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取引件数 総取引額 平均取引額

概要

米国やバミューダ諸島を拠点とする保険会社やブローカーが約700億ドルの

取引を公表し1、記録的な年となった2015年が終わり、2016年が始まった時

点で業界消息筋の見通しは一致していました。保険セクターの合併・買収

（M&A）活動は引き続き活発で、場合によっては2015年の取引量を超えるこ

とさえ見込まれていたのです。

この活発な取引状況に関する予想は、想定通りには展開しませんでした。

2016年は上期と下期で異なった様相を示しました。（1）最初の6カ月のM&A
活動は予想外に低調だったのに対し、（2）下期にはディールメイキングが大

幅に加速しました。2015年下期における数十億ドル規模の取引と同じペー

スで10億ドル以上の規模の取引が7件発表されたのです2。2016年には、保

険会社の総取引量が2015年からわずかに増加した一方で、総取引額は減

少しました。これは、50億ドルを上回る取引がわずか1件と、大型取引が減

少したことによるものです3。 

デロイトの見解では、2016年上期の活動水準が比較的低調だったのは、転

換点ではなく、保険セクターのM&Aが本来極めて活発なはずの時期におけ

る小休止でした。2017年には、追い風と逆風が入り混じってM&A活動に影

響を与えると予想しています。そのどちらが優勢になるでしょうか。この問い

の答えを見つけ出すために、2016年を回顧し、2017年のマクロ問題と主要

動向を検討します。保険会社の経営幹部は、さらに深く掘り下げて分析する

ことにより、M&Aの原動力を正確に把握し、それに従って自身の戦略を練り

上げることができます。

図表1．保険セクターのM&A活動、2015～2016年 

2015 2016 前年比増減 2015 2016 前年比増減 2015 2016 前年比増減 

保険会社 79 83 5% $65.8b $20.5b （69%） $1,317m $568m （57%） 
L&H 28 23 （4%） $11.9b $3.3b （72%） $699m $482m （31%） 
P&C 51 60 18% $53.9b $17.2b （68%） $1,636m $613m （63%） 

ブローカー 492 439 （10%） $4.2b $6.8b 62% $54m $151m 179% 
合計 571 522 （8%） $70b $27.3b （61%） 

出所：SNLファイナンシャルのM&Aデータベースに基づくデロイトの分析 

2016年の回顧 
2016年の保険セクターでは目立ったM&A活動が夏期までほとんど見られま

せんでした。実際、2016年上期には10億ドル以上の取引は発表されず、保

険会社の総取引額は2015年上期に比べ90％減少しました4。この総取引額

の減少はそのほぼすべてが損害保険サブセクターに集中していました。

2016年下期には状況がはるかに明るくなりました。業界全体で10億ドル以

上の取引が7件あり、大幅な増加となりました。同年における規模で3位まで

の取引は、SOMPOホールディングスにとって過去最大取引であるバミュー

ダ籍のエンデュランス・スペシャルティ・ホールディングスの63億ドル規模の

買収5、アーチ・キャピタル・グループによるAIGのモーゲージ保険子会社、ユ

ナイテッド・ギャランティー・コーポレーション（UGC）の34億ドル規模の買収6、

およびリバティ・ミューチュアルによるアイアンショアの30億ドル規模の買収7

です。

2016年における保険会社の総取引量（取引件数による）は前年比5％増と、

結局ほぼ2015年並みの結果となりました。これは過去2、3年とほぼ同じ取

引量です。2016年12月31日時点の総取引額は60％以上の減少でした。し

かしながら、エース／チャブ取引（顕著な外れ値）を除けば、依然として大幅

ではあるものの、減少幅は45％とやや縮小します（図表1）8。 
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2016年上期の減少をもたらした原因は何だったのでしょうか。これに関して

は、次の5つの要因が見いだされ、それらが同時に作用して全体的な結果が

増幅し、昨年の低調なスタートの原因を作ったと考えられます。

• 不確実性の増大に伴い投資家の信頼感が低下したこと。2015年には強固

だった投資家の信頼感が、2016年初頭の米国株式市場の急落を受けて

揺らぎました。これ以外の要因としては、世界経済や米国経済の大規模な

変動、利上げの時期および幅を予測することの困難さ、企業の収益成長力

の鈍化、米国の大統領選挙の結果およびそれが規制政策や税制の将来

的方向性に与える影響に関する不確実性、ならびにブレグジットに関する

国民投票などが挙げられます。

• バリュエーションが割高と捉えられたこと。過去の基準からすれば極端な

水準ではないものの、2016年には保険会社のバリュエーションが前年同

期に比べ十分に良く評価された水準に近づきました。バリュエーションの上

昇は売却者には好材料となる反面、買収企業にとっては、受入可能なROI
（投資利益率）が達成できることを取締役会に証明することがより困難にな

る場合があります。

• 2015年に最も活発だったプレーヤーが様子見に徹したこと。2015年には

日本と中国の投資家が米国の保険会社に対する最も活発な買収者でし

た。それらの投資家は依然として活発な買手だったものの、2016年上期に

は取引の発表やクロージングに前年ほど成功しませんでした。米国および

中国の規制当局による取引の監視がその主な要因でした。

• ドル高のため米国外の買収者にとって実質的に価格上昇となったこと。主

要外国通貨に対してドルが上昇したため、海外の買収者にとって米国資産

の取得価格が実質的に上昇しました。

• 継続的な買収者が2015年に買収した企業の統合に注力したこと。デロイト

の2016年「M&Aの動向に関する年度末レポート」9によれば、最近の取引

がまだ期待水準に達しておらず、統合実施のギャップがその理由の1つで

あるとする回答者が大幅に増加しました。そして、一部の買収者は、M&Aに
従事するよりも、これまでの買収企業の統合に注力することを決定しました。

2016年下期には状況が変化しました。信頼感が改善されたことで、次のこと

がもたらされました。

• 米国に事業基盤を確立しようとする海外買収者の復帰。2015年に最も活

発に活動したプレーヤーの多くは様子見に徹したものの、10月には海外買

収者が2件の大規模な取引を発表しました。SOMPOホールディングス（日

本）によるバミューダ籍のエンデュランス・スペシャルティ・ホールディングス

の買収10およびチャイナ・オーシャンワイド・ホールディングス（中泛控股）に

よるジェンワース・ファイナンシャルの27億ドル規模の買収です11。

• 買収組織の規模／事業範囲の拡充を目的とする買収。先述のように、アー

チ・キャピタル・グループがモーゲージ保険会社のUGCを34億ドルで買収

しました12。ボストンを拠点とするリバティ・ミューチュアルはグローバルなス

ペシャルティ保険会社であるアイアンショアの全株式を中国のコングロマ

リット、復星国際13から約30億ドルで全額現金により買い取ることに同意し

ました14。

• 買収者の多角化のための買収。ネーションワイド・ミューチュアル・インシュ

アランス・カンパニーが、特に米国労働省（Department of Labor：DOL）の
新たな受託者規制（fiduciary rule）への対応として販売網を拡大するため

に、報酬ベースの商品に特化した年金保険会社、ジェファーソン・ナショナ

ルを買収しました15。オールステートは、電化製品の保証を販売する非公

開会社、スクエアトレードを14億ドルの取引により買収しました16。

• プライベート・エクイティ（PE）企業によるM&A活動。PEを後ろ盾とするブ

ローカーが引き続きブローカレッジ分野で多数の取引を牽引しており、例え

ば、ジェンスターキャピタルは29億ドルでアクリシュアLLCを買収しました17。

• 注目すべきインシュアテック関連買収。ミュンヘン再保険の子会社である、

ハートフォード・スチーム・ボイラー（HSB）が、産業用モノのインターネット

（IoT）によって分断されたデバイスを接続する技術を有するスタートアップ

企業、メシファイ（Meshify）を買収しました18。
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保険会社

