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2019年5月8日 

inSharerance, LLC. 

インシェアランス® *1、壊滅的な大災害のリスクを世界中の人々で 

シェアできる世界初の全世界リスクシェアサービスの提供を開始 
 

＜要旨＞ 

inSharerance, LLC（https://insharerance.com 代表：野上憲一)は、従来の保険会社ではカ

バーできない壊滅的な大災害のリスクを世界中の人々でシェアできる、世界初の全世界リス

クシェアサービス「地震インシェアランス」を全世界にむけてローンチしました。①保険会

社や代理店等を全く介さないこと、②免責事項のないシンプルかつ透明な均等分配型の給付

設計、③世界のすべての人々が参加できること*2により実現したものです。  

 さらに、①AIを活用した本人確認、②ビットコインでの国際間送金、③免責事項がないこ

とによる支払い判定の自動化、④火災や家財への加入要件としないこと等により、ほぼ全自

動*3のオペレーションを確立し、世界の人々に対し極めて低廉な手数料*4によるサービス提

供を実現しました。 

 月額料金例（1ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ65万円として）  

東京： 866円 サンチアゴ： 130円 ロサンゼルス： 174円 

大阪： 21円 ジャカルタ： 76円 ロンドン： 7円 

 

*1  inSharerance ® は、日本、米国、EU、中国、英国、インドの登録商標です。 

*2   ビジネスモデル特許取得済みです。 

*3  セキュリティー強化の観点から、あえて自動化しなかった部分がありますが、それ以外

は自動処理によりオペレーションを行います。 

*4  手数料は給付金の３％、支払いがない時はキャリーオーバーファンドの0.1％に設定され

ています。なお、隠れ手数料といわれる危険差益はありません。 

 

インシェアランス開発の動機 

 2011年の東日本大震災は原子力発電所の事故とともに、大きな人的、精神的、経済的損害

をもたらしました。地震・津波、原子力発電所による経済的な損失は、それぞれ20兆円を
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上回る規模であるとされています。ファウンダーの2人はボランティアとして瓦礫処理等に

参加しましたが、果てしのない被害を前にして個人ができることの小ささに途方にくれまし

た。このようなときにこそ、保険の果たす役割が重要だと思いますが、実際に保険により補

てんされたのは、地震津波被害の17％、原子力発電所事故被害のわずか0.6％であるという

ことを知り、大変失望しました。 

その後、日本政府は原子力事故の保険の機能の大幅向上を目指して、保険業界も入れて非公

式な検討を行いましたが、残念ながら見るべき成果は得られなかったようです。従来の保険

の仕組みでは、まれに発生する超巨大なリスクに対応することは理論的に困難なのです。 

永年、保険業界で生活の糧を得ながら、このようなときに役に立てないのは、申し訳ないと

いう思いから、なんとか対応できる仕組みが作れないものかと思索にくれました。そのよう

な中で、思い出したのが、キリストが4000人の飢えた人々に持ち合わせたわずかなパンを

僅かずつ均等に配ったところ、すべての人が飢えを癒されたという逸話です。これをヒント

に、プールされたファンドを地震にあった人で均等分割して配布するというインシェアラン

スの基本構造を発明しました。 

 

なぜ壊滅的な大災害を対象にできるのか 

インシェアランスの特徴の一つは、被害を補償するという発想ではなく、集まったプールを

均等分割し配布するという構造にあります。したがって、初期にプールの額がわずかな場合

は僅かな給付しか行うことができません。たまたま地震にあった人が少なかった場合は一人

当たりの給付が大きくなることはあるかもしれませんが、保証はできません。しかし、わず

かな給付でも、復興への一助にしていただけるのではないか、少なくとも勇気づけることは

できるのではないかと思います。僅かなパンでも飢えを癒されたように。 

 

なぜ世界でのリスクシェアが必要なのか 

現在日本で、30年以内に70％以上の確率で起こるとされている２つの巨大地震は、いずれ

も100兆円規模の経済的被害をもたらすといわれています。合計すると、200兆円になりま

す。日本のGDPの約4割です。このような巨大なリスクを国内だけでリスクシェアするのは

不可能です。従って、世界の人々とリスクをシェアすることが必須になります。 

また、国内で見ているとマグニチュード7以上の地震は稀にしか発生しませんが、過去50年

間の統計によると世界では年間平均して約13回も発生しています。世界で巨大地震リスク

をシェアすれば大数の法則が成り立つ可能性が出てくるのです。 
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地震インシェアランスの仕組み 

