義名分の下、韓国政府は

れる。

公的資金をさっさと投入した。これは大手

さて、日本最大の生保は、いまや総資産

銀行であった第一銀行やソウル銀行の破

100 兆円を超え、収入保険料シェア 32.5％

綻処理の延長線上にある。大韓生命の他に

を誇る簡保である。しかし簡保は、生命保

も、６社以上が次々に破綻し、監督庁は公

険契約者保護機構（以下「保護機構」）の

的資金投入を要請した。売却交渉は難航し

枠外であり、１銭の負担もしていない。

たが、１社は一時国営化された大韓生命が
買収した。

仮に、逆鞘や投資の失敗などで簡保の経
営が破綻した場合は、簡易生命保険法第３

このような危機的な状況から生保経営

条により保険金・年金の支払は全額保証さ

の透明性を求める声が高まる中、政府によ

れる（おそらく公的資金が投入されること

る４段階の本格的な格付制度が導入され

になろう）。いかにも競争条件を失してい

た。判断基準は、ソルベンシー60％、経営

るといわざるを得ない。

能力 20％、リスク管理能力 20％とされる。

ちなみに、簡保以外では先進国唯一の大

ここで特筆すべきは、各社から徴収する

手国営保険会社であったフランスのＣＮ

支払保証制度の賦課金について、この格付

Ｐは、欧州市場統合を背景に民営化を進め

に基づく係数を乗じることとした点であ

ている。国家による保険金全額支払保証は

る。賦課金は会社にとっての保険料と同じ

91 年 8 月契約以降廃止され、新設された支

であり、リスクの高い会社ほど多く徴収す

払保証基金にも参加した。

べきとの考え方によるもので、米国の預金

一方、日本で営業している欧米の生保会

保険制度の料率決定方式とよく似ている。

社は保護機構に加入している。米国外で業

これには、健全な会社の契約者の不公平

務を行なっている米国保険会社の団体で

あるＩＩＣ（国際保険評議会）は、今回の
生保業界の追加負担の問題について、「健
全会社に負担をしわ寄せすべきではない」
との声明を、昨年 12 月に発表した。
日米保険協議に基づき、日本側が料率の
自由化などの約束を着々と実行する中、日
本側の協定違反を理由に、第三分野の開放
を遅らせようともくろむ米国側の主張は、
保護機構を通じた業界負担の不透明性と
簡保問題にほぼ絞られてきている。
保護機構の負担や簡保との競争条件の
不公平は、米国保険会社だけの問題ではな
く、これを日米交渉の材料とするのは不当
であると思うが、万一、これを理由に第三
分野の自由化が遅れるような事態になれ
ば、国内生保にとっては、まさに踏んだり
蹴ったりである。
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