保険セグメントで見られた倍率（マルチプル）について、図表2では、2015年から2016年にかけて、特定の外れ値調整後の平均株価純資産

（Price / Book :P/B）倍率の（約16％）低下が示唆されています。さらに、グラフの下の表から明らかなように、2016年の平均取引額は、2015
年における数件の特異な取引による寄与がなくなったことから、2015年の水準に比べ大幅に（56％）低下しました。エース／チャブ取引を除

外した場合、平均取引額は依然として低下しているものの、低下幅は24％と、はるかに緩やかになります。2016年の総取引額は、長期平均

（2015年を除く2005年以降の平均）の2億4,800万ドルを129％上回りました。 

図表2．保険会社のM&Aの動向 

保険会社の取引

株価純資産倍率
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出所：SNLファイナンシャル 
対象取引は、米国およびバミューダ企業による世界全体における買収ならびに海外買収者による米国およびバミューダ諸島における買収です。保険会社には、SNLファイ

ナンシャルがカバーするP&C、生命・医療保険（L&H）、マルチライン保険、タイトル保険、モーゲージ保証および金融保証が含まれます。取引は発表年を基準としてグルー

プ化されています。取引倍率は、まだクロージング前のものを除き、クロージング時点の倍率を表しています。外れ値は平均取引倍率から除外されています。外れ値には、

P/BV倍率が0.5倍を下回るか、3.0倍を上回るすべての取引が含まれます。分析は2017年1月4日時点のものです。SNLは、取引の公表と内容の開示の間に時間差のある

場合があることから、一部の数値については以前の年との調整が行われていないことがあることに留意が必要。 

平
均

P/BV
（
倍

） 

平
均
取
引
額
（百

万
ド
ル
）

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
取引件数 74 84 99 95 83 107 99 98 88 82 79 83 

取引規模

最低 0.7 0.4 0.4 1.3 0.0 0.30 0.5 0.1 0.1 1.3 0.3 1.0 

最大 11,500.0 1,120.9 2,744.0 6,225.0 1,900.0 15,545.1 3,534.6 3,100.2 1,125.0 5,579.6 28,240.3 6,303.8 

平均 473.8 94.1 229.5 288.9 162.0 395.6 222.5 195.5 136.4 277.3 1,317.4 586.5 

観察されたP/BV倍率 

最低 0.87x 0.75x 0.79x 0.48x 0.77x 0.55x 0.54x 0.31x 0.68x 0.14x 0.10x 0.18x 

最高 2.12x 6.19x 2.34x 2.81x 2.98x 1.70x 5.81x 5.99x 4.11x 2.83x 2.53x 1.45x 

平均 1.38x 1.54x 1.63x 1.60x 1.20x 1.12x 1.24x 0.91x 1.34x 1.48x 1.45x 1.22x 

中央値 1.24x 1.66x 1.65x 1.59x 0.89x 1.06x 1.01x 0.81x 1.55x 1.39x 1.26x 1.23x 
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生命・医療保険

2016年には、低金利環境が引き続き生命・医療保険（L&H）セグメントにおけるM&A活動に悪影響を与えたと見られます。図表3のデータに

示されるように、この分野の総取引額は上昇傾向が反転し、より通常の水準に戻りました。平均取引額は約4億8,200万ドルと、2015年に比

べ31％低下しました。公開情報源からは2016年の取引についてのみ倍率を入手できたに過ぎないため、当該倍率の表示は若干誤解を招

く恐れがあることに留意してください。しかしながら、総取引量および総取引額に着目すると、保険市場のこのセグメントは2016年に強い逆

風に直面したと結論付けることができるでしょう。

図表3．生命・医療保険のM&Aの動向 

生命・医療保険の取引

株価純資産倍率
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出所：SNLファイナンシャル 
対象取引は、米国およびバミューダ企業による世界全体における買収ならびに海外買収者による米国およびバミューダ諸島における買収です。 
取引は発表年を基準としてグループ化されています。取引倍率は、まだクロージング前のものを除き、クロージング時点の倍率を表しています。2007年、2009年、2010年、

2013年および2014年については、データを伴う取引はそれぞれ1件しかありませんでした。外れ値は平均取引倍率から除外されています。2016年を除き、外れ値には、

P/BV倍率が0.5倍を下回るか、3.0倍を上回るすべての取引が含まれます。分析は2017年1月4日時点のものです。SNLは、取引の公表と内容の開示の間に時間差のある

場合があることから、一部の数値については以前の年との調整が行われていないことがあることに留意しました。 

平
均

P/BV
（倍

） 

平
均
取

引
額
（
百
万
ド
ル
）

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
取引件数 22 26 33 25 21 28 27 30 25 17 28 23 

取引規模

最低 0.7 1.8 0.4 1.3 0.5 0.3 0.5 0.1 0.1 3.0 1.5 6.8 

最大 11,500.0 893.0 2,400.0 2,400.0 126.5 15,545.1 917.3 1,550.0 1,056.0 5,579.6 5,001.9 2,728.8 

平均 1,338.9 92.2 227.1 188.8 28.7 1,026.2 122.3 299.6 204.6 544.5 698.8 482.5 

観察されたP/BV倍率 

最低 1.33x 0.75x 0.79x 1.21x 0.88x 1.06x 0.54x 0.31x 1.73x 1.29x 0.10x 0.18x 

最高 2.12x 2.41x 0.79x 2.28x 0.88x 1.06x 5.81x 5.99x 1.73x 1.29x 2.17x 0.18x 

平均 1.76x 1.44x 0.79x 1.73x 0.88x 1.06x 1.05x 0.67x 1.73x 1.29x 1.40x 0.18x 

中央値 1.84x 1.17x 0.79x 1.71x 0.88x 1.06x 0.94x 0.67x 1.73x 1.29x 1.13x 0.18x 
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損害保険

2016年における損害保険（P&C）の取引は、取引件数では2015年をわずかに上回ったものの、総取引額は、調査対象期間の最高に達した

2015年を大幅に下回りました（図表4）。データを見ると、5億ドルを超える取引の件数は直前2年の増加傾向から減少に転じ、2014年が5
件、2015年が7件だったのに対し、2016年には4件の当該取引が発表されました。またデータには、平均株価純資産倍率が2015年から

18％低下し、過去3年続いた上昇傾向が逆転したことも示されています。 

図表4．損害保険のM&Aの動向 

損害保険の取引

株価純資産倍率
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出所：SNLファイナンシャル 
対象取引は、米国およびバミューダ企業による世界全体における買収ならびに海外買収者による米国およびバミューダ諸島における買収です。 
損害保険には、SNLファイナンシャルがカバーするP&C、マルチライン保険、タイトル保険、モーゲージ保証および金融保証が含まれます。取引は発表年を基準としてグループ

化されています。取引倍率は、まだクロージング前のものを除き、クロージング時点の倍率を表しています。2004年については、データを伴う取引は1件しかありませんでし

た。外れ値は平均取引倍率から除外されています。外れ値には、P/BV倍率が0.5倍を下回るか、3.0倍を上回るすべての取引が含まれます。分析は2017年1月4日時点の