地震インシェアランスを購入すれば、購入者が任意に指定した地球上のどのエリア内でも、

マグニチュード7以上の地震が発生した場合、その購入者へ必ず給付金が支払われます。一

人当たりの給付金額は、支払いが発生した月までに累積されているインシェアランス料の総

額と参加者の数によって決まります。より多くの参加者が集まれば、より多くの給付金が支

払われることになります。 

1. まずご希望のエリアの地震インシェアランスを購入します。一人あたり1エリアの

み、最大99口まで購入することができます。月単位の契約なので、１か月だけでも

始められます。継続するためには毎月の契約が必要です。 

2. 地震インシェアランス料は、建物などの物件を対象とするのではなく、マグニチュ

ード7以上の地震が発生した時の震源地が含まれるエリアを対象として決まります。

インシェアランス料は、購入するエリアの場所と範囲によって異なります。統計的

に地震発生確率が高いところ、また、より広い範囲を指定した場合、インシェアラ

ンス料は上がります。 

    半径 1口の月あたりBTC 1 BTC=65万円として 

東京 50 km 0.001333 866円 

東京 100 km 0.003167 2,059円 

仙台 50 km 0.000167 109円 

札幌 50 km 0.000083 54円 

名古屋 50 km 0.00005 33円 

大阪 50 km 0.000033 21円 

福岡 50 km 0.000033 21円 

ロサンゼルス 50 km 0.000267 174円 

台北 50 km 0.000217 141円 

サンチアゴ 50 km 0.0002 130円 

ウエリントン 50 km 0.000183 119円 

ジャカルタ 50 km 0.000117 76円 

リマ 50 km 0.000083 54円 

アテネ 50 km 0.00005 33円 

ヨハネスブルグ 50 km 0.00005 33円 

北京 50 km 0.00001 7円 

ロンドン 50 km 0.00001 7円 
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3. 世界中から集まったインシェアランス料は、支払に備えプールされます。 

4. 地球上のどこかで、マグニチュード7以上の地震が発生した場合、その震源地が含ま

れるエリアの地震インシェアランスを購入している加入者全員に、累積されたファ

ンドの約97％が給付金として分配されます。 

○ 給付金 ＝ （ファンド÷1.03）÷ 被災総口数 

5. 1ヶ月の間に、支払対象となるマグニチュード7以上の地震が発生しなかった場合、

インシェアランス料はファンドとして翌月に持ち越され、支払いが発生するまで累

積されていきます。従って、インシェアランス料の約97％は、給付金として遅かれ

早かれ、支払われるということになります。 

 

地震インシェアランスの特徴 

● 手数料が低廉に設定されています。 

○ 保険料比例の手数料はゼロ 

○ 危険差益（リスクマージン）はゼロ。 

○ 給付金受取時の手数料は給付金の3％ 

○ 給付金の支払が発生しない時の手数料はファンドの0.1％ 

○ 保険会社や代理店などを通さないため、販売手数料がゼロ。 

● 常に全世界に対して販売することで、大地震のリスクを世界中でシェアします。 

● ビットコインを使っているため海外送金手数料を抑えられます（ただし、参加者そ

れぞれが負担）。 

○ 0.0001 BTC 〜 0.0005 BTC（65円〜325円程度 1 BTC 65万円として） 

○ 一般的な、邦銀の海外送金手数料は4千円以上 

 

今後の展開 

今後、インシェアランスは、原子力災害、異常気象による自然災害など、壊滅的なリスクを

地球全体でシェアすべきサービスの開発を進めてまいります。私たちのビジョンは、世界中

の人々が思いやりを持って、互いに助け合えるような世界を創ることです。遠い昔、飢えた

人たちは不安やリスクを共有しながら、一片のパンを分け合い、命を守りあっていました。
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いま、私たちはインターネット、モバイル端末、SNSのおかげで、世界中の人々と直接コ

ミュニケーションができるようになりました。さらに、AI、ブロックチェーン、5Gといっ

た新たな技術により、その繋がりは、より効率的に、より安全に広がっていきます。昔の村

は地球規模に拡張していくのです(グローバルビレッジ)。インシェアランスは、地球上のす

べての人々が、昔の村人のようにリスクを分かち合い、寄り添いながら、互いに支え合える

「グローバルビレッジでの絆」を作りたいと考えています。 

 グローバルビレッジは約50年前にメディア学者のマクルーハン氏が予測したもので、地

球上の人々がメディアを介さずに、あたかも村人同士の様に直接コミュニケーションし合う

世界が来るというものです。技術の進歩により予想通りコミュニケーションできるようにな

った現在、さらに目指すべきは、互いに助け合い信頼し合えるような「グロ－バルビレッジ

での絆」を作っていくことではないでしょうか。 

 

創業者について 

代表の野上憲一はシリアル・アンプレプレナーであり、チューリッヒ生命の日本最初の代表

として生命保険のダイレクト販売事業を立ち上げ、その後、共同創業者としてライフネット

生命の立ち上げに参画いたしました。30年におよぶ保険業界の豊富な経験のみならず、イ

ンターネット、ビットコインなどに関する深い造詣を持ち合わせています。 

 

組織体制について 

現在、米国、日本、エストニア（EU)に分かれて開発・オペレーションを行っています。機

能ごとに世界の最適地で効率的な運営を行います。 

米国 inSharerance.LLC 開発、オペレーション、マーケティング、

クラウドサーバー等 

日本 インシェアランス株式会社 知財管理等 

エストニア inSharerance OÜ EUへのプレゼンス等 

 

株主について 

アドバイザリーラウンドにて、大前研一氏が代表取締役会長を務める株式会社ビジネス・ブ

レークスルー（東証1部上場）のアタッカーズ・ビジネススクール起業支援事業として200

万円の出資を得、現在の日本のインシェアランス株式会社の資本金は2250万円です。な

お、その他の2050万円はすべて経営陣による出資です。 
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FAQ 

 

インシェアランスをはじめるきっかけはなんですか？ 

ビジネスの着想は、キリストが5つのパンと2つの魚を4000人（別の逸話では5000人）にわ

ずかずつ均等に分け与えたところ、全員が飢えを癒されたという逸話です。一人ひとりに分

け与えられるものがどんなに少なくても、飢えや苦しみを全員で共有し、得られるものを隠

さずに全員で均等に分け合えば、人々は満足することができるのです。インシェアランス

は、まったく同じ発想で成り立っています。壊滅的な災害の不安やリスクを地球上の全員で

シェアし、みんなで集めたものを均等に分け合うことで、お互いを助け合おうという考えで

す。 

 

インシェアランスのビジョンはなんですか？ 

私たちのビジョンは”Heartfelt Bond in Global Village”(グローバルビレッジでの絆）です。世

界中の人々が思いやりを持って、互いに助け合えるような世界を創ることです。遠い昔、飢

えた村人たちは一片のパンを分け合って飢えをしのいできました。彼らは小さなコミュニテ

ィーの中で、不安やリスクを分かち合いながら、互いに寄り添い合い、信頼を築き、命を守

ってきました。リスクを共有するからこそ、人々の繋がりは強まります。もし、我々が自分

さえ良ければ良いと思うようになったら、その繋がりは弱まってしまいます。 

いま、私たちはインターネット、モバイル端末、SNSのおかげで、世界中の人々と直接コ

ミュニケーションできるようになりました。さらに、AI、ブロックチェーン、5Gといった

新たな技術により、その繋がりは、より効率的に、より安全に広がっていきます。昔の村は

地球規模に拡張していくのです。インシェアランスは、地球上のすべての人々が、昔の村人

のようにリスクを分かち合い、寄り添いながら、お互いを支え合える「グローバルビレッジ

での絆」を作りたいと考えています。 

 

保険との違いはなんですか？ 

いまの保険は構造的に、壊滅的な災害に対応するには限界があります。東日本大震災の経済

的な損失は23兆円と推計されていますが、このうち地震保険が負担したのは17％に当たる4

兆円でした。そのほとんどは政府の地震再保険勘定から支払われたものであり、残りは農協

共済等が負担をしました。原子力事故に起因する経済的損失については1200億円（被害の
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0.6％）しか負担されませんでした。理由は、大災害への保険を積極的に引き受けることが