ものです。SNLは、取引の公表と内容の開示の間に時間差のある場合があることから、一部の数値については以前の年との調整が行われていないことがあることに留意が

必要。 

平
均

P/BV
（
倍
） 

平
均
取
引
額
（百

万
ド
ル
）

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
取引件数 52 58 66 70 62 79 72 68 63 65 51 60 

取引規模

最低 1.2 0.4 1.0 1.8 0.02 1.2 0.5 0.8 0.4 1.3 0.3 1.0 

最大 825.0 1,120.9 2,744.0 6,225.0 1,900.0 1,318.5 3,534.6 3,100.2 1,125.0 1,671.3 28,240.3 6,303.8 

平均 78.3 95.1 230.6 323.5 196.9 145.7 266.8 148.5 110.3 199.4 1,636.1 612.5 

観察されたP/BV倍率 

最低 0.87x 0.92x 1.23x 0.48x 0.77x 0.55x 0.73x 0.57x 0.68x 0.14x 0.99x 0.92x 

最高 1.15x 6.19x 2.34x 2.81x 2.98x 1.70x 2.69x 1.52x 4.11x 2.83x 2.53x 1.45x 

平均 1.00x 1.58x 1.72x 1.56x 1.30x 1.13x 1.34x 0.97x 1.24x 1.50x 1.48x 1.22x 

中央値 0.97x 1.66x 1.73x 1.51x 0.99x 1.06x 1.16x 0.90x 1.38x 1.43x 1.29x 1.26x 
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ブローカー／代理店

ブローカー／代理店のセグメントは取引量の点で最も活発な活動が続きました。2016年の取引量は前年を下回ったものの、発表された取

引は439件と、調査対象期間中2番目の水準でした。これに対し、総取引額は62％増加しました（図表5）19。取引額は、ジェンスターキャピタ

ルによる29億ドル規模のアクリシュアLLCの買収20、およびオールステートによる14億ドル規模のスクエアトレードの買収21（SNLファイナン

シャルがブローカレッジ取引と分類）という2件の大規模な取引による影響を受けました。2016年の取引のうち約55％は、継続的買収者によ

る中小および／または地方ブローカーの買収でした。継続的買収者のうち最も活発な5社は、アクリシュアLLC、ハブ・インターナショナル、ア

シュアードパートナーズ・インク、アーサー・J・ギャラハー・アンド・カンパニー、およびコンフィ・セギュロス・カリフォルニア・インクです。 

図表5．保険ブローカーのM&Aの動向 

保険ブローカーの取引

総取引額

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

出所：SNLファイナンシャル 
対象取引は、米国およびバミューダ企業による世界全体における買収ならびに海外買収者による米国およびバミューダ諸島における買収です。 
取引は発表年を基準としてグループ化されています。分析は2017年1月4日時点のものです。SNLは、取引の公表と内容の開示の間に時間差のある場合があ

ることから、一部の数値については以前の年との調整が行われていないことがあることに留意が必要。 

平
均
取
引
額
（百

万
ド
ル
）

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
取引件数 201 220 267 293 183 240 304 344 239 351 492 439 
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2017年の展望 
2017年のM&A活動は、活発だった2016年下期の再現となる可能性が高いと予

想されます。しかしながら、追い風と逆風が入り混じって今後の展開に影響を与

えると見られます。

追い風

予期されるマクロレベルの追い風としては、保険会社にとって一

桁台前半の内部的成長の機会しかもたらさないと見込まれる、引

き続き緩やかな経済成長の環境が挙げられます。もっとも、大統

領選挙後には株式市場が上昇しましたが、これは、今後1年間の

成長の加速に対する投資家の期待を反映したものと見られます。

この熱狂は、トランプ政権および共和党による下院と上院の支配

の下での規制改革によって下支えされている可能性があります。

しかしながら、今年初頭には、実際にはどの規制改革が実施され

るのかという点に関して明確化することを業界が求めるなかで、

M&Aに及ぼす規制の支配的な影響は逆風となる公算が大きいと

思われます。金利に関しては、2016年12月に連邦準備制度理事

会が実施した0.25％の利上げ、および2017年には利上げの回数

が増えることを示唆したシグナル22は、2017年のM&Aにとって追

い風になると捉えられます。保険会社のROE（株主資本利益率）

は金利に大きく依存していますが、このことは、大統領選挙後の

株価の堅調な動きに反映されています。金利が利上げ基調をた

どった場合、企業が価格設定に際して、楽観的な経済シナリオに

従った取引を検討しやすくする可能性があると同時に、より高額

の支払いを正当化することが容易になる可能性があります。最後

に、2017年後半から2018年にかけて、この米国で欧州の保険会

社の活動がさらに活発化する可能性を示唆する証拠が現れてい

ます。関心が高まっている背後には、経済成長、税制、規制およ

び金利が望ましい方向に動くと期待される状況があります。しかし

ながら、ワシントンの新政権による影響がより明確になるまでは、

それほど活発な活動が生じることはないと予想されます。

個別企業の水準に目を向けると、企業は内部的成長が見込めな

いことから、経費節減および外部的成長の手段を探し求める可能

性があります。この組み合わせは企業統合の強力な推進力とな

ります。また、規模を拡大し、継続的に技術投資を行う必要性も

依然として差し迫っています。幸いなことに、バランスシート上の

現金準備は極めて潤沢であり、M&Aに向けた代替資本の資金源

は豊富にあるため、関心を抱く企業は、必要とする能力を取得す

るために買収や提携の意思決定を下す可能性があります。

逆風

保険業界のM&Aの水準がさらに活発化することを妨げる4つの逆風

が今後も吹き続けると見られます。第一に、潜在的買収者が手元現

金を有しているとしても、取締役会や経営幹部が売却に熱心な企業

は多くありません。ターゲットが乏しければ、取引は減少します。第

二に、バリュエーションは行き過ぎていないとしても、フル評価の水

準にあると大半の潜在的買収者が捉えています。組織が買収のた

めに帳簿価額を著しく上回る価格を支払うつもりなら、経営幹部は、

どんな方法で追加的価値を創出するかについて強力な戦略的根拠

を有していることが望ましいでしょう。第三に、新政権や議会の政策

／規制措置を巡る不確実性は、今年下期までは（それより遅くなるこ

とはないとしても）大幅に明確化する可能性は低いと思われます。そ

のため一部の買収者は、それまではM&A取引に踏み切るのを棚上

げする可能性があります。第四に、アジアの買収者の需要が2014
年と2015年ほど旺盛かどうかを疑問視する向きが一部にあります。 

上記のマクロレベルおよび組織固有の状況を踏まえると、2017年に

は逆風よりも追い風が優勢になることが予想されます。これに伴い、

保険セクターのM&Aにとっては全般的に良好な環境が生み出され

ると見られます。2015年に生じたような規模のメガ取引の可能性は

低いでしょうが、デロイトは、10億ドル以上の規模の高度に戦略的な

取引が8～10件ほど国内外の買収者により実行されると予想してい

ます。しかしながら、この見通しはサブセクターによって異なると見て

います。低調なL&Hサブセクターではその状態が続く公算が大きい

でしょう。利上げに伴いビジネスのファンダメンタルズが改善し、日本

のプレーヤーは既存プラットフォームの拡大を目指しているものの、

取得可能なターゲットが依然として乏しく、10億ドルを超える取引も

同様に少ない結果になるでしょう。これに対し、P&Cおよび再保険サ

ブセクターでは資本が過去最高水準にあるうえ、内部的成長の実現

が並外れて難しいことから、中堅企業の統合の機が熟しています。

プライベート・エクイティに支援されたブローカーは、引き続きブロー

カレッジ取引に集中することが予想され、一見すると誰もがインシュ

アテックに参入し、直接販売に足を踏み入れたいと望んでいるよう

です。

2017年にM&Aを考えている保険会社の経営幹部は、売却側または

買収側として、その計画実施能力にプラスまたはマイナスの影響を

与える可能性のある下記の5つの要因および傾向について、計画を

立案し対処することを検討すべきです。

• 投資家の信頼感

• バリュエーションと価格設定のギャップ

• 規制政策および税法に関する動向

• 米国市場への投資を目指す海外買収者の需要

• 急成長する技術：買収、出資または戦略的提携
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追い風と逆風：2017年における保険