できる保険会社がないからです。 

いまの保険会社は、どんなに多くの人から保険料を集めても、それぞれの契約者に対して

「約定した保険金」を支払うという構造になっています。すなわち、保険会社と契約者は、

契約上は1対1の関係であり、それぞれの契約上の関係は独立しています。保険会社は、契

約者を多く集め、個々の契約関係を単純化し、大数の法則を働かせて支払額を安定させるこ

とで、安定的に巨額の利益を生み出す仕組みを作り上げました。この仕組みの安全性を担保

するために、国ごとに行政が保険業界を監督しており、その結果、保険会社は莫大な保険準

備金を用意しなければいけなくなりました。しかしながら、この保険の仕組みは壊滅的な大

災害のリスクにはうまく機能しません。なぜならば、例えば100年に1回しか発生しない保

険金の支払いに備え、数百兆円の資本を用意しておくことは、経済的に許されないからで

す。 

一方、インシェアランスは、一部の会社や人がリスクを一手に引き受けるのではなく、リス

クを参加者全員でシェアし、リスクが発生した場合は、みんなで集めたお金を等分に分配す

るものなので、大きな資本や準備金は不要になるのです。リスクを参加者同士でお互いにシ

ェアするので、P2P（Peer to peer）のリスクシェアなのです。 

 

なぜ、市場を特定せず、グローバルでサービス提供をしているのですか？ 

より大きなリスクに対応するためには、地球規模でリスクをシェアするほうが合理的だから

です。例えば日本について考えると、次の関東大震災や東南海地震の経済損失は合計すると

200兆円以上と推定されています。とても1つの国で負担できるリスクではありません。世

界の富で負担するしかないのです。世界の年間GDPは約10,000兆円ですから、200兆円はそ

の2％になります。200兆円は巨額ではありますが地球全体でリスクを分かち合えば、負担

できないことはありません。国を超えたリスクのシェアについては、各国の監督機能との軋

轢が予想されますが、インシェアランスはグローバルでサービスを提供しなければ本質的に

成り立たないのです。 

 

なぜ、日本語のページを作らないのですか？ 

グローバルにリスクをシェアすることを求める以上、国、民族や言語に関して公平であるこ

とが強く求められます。日本語のページを作ったりすることは、公平性を疑われかねないの

です。現在の経営陣は日本人ばかりですが、米国のグリーンカード保持者が3人含まれ、私

以外の4人は米国で生活したことがあります。また、3人はエストニアのe-residenceです。

将来は国籍もできるだけ多様化していきたいと考えています。移民・VISAをめぐる環境は
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厳しいですが、Skype、Slack、Github等によりクロスボーダーのチームを作ることはたや

すくなっています。 

なお、WebページにGoogle Traslatorを配置しています。まだ完全な翻訳はできませんが、

多くの人が使い込むことによって、急速に発展していくと期待しています。我々のビジョン

であるHeartfelt Bond in Global Village(グローバルビレッジでの絆）の重要なツールだと思

います。インシェアランスもリスクシェアによる貢献を通じて、Global Villageでの存在価

値を認められたいと思っています。 

 

一つの民間会社がそのような巨大なリスクに単独で対応できるのですか？ 

今求められるのは、できるかできないかの議論ではなく、一人ひとりができることを実行す

ることだと思います。わずかなパンを配り始めたとき、多くの人々の飢えを癒すことができ

ると考えた人はいなかったと思います。瓦礫処理に参加したボランティアも同じです。自分

の力だけで、瓦礫処理ができると考えた人はいなかったと思います。我々がこのプロジェク

トを始めることで、多くの人々へ共感の輪が広がり、一人でも多くの人が行動を始めること

を期待したいと思います。津波が迫っているのに、山に逃げるかどうかを議論して結論が出

ず、逃げ遅れて津波に飲み込まれてしまうようなことを繰り返してはなりません。異常気

象、テロの拡大、大災害など多くの世界的危機が迫りつつある中、今、自分ができることを

始めることが大事だと思います。 

 

 

 

 

本件に関する取材・掲載のお問合せ 

inSharerance, LLC. 

CEO 野上  憲一 

https://insharerance.com 

https://www.facebook.com/insharerance/ 