セクターのM&Aの要因および動向 
1. 投資家の信頼感

2015年は投資家の信頼感が高く、記録的な水準のM&Aをもたらした主な要因の1つになりました。しかしながら、2016年には年初に米国株

式市場が急落し、信頼感が落ち込みました。そして、利上げの時期と幅、11月の選挙が今後の規制政策や税制に与える影響、企業の収益

成長力の鈍化、およびブレグジットに関する国民投票などを巡って不確実性が増大しました。これらの懸念の一部が解消し始めていることか

ら、2017年には信頼感と確実性が2016年よりも高まると予想されます。この変化は保険セクターのM&Aにどんな影響を与えるでしょうか。 

図6．SNL米国保険株価指数とS&P500指数の年初来トータルリターン（％） 

SNL米国保険（L&H）株価指数（25.39%） SNL米国保険（P&C）株価指数（18.30%） 

 SNL米国保険株価指数（19.78%） 

40 

S&P500指数（12.50%） 
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出所：「For life insurers, a reversal of fortunes in 2016 （2016年には生命保険会社の運命が逆転）」、SNLファイナンシャル、2016年12月29日 
データは2016年12月29日に編集されました。市場データは2016年12月28日時点のものです。SNL米国保険株価指数には、SNLが追跡するユニバースのう

ち、米国証券取引所（NYSE、NYSE MKT、NASDAQ、OTC）で取引される保険会社と保険ブローカーのすべてが含まれています。SNL米国保険（L&H）株価指

数には、SNLが追跡する生命・医療保険セクターのユニバースのうち、主要株式が米国証券取引所（NYSE、NYSE MKT、NASDAQ、OTC）で取引される保険

会社のすべてが含まれています。SNL米国保険（P&C）株価指数には、SNLが追跡する損害保険セクターのユニバースのうち、主要株式が米国証券取引所

（NYSE、NYSE MKT、NASDAQ、OTC）で取引される保険会社のすべてが含まれています。トータルリターンは2015年12月31日から2016年12月28日までの

期間について計算されています。出所：S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの提供サービス、SNLファイナンシャル 
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選挙後に株式市場がつけた史上最高値から何かを読み取れるとすれば、そ

れは、トランプ大統領および共和党支配下の議会が、経済成長の加速を意

図した企業寄りの政策を推進・採用すると投資家が総じて想定しているよう

に見える、ということです。上昇幅は銀行ほど大幅でなかったとしても、保険

会社も最近の株価上昇から恩恵を受けており（図表6）、このことが保険セク

ターの資産の移動に拍車をかけ、M&A取引の価格を押し上げる可能性が

あります。選挙後に株価が最も上昇したのはL&H（Life&Health）株ですが、

この上昇はM&Aの加速という点では、買収価格の上昇となる諸刃の剣と言

えます。

堅調な株式市場は信頼感の強い環境を生み出し、このことがM&Aにプラス

に作用します。また、株価上昇は全般に自社株買いを減少させます。経営

幹部は、「自社の超過資本を使って利益率を高めるためには何をしたらいい

のだろうか」と自問します。1つの選択肢は、それをアクイジション・カレンシー

（買収用の株式）に変えることです。例えば、保険会社は、既存株主の株式

を希薄化しない全額株式交換方式の取引により、株価収益率（PER）がより

低い企業を買収することができます。こうした取引は、業績が好調な企業

が、業績が低調で、市場においてPERがそれほど上昇していない企業を買

収することを容易にします。

全般に好調な景気指標が続いた後だけに、連邦準備制度理事会（FRB）が

2016年12月14日に0.25％の利上げを実施したことは、金融市場では総じて

ほぼ予想通りと受け止められました。2017年には利上げのペースを速めると

するFRBの現在のシグナル23も、投資家の信頼感を高めると見られます。トラン

プ政権が減税、インフラ支出の拡大24および規制緩和を通じて成長を加速さ

せるという目標を掲げて発足したことを踏まえると、特にそう言えます。重要な

のは、FRBが、利上げのペースが「緩やか」であり、雇用市場の更なる改善を

支えるものになると述べていることです。FRBは、2017年には失業率が4.5％
に低下した後、その水準を維持すると予想していますが、これは完全雇用に

近い状態であると考えられます25。 

結論

慎重な判断を要する楽観状況にあると言えるでしょう。2017年に入り、選挙

後の株価上昇と0.25％の利上げが、好調な経済を示すものとして投資家の

信頼感を高めました。しかしながら、この信頼感は保険セクターのM&Aが直

ちに増加する結果には結び付かない可能性があります。ほとんどのセクター

で、M&Aは戦略的理由に基づいて実行されますが、実際のところ保険会社

の戦略は連邦政府の政策によって促進されていません。企業はM&Aを計画

しているものの、経営幹部は保険のサブセクターにおける市場の調整を待ち

受けるとともに、新たな規制や議会の活動が経済に与える影響を評価してお

り、M&Aは最大で2017年下期に入るまで先延ばしされる可能性があります。 
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2. バリュエーションと価格設定のギャップ

保険会社の株式バリュエーションは過去の基準からすれば極端な水

準ではないものの、2015年に比べれば十分に良く評価された水準に

近づいていると捉えられます。P&Cの場合、発表された取引の株価

純資産（P/BV）倍率は実のところ2015年から2016年にかけて低下

し、取引の長期的平均である1.35をわずかに下回った水準にありま

す（図表4）。さらに、2016年のP&Cの取引は、（過去の年と比較して）

P/BVが極めて狭い範囲に入る価格で（最低が0.92、最高が1.45）締
結されました（図表4）。L&H企業の場合（図表3）、データが入手不能

のため、同様の分析ができません。バリュエーションが上昇した場

合、売却者にとっては好機となる反面、買収者にとっては、受入可能

な投資利益率を達成できると証明することがより困難になる可能性が

あります。

図6に示されるように、生命保険会社の株価は選挙後に20％上昇し

た後、緩やかな上昇傾向が続いています26。2017年にも上昇が続い

た場合、既存の価格設定のギャップが拡大し、潜在的買収者にとって

資産の魅力が低下し、セクター全体のM&Aにとって逆風となる可能

性があります。

結論

価格について合意することが買収の成否を握ることがあり、現在のよ

うな高バリュエーションの時代には、買収者と売却者が価格／価値の

ギャップを埋めることが難しい場合があります。過去12～18カ月間、

保険会社のバリュエーションの上昇を受けて、多くの潜在的買収者が

様子見を続けてきました。かなり良好な資産が売りに出されているに

もかかわらず、戦略的買収者とアジア地域の買収者しか活発に活動

していません。アジア地域の買収者は通常、より長期的な評価期間

（場合によっては、10～15年に及ぶことさえあります）による取引モデ

ルを使用していることから、特定の資産に対してはプレミアムを支払う

用意があることを示しており、SOMPO／エンデュランスおよびチャイ

ナ・オーシャンワイド／ジェンワースの取引に証されるように、アジア地

域の買収者のこうしたアプローチは今も機能していると思われます。

3. 規制政策および税法に関する動向

2017年には、トランプ政権と共和党支配下の議会が金融サービスの

規制と米国の税法に対する極めて大幅な改正を実施する可能性が

あります。短期的には特定の提案およびその時期に関する不透明性

がM&Aの妨げとなる可能性があるものの、改正の一部は、いったん

実施されると、時と共に今年のディールメイキングを増加させる可能

性があります。保険業界にとって、今後見込まれる改革の1つは、

SIFI（Systemically Important Financial Institutions）の「出口ランプ

（exit ramp）」、すなわち、SIFI（システム上重要な金融機関）に指定さ

れた保険会社が、システミックリスクを軽減する大規模な事業再建の

後に、その指定解除を受けることが可能になる仕組みの確立です。

これに関連する問題として、金融安定監督評議会（Financial 
Stability Oversight Council：FSOC）からノンバンクSIFIに指定され

たことを巡るメットライフの係属中の裁判があります。司法省

（Department of Justice：DOJ）がどのように手続きを進め、この裁判

の最終結果がどうなるかは、議会が対応するかどうかとその方法及

び対応時期に影響を与えます27。 

保険セクターのM&Aに相当の影響を与える可能性のある別の潜在

的な規制改革は、米国労働省（DOL）および消費者金融保護局

（ Consumer Financial Protection Bureau ： CFPB ）の 「受託者

（Fiduciary）」という用語の定義；利益相反規則 － 退職投資アドバイ

ス」に係る2017年4月に設定された遵守期日の先送りまたは撤回で

す。2016年4月に公表された最終的な受託者責任規則は、富裕層に

対する助言ネットワークにおいて、特定の販売経路の取得や売却ま

たはその他の形態の再編およびビジネスモデルの変更を促しまし

た。同規則が延期または修正された場合、そうした取得や売却が鈍

化する公算が大きいと思われます。興味深いのは、多くの保険会社

が、DOL規則の遵守に対する準備を相当に進めた段階に達してお

り、以前の状態に戻る可能性は低いと思われることです。それらの保

険会社は、指定された資産／能力の取得または売却について、自社

が良好な受託者であることを証明して市場における差別化を図る機

会と捉えています。

図表7は、立法の動向、機関レベルにおける現行規則またはガイダン

スの改正の可能性、および保険セクターのM&Aへの影響の概要を

示しています。
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図表7．金融サービスに対する規制政策の変更の可能性および2017年における保険セクターのM&Aへの影響 

変更の手段 保険セクターのM&Aへの影響 

立法の動向

• 保険セクターは、ドッド・フランク・ウォール街改革およ

び消費者保護法（Dodd-Frank Wall Street Reform
and Consumer Protection Act （P.L. 111-203））第
165条に成文化された、SIFI指定および監督強化や健

全性基準賦課がなされる法定資産基準の適用を免除

される可能性がある。

• より大幅な柔軟性を許容するためにボルカー・ルール

が廃止または修正される可能性がある。

• FSOCの活動が透明性の向上を要求され、議会の予

算承認の対象となる可能性がある。

• 共和党政権と議会が、保険業界に関して州規制当局

をより尊重するようになることが期待されている。

• 特に、SIFI指定が変更された場合、全体的な規制の負

担が軽減されるため、保険会社が容易にM&Aを行え

るようになると見られる。

• SIFIの回避が問題にならなくなった場合、一部の大手

企業の資産売却の取り組みが棚上げにされる可能性

がある。

• ボルカー・ルールが改正された場合、金融サービス組

織がオルタナティブ投資運用ビークル（例えば、ヘッジ

ファンドやPE）に投資する方法に影響を与える可能性

がある。

機関レベルにおける現行規則またはガイダンスの改正

• DOLは、受託者基準の「利益相反」規則に関して当初

予定していた2017年4月の遵守期日を先送りする可能

性がある。

• 財務長官は、FSOC議長として、ノンバンク金融会社の

既存の指定を取り消すことを模索し、また追加的な指

定を続けることを拒否する可能性がある。

• DOLの受託者基準およびそれに関連する免除規定の

遵守期日は、保険業界において戦略的な再構成や資

産売却をすでに引き起こしている。しかしながら2017
年には、諸組織は同規則によって作り出された進路を

選択する前に、遵守期日の先延ばしにより状況が明

確にされるのを待とうとするかもしれない。このこと

は、ポートフォリオの変更、M&A活動、経営モデルおよ

びコンプライアンスの強度に影響を与えるとともに、事

業遂行コストを構成するリスクの性質を変える可能性

がある。そして、規制政策および業界の選択を受け

て、マーケットにおける将来的な収益プールの構造が

影響を受ける可能性がある。また、現在ディールメイ

キングを困難にしている要因の1つは、デューディリ

ジェンスにおける包括的資本分析およびレビュー

（ Comprehensive Capital Analysis and Review ：

CCAR）の試算をモデル化することであることから、こ

の分野における緩和は、主要なディールメイキングの

阻害要因を低減すると見られる。

出所：デロイト・デベロップメントLLC 
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M&Aの観点から見て、法人税率の引き下げおよび保険会社の特定

の海外収益の本国送金に対する減税という2つの税制改正の提案

が、大きな影響を与える可能性があり、2017年に経営幹部の注目を

集めると見られます。

法人税率：トランプ大統領は最高法人税率を現行水準の35％から

15％にまで引き下げることを要求したのに対し、下院共和党の税制

改革のブループリントは、最高法人税率を20％とすることを提案して

います29。キャンプ提案では、最高法人税率は25％と、これら2つを

上回っています30。これら3つの提案の間には重要な相違があるもの

の、法人税が引き下げられる公算は大きいと思われます。この法令

が成立した場合、保険セクターのM&Aに二重の影響が及ぶことが考

えられます。第一に、最も自明なこととして、法人税率が引き下げら

れれば、実質的に多額の会社費用が節減されることから、理論上は

純フリーキャッシュフローと純利益が増加し、ターゲットとなる保険会

社のバリュエーションが上昇することが見込まれます（使用される評

価の大部分が「配当割引モデル法」に基づいて実行されている場

合）。第二に、それほど自明でない影響として、バランスシート上に

「純繰延税金資産」を保有する多数の保険会社に及ぼす作用があり

ます。こうした企業の法定法人税率の引き下げは、一見すると、かか

る純繰延税金資産の価額を低減させて、不利益をもたらす恐れがあ

るように見えます（言うまでもなく、それらの企業が純繰延税金負債

を保有する状況では反対の影響を受けます）。しかしながら、純繰延

税金資産を保有する保険会社にとっては、タックスプランニングの機

会が生じる可能性があります。これらの企業が、税制改革前の年度

に損金算入を前倒しして実施した場合（例えば、NOLの繰戻しな

ど）、または所得を税制改革後の年度に繰り延べた場合、恒久的な

税務上の恩恵を生み出すことができると考えられます。重要なの

は、いかなる税率引き下げであれ、それを経済的に実行可能とする

ために、したがって実効税率の引き下げによる正味の効果を緩和す

るために、保険会社に影響する相殺的な増税（例えば、DAC
（Deferred Acquisition Cost：繰延新契約費）、税金準備金および特

定の税額控除の計算方法の変更）と抱き合わせで実施される可能

性が極めて高いという点に留意することです。

2016年における保険業界の実効法人税率は他セクターと同等の水

準になっています（図表8）。モルガン・スタンレーの推定によれば、

P&C保険会社にとって、法人税率が20％引き下げられた場合の

EPS（Earnings Per Share:1株当たり利益）への影響は平均7.6％に

なります31。 

米国の税法改正の可能性

大幅な税制改革が、2017年にM&Aを計画している保険会社に追い

風と逆風の両方を引き起こす可能性があります。トランプ大統領が

2017年に提案する公算が大きい法人税法改正は、共和党が議会下

院と上院を支配しているという事実により制定が容易になると見込ま

れます。しかしながら、大統領が表明した見解、2016年6月に導入さ

れた下院共和党の税制改革の「ブループリント」、および下院歳入委

員会のデイブ・キャンプ前委員長が以前公表した税制改革法案は、

税制改革に関連するすべての問題において、必ずしも一致していま

せん28。 

3つの改革案のすべてが、保険業界に関する一定の規程を含んでい

ます。経営に大きな影響を与える可能性のある規程として次のものが

あります。

• トランプ提案には、高所得者について生命保険契約に関する所得

繰延を段階的に廃止する規程のほか、医療保険改革法

（Affordable Care Act）および関連税制を廃止する規程が含まれて

います。このうち最初の規程は、L&H保険会社にとって将来の「終

身保険」の保険料に悪影響を与える可能性があり、M&Aのデュー

ディリジェンスの際はこれをモデル化する必要があります。

• 下院共和党の提案には、:繰越欠損金（Net Operating Loss: NOL）
の利用に対する様々な変更が含まれており、現在多くの保険会社

がNOLを有していることを踏まえると、業界全体に影響を与える可

能性があります。この規程案には、NOLの繰戻しを禁止する一方、

インフレについて補償する予定利率によってNOLの繰越しを拡大す

る可能性が含まれています。この提案によって、年間のNOLの利用

が課税所得の90％に限定されることになります。また下院の提案に

は「国境調整済みの（border adjustable）キャッシュフロー税」が含

まれていますが、この措置は、保険の「輸入」について損金算入が

できなくなるため、米国外への再保険付保について損金算入を禁

止するキャンプ提案（下述）と基本的に同じ結果をもたらします。

• キャンプ提案には保険会社に影響する可能性のあるいくつかの規

程が含まれています。大半の保険会社が帳簿上の相当部分を出再

することを望んでいることを踏まえた場合、明らかにマイナスに作用

すると考えられる規程は、非課税の再保険料に関連する損金算入

の禁止です。もう1つは、受動的外国投資会社（Passive Foreign
Investment Company：PFIC）の規則における保険会社の例外的

取り扱いに対する制限です。これらの規程のどちらも、もし成立した

場合、特定の保険会社にとって納税額が増加する可能性があり、

M&Aのバリュエーションに悪影響を及ぼします。それにもかかわら

ず、以下に述べる好影響を与える可能性のある提案が、それらの

潜在的な悪影響を十二分に緩和すると思われます。
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図表8．米国の業種別実効法人税率 

2016年1月現在 

43% 

*全業種の平均 
出所：Aswath Damodaran、「Tax Rates by Sector（セクター別税率）」、

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/taxrate.htm（2017年1月23日にアクセス） 

国際税務上の措置による海外累積利益の還流（tax-repatriation:レパト

リ税）：選挙運動期間中におけるトランプ氏の国際税務問題に関する議

論は、累積した繰延海外所得に対し10％の税率で1回限りの課税を行

う、みなし還流（repatriation）を要求することに概ね集中していました。

これに対し、下院共和党のブループリントは、現金（8.75％）と非現金

（3.5％）に異なる税率を適用し、納税者の選択に基づき、8年間の案分

比例による納付を認める1回限りのみなし還流を提唱しています。一般

的な法人税率の引き下げと異なり、この規程が成立した場合、特定の

保険会社に偏った影響を与える公算が大きいと見られます。外国に多

額の未還流利益を保有する大規模な多国籍企業にとっては、非課税の

海外利益をこのように還流することにより、明らかに、現金の形による

恒久的な税務上の恩恵が拡大します（ただし、一部企業にとっては財務

会計上、従来APB 23（Accounting Principle Board Opinion:米国会計

原則審議会意見書第23号、現在ASC740）に基づき「無制限に再投資

される（permanently reinvested）」とみなされてきた利益の当該還流に

より実効税率が急上昇する可能性があります）。留意すべき点は、トラン

プ大統領の課税案は現在のところ、米国の多国籍企業が継続的に稼

得する海外源泉所得にどのように課税するかという一般的な問題には

取り組んでおらず、また2016年12月時点において、逆流や税源の浸食

を防止するための現行法強化に関する具体的な提案を示していないこ

とです32。 

結論

2016年の選挙が引き起こすと思われる結果の1つは、ドッド・フランク

法に基づいて創設された連邦機関（FSOCやFIO（連邦保険局））が廃

止、再編ならびに／または透明性強化、および議会による監督の対

象となる可能性があることに伴い、米国の保険業界に対する州ベース

の規制が、比類する者のない突出した地位を回復すると見られること

です。さらに、特定の大規模な見直し案は、最大級のバランスシートを

持つ最大規模のプレーヤーが買収モードに戻ることを奨励することに

より、保険セクターのM&Aが活発化する環境を醸成する公算が大き

いと思われます。しかし、逆流も存在しています。すなわち、経済成長

が加速し、金利が上昇した場合、保険会社にとって内部的成長の原

動力が生み出され、その結果、それほど買収に依存しなくなる可能性

があります。企業は2017年の立法動向を注意深く見守り、どんな大規

模な規制上のリセットが行われるかに関するシナリオプランニングを

行うべきです。幸いなことに、保険会社や金融サービス産業は、規制

によって引き起こされる進行の変化の波を捉えることが、総じて上手く

なっています。多くの保険会社は、リスク管理やコンプライアンスの枠

組みの強化など、主要な規制関連の活動に対して、すでに多額の資

金と労力を投資しています。この投資は、特定の規制が制定されるか

否かにかかわらず、長期的にビジネス上の成果をもたらすと予想され

ます。とはいえ、保険会社は、2017年以降におけるまだ不明確な数の

潜在的な規制改革および税制改革に適合し、結果的にもたらされる

利益を得るために、注意深い評価と対応が必要となるでしょう。

34% 
32% 31% 31% 29% 29% 27% 

26% 26% 
25% 25% 

23%      22% 22% 

19% 

15% 

2016年における保険セクターの実効税率は他セクターと同等の水準です。 
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4. 米国市場への投資を目指す海外買収者の需要

海外投資家、特に中国企業と日本企業は、資本が潤沢で、借入コストが低い時期に母国外の金融サービスに進出して多角化を図るために、過

去数年間、米国やバミューダ籍の保険会社を熱心に買収してきました33。これらの投資家の活動を受けて、2013年以降、保険業界に対する海外

直接投資残高は16％増加しました（図表9）。 

図表9．米国保険業界に対する海外直接投資残高 

保険セクターにおける直接投資残高（十億ドル）1 

$134 

$155 

$177 $176 

$148 

$165 $169 $171 

$111 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2 

1 取得原価ベースの海外直接投資残高 
2 米国のGDP成長率に基づく2016年の予想額 
出所：米国経済分析局（2016年）、OECD 

海外買収者は、2017年も米国の保険会社の足場をさらに拡大することを追求するのでしょうか。今後1年については、インバウンドM&Aの継続

が見込まれるものの、特に2015～2016年の突出した水準に比較した場合、全体的な活動は若干減少する可能性があります。いくつかの阻害要

因が存在しています。すなわち、主要外国通貨に対して米ドルの価値が上昇したことに伴い、海外買収者にとって米国のターゲット企業の取得コ

ストが実質的に上昇しました。2017年に金利上昇が続いた場合、ドル高がさらに進行し、海外買収者にとって取引の締結が一層困難になると見

込まれます。またそれらの買収者は、新たなトランプ政権が実施する変革がもっと明確になることを望む公算が大きいと思われます。さらに、米

国の規制環境が複雑なことや国内ビジネスを支えるために多額の投資が必要になることも、インバウンドM&Aを躊躇させる要因とみられます。 

地域的な観点からすると、2017年後半から2018年にかけて、米国の資産に対する欧州の買収者の関心が過去数年に比べ増大する可能性が

あります。経済成長、税務、規制および金利が好ましい展開をたどるとの認識が、関心の再燃に加え、買収者のビジネスポートフォリオにおいて

米国市場が担う役割を再評価するきっかけとなっています。しかしながら、バリュエーションが課題になる可能性があります。従来、欧州企業は、

例えばアジアの買収者に比べ、保険のターゲット企業について帳簿価額を大幅に上回る金額を支払うのに慎重でした。
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一方、日本の潜在的買収者は、2015年における東京海上、明治安田

生命および住友生命による3件の数十億ドル規模の買収34、ならびに

2016年にSOMPOホールディングスが発表したバミューダ籍のエンデュ

ランス・スペシャルティ・ホールディングスの買収の後だけに35、小休止

して一息入れると判断する可能性があります。他方、米国の保険資産

の買収を追求している中国の非保険会社は、中国および米国双方の

政府規制当局からの逆風に立ち向かうことになるでしょう。中国政府

は2016年11月、資本流出の防止に向けて対外投資に対する新たな

制限の準備を進めていることを公表しました36。中国国務院は、中国

投資家の中核事業の範囲内にある場合を除き、100億ドルを超える対

外投資取引または10億ドルを超える対外M&A取引を禁止すると見ら

れます 37。さらに、中国保険監督管理委員会（China Insurance 
Regulatory Committee：CIRC）は、海外買収に向けた保険セクター

の積極的な投資方針と資金調達に関連して、安邦保険集団、深圳を

拠点とする富德生命人寿保険、および少なくともその他グループ1社
に対する検査を実施しています38。規制当局は、非流動的な海外資産

が原因で企業が保険契約者に支払いを行えなくなる事態を懸念して

いるのです。このことは、リバティ・ミューチュアルがスペシャルティ保

険会社、アイアンショア株式会社の全株式を復星から約30億ドルで取

得することを12月に発表したときに、中心的な問題となりました39。復

星は、過去20年間、主に欧州と米国で熱心に買収を手掛けてきたこと

により多額の債務を累積しており40、規制当局は同社の過剰レバレッ

ジに懸念を表明し続けてきました。

米国財務省の対米外国投資委員会（ Committee on Foreign 
Investment in the United States：CFIUS）および州レベルの規制当局

は、ファイナンスや所有構造が不透明な中国企業による米国の保険

資産に対するM&A活動を注意深く審査しています。その結果、発表か

ら取引のクロージングまでの期間が長期化したり、取引が完全に頓挫

することが生じています。復星が以前アイアンショアを買収した際は、

米国の国家安全保障調査団の精査の対象となりました41。安邦が

2015年に提案したフィデリティ・アンド・ギャランティの買収は、ニューヨー

ク州の金融サービス規制当局が安邦の資金調達と株主構成について

追加情報の提出を求めたため遅れが生じました42。この取引は2017
年第1四半期まで遅延しています。同様に、チャイナ・オーシャンワイド

が提案したジェンワースの買収はまだ承認されていません。プレーヤー

がこれら2件の取引の成り行きに注視していることから、中国企業が主

導するM&A活動は、特に今年初めには停滞する公算が大きいと思わ

れます。

結論

2017年に保険セクターのインバウンドM&Aが小休止したとしても、海

外買収者が米国のプラットフォームを創設および／または拡大する

計画を放棄することにはならないでしょう。実際、2017年後半以降に

欧州の買収者の関心が高まることを示唆する証拠が現れています。

さらに、一部のアジア諸国、特に中国と日本には利用可能な資金が

潤沢にあり、同地域の企業は資金の安全な投資先を探しています。

今後、取引が増加することが予想されます。取引のROIを長期的に

捉える日本の買収者は、行動を起こす前に時間をかけて望ましい資

産を入念に吟味する公算が大きいと思われます。中国は米国におい

て追加的な買収を実施すると予想されますが、個々の取引提案は厳

しく精査されるでしょう。中国の買収者は米国の規制当局の承認を得

るために何をする必要があるのでしょうか。どのような方法で規制に

関する解決策を見いだすのでしょうか。

5. 急成長する技術：購入、投資または提携？

1年以上前、デロイトは、保険会社が金融技術（フィンテック）／保険

技術（インシュアテック）分野への関与を深めるだろうと主張しました。

このことは次第に現実のものとなっていますが、市場の期待にもかか

わらず、2016年には保険会社のインシュアテック投資総額は前年比

で減少しました（図表10）。これは、保険会社が2015年の投資を消化

し、引き続きイノベーションやコーポレートベンチャリングに関する能

力を構築したことによるものです。ディールメイキングは数種類の形

態を取っています。よく見られる例として次のものがあります。

1. インシュアテック資産の直接的取得

2. インシュアテックのイノベーションや急成長技術に対してオフバ

ランスシートの投資を実行するベンチャーファンドの設立

3. 投資家の中核事業に影響を与えるビジネス機会または能力の

テスト／インキュベーションを目的とするオンバランスシートの持

分投資

4. 保険会社がインシュアテックのスタートアップ企業と共同でプロ

ジェクトおよび概念実証のイニシアティブに取り組む間接投資。

これらのテストは直接的な持分投資に発展することがある
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図表10．2012～2016年における米国保険会社のインシュアテックへの投資額 

投資総額（百万ドル）および投資件数

金融企業への投資額 主な発見事項

• 投資総額は取引件数と同様、2015年
のピークから減少した。

• 保険会社への投資総額は前年比

52％減少したのに対し、取引活動全

体は23％増加した。

• 取引1件当たりの平均金額は3,170万
ドルへと、前年比38％減少した。

2012 2013 2014 2015 2016 

平均金額

（百万ドル）

$27.8 $42.6 $35.5 $51.2 $31.7 

投資規模（百万ドル） 取引件数

出所：CBインサイツのデータを利用したデロイトの分析 

広範にわたるいくつかの傾向が、保険の技術革新のペースを大幅に加速させています。顕著な例として下記のものがあります。

• 市場の破壊的創造。企業保険を扱う保険会社が何十年間もカバーしてきた保険種目に影響を及ぼしている市場の大規模な変化に対応するた

め、保険会社は商品、保障内容、リスク、価格設定およびサービスを見直している。

• 全般的な世代間の相違。伝統的な高齢の顧客がミレニアル世代に取って代わられつつあり、このミレニアル世代は非伝統的な仕方で商品・

サービス提供業者と接触する。

• 顧客の期待の高まり。保険の顧客の期待が（消費者向け）技術によって方向付けられている。それらの顧客はオムニチャンネルの購入体験を

期待している。

• 有効性を失った販売モデル。伝統的なモデルは現代の顧客の期待に対応できないため、保険会社と製造業者の提携はもはやユニークなセー

ルスポイントではなくなっている。

• 業務改善の必要性。保険会社は業務遂行の容易性を向上させる一助として多額の投資を行っている（例えば、ロボティクス、サービスクラウ

ド、アナリティクス）。

• 販売およびマーケティング戦略の旧式化。現在の戦略は小規模なセグメント（すなわち、富裕層顧客）に焦点を絞っており、既存の方法では、

十分なサービスを受けていない市場を開拓するコストが高すぎる。
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大手保険会社は、既存の能力と新たに出現しつつある顧客の期待のギャップを埋めるためにどんな種類の急成長技術を求めているので

しょうか。センサーやアグリゲーター、ビジネスプロセス・イネーブルメントが、保険会社関係者やイノベーターのスタートアップ企業にとって

の初期段階の注目対象として浮上しました（図表11）。大きな影響を与える可能性を持つ分野である保険金支払いや保険引受のソリュー

ションはそれほど重視されませんでした。保険会社は通常インシュアテックのソリューションを開発する専門知識を社内に有していないた

め、直接技術を購入するか、技術開発に携わる革新的企業に投資しています。ミュンヘン再保険の子会社、ハートフォード・スチーム・ボ

イラー（HSB）は、産業用IoT（Industrial IoT：IoT）を通じて分離したデバイスを接続する技術を有するスタートアップ企業、メシファイを買収

しました。この買収は、「企業や保険会社が業務を改善し、損失を防止または低減するのを支援するためのサービスや技術を提供しようと

するHSBのIoT戦略の支えになります」43。大部分の大手（再）保険会社は、企業のインキュベーションやアクセラレーションに非支配的な

持分投資を実施するためにインシュアテックのベンチャーファンドを設立しています。（様々な積極度の）ベンチャー投資はM&Aプラス・モ

デルへと進化しており、保険会社の中核事業を商品ベース・モデルからサービスベース・モデルへと変革する可能性があります。

図表11．インシュアテック能力の焦点 

米国では過去24～36カ月の間に200社以上のインシュアテック・イノベーターが新たに出現しました。最も多くのスタートアップ企業が活動を行い、

最も多くの保険会社が関心を示したのはセンサーとアグリゲーターでした。 

ビジネスプロセス・イネーブルメント 
医療保険／給付（4） 
請求／支払（13） 
オンラインブローカー（1） 
自動車（5） 
アグリゲーター 
小規模会社（6） 
損害保険（19） 
生命保険（8） 
販売モデル

ピアツーピア（4） 
ジャストインタイム（5） 
代理店のアウトソーシング（3） 
保険金支払の効率性改善 
携帯電話による保険金請求（9） 
保険金支払の記録管理／保管（3） 

28% 

6% 

12% 

11% 

6% 

 

10% 

11% 

16% 

ロボティクス／自動化

ロボ・アドバイザー（16） 
自動運転車（3） 
ドローン（4） 
保有契約のアナリティクス 
機械学習（1） 
リスク管理（P&C）（6） 
リスク管理（L&A）（5） 
 リードジェネレーション（13） 
センサー 
住宅（14） 
健康・福祉（19） 
その他（6） 
自動車（18） 
技術インフラ 
保険契約管理技術（16） 
サイバーセキュリティ（3） 
ブロックチェーン（2） 

出所：デロイト・ブリッジ・データベース 

結論

インシュアテックのM&Aおよびベンチャー出資の取引は今後24～36カ月間、その件数および戦略的重要性が共に増大する公算が大き

いと思われます。諸組織は、短期的な問題に対処するために既存の戦略を調整するだけでなく、急成長するインシュアテックの能力を採

用し、統合すべきです。保険会社とイノベーターはいずれも、自社の事業を変革する潜在力を備えた急成長技術に着目し、その用途を探

索し始めています。ベンチャー出資その他の手段を通じて実行されるそうした持分投資が重要性を増し、その結果、保険事業の単純な取

得に利用可能な資本額に影響を与える日がいずれ来ることが予想されます。
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将来展望：2017年に保険セクターの

M&Aの機会を発見・活用する方法 
先述したように、2016年下期（上期ではなく）が2017年の活動の基調

を作り出すと見込まれますが、この見方は、業界のファンダメンタルズ

が、特にP&Cのブローカレッジとインシュアテックのセグメントにおける

取引を著しく助長する環境を生み出しているという判断に基づいてい

ます。具体的には、2017年には下記のことが見込まれます。 

• 内部的成長は依然として達成が並外れて困難である。

• 企業寄りとされる政権と議会、規制緩和および堅調な株式市場を背

景に、投資家の信頼感が継続すると見られる。

• 業界は、十分なリターンをもたらさない超過資本を潤沢に有している。

• 金利は2016年から0.25％上昇したものの、依然として過去最低水

準にある。

• 競争力の維持に必要な技術および能力への投資を実現するには、

規模の拡大が必須である。

• インシュアテックのイノベーターは、すでに業界を変えつつある強力

な変革力をさらに強める、破壊的な影響力を持つようになるだろう。

• 規制上および競争上の理由から、非中核的資産売却への関心が高

まっている。

• 保険業界のグローバル化は今後も続く。

有力な保険組織は、2017年にM&Aの機会を発見・活用して前進を果

たす一助として何をなすべきでしょうか。

M&A戦略の策定。自社の成長戦略を策定した後、その戦略の実現に

際してM&Aの果たす役割を決定し、その戦略に適合する企業の中か

らターゲットを選ぶスクリーニングを実行します。必要な場合、買収に

必要な資本の調達を容易にするために会社組織を変更します。

事業ポートフォリオへの集中的取り組み。もはや中核的とみなされな

い資産を売却する一方、バックオフィス業務を改善し、進化する消費者

の期待に対応するために、インシュアテックの能力を取得またはそれ

に投資します。魅力的な資産に関する戦略を立案し、それらの資産の

価値評価を行います。

売却者：売却用と特定した資産を売り出すために入念に準備します。

買収者のデューディリジェンスプロセスはより効率的であることから、

売却しようとするターゲットの潜在的な弱みを見つけ出す可能性がよ

り高いと思われます。

買収者：事業や能力に応じた支払額の上限を設定して自制する。とり

わけ、質の高いターゲットの不足や積極的にプレミアムを支払おうと

する海外買収者の思惑から、理不尽な売買価格水準にまで上昇する

可能性があります。価格が高すぎるときは見送るようにします。

常に情報に精通し、方針を貫きます。政策、税務その他の不確定要

素は時間と共に明確になることから、常に取り組みを続け、十分な情

報を入手します。2017年には急速に動く立法活動が数多くあり、本レ

ポートで取り上げた改革が何カ月もの間、主題として論争され続ける

公算が大きいと思われます。企業の経営幹部は、5つの市場要因およ

び傾向のすべてについて、それが自社の成長戦略の実行能力にどん

な影響を与えるかを評価し、その結果に応じてM&A戦略を調整する

必要があります。
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