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エグゼクティブサマリー

インターネット対応機器の急速な普及とユニバーサル接続は、 とりわけ若者層を中心に、 す
べての業界における消費者の行動や期待に変化をもたらした。 また、 デジタル時代の到来
により、 リスク補償ソリューションを提供する保険会社にとって、 保険引受能力の範囲や境界
の拡充を可能とする、 過去とは異なるソースやプラットフォームからの外部データが爆発的に
増加した。 バリューチェーンがよりデジタルで結びつくことにより、 保険会社は顧客セグメント
やパートナーを深く理解し、 ほぼリアルタイムで適応することが可能となる。

短期的視点からみれば、 デジタル保険の消費者は教育水準が高く、 所得水準も高い若年
層であると思われる。 時が経つにつれ、 すべての消費者向けの革新的なデジタル保険オ
プションがますます身近になり、 所得と教育が購入の決定要因とはそれほどならないであろ
う。 将来の保険会社は、 高度な分析能力で顧客のニーズと嗜好に敏感になり、 柔軟性に
富んだ商品で個人の興味や行動履歴に対応する、 パーソナライズされたリアルタイムのサー
ビスを提供することになる。 人工知能 （AI） は、顧客との意思疎通や顧客理解に活用され、
サービスは （パーソナルな） バーチャルアシスタントにより 365日24時間対応で提供される
であろう。

保険会社は商品中心の販売手法から、 人のエクスペリエンスに重点を置いた、 顧客の生涯
にわたる幅広いニーズに密接に結びついた販売手法への移行ができるようになるであろう。
新世代型システムは、 これまでにない水準で顧客との近接性と影響力を持ち、 保険会社
は単なるチャネル管理に留まらず、 様々な顧客接点における意思疎通の最適化を行うよう
になり、 それは、 ビジネスモデル、 保険会社の顧客との意思疎通の方法、 そして保険会社
が提供するサービスの性質にも影響を及ぼすであろう。

時間の経過とともに、 ビッグデータと高精度なモデルは、 ますますきめ細かなレベルでのリ
スク・プライシングを可能とするだろう。 新たなリスクの出現は、 新たな引受テクニックやポー
トフォリオのリスク管理テクニックを生み出す。 保険会社はインシデントを防止するための実
用的な情報を収集する早期警戒システムを開発し、 保険金支払プロセスの簡素化と加速
化を図るであろう。 データによるプロセスは煩雑さを最小限に抑え、 申し込みから保険金請
求に至る保険のカスタマージャーニーを簡素化するであろう。 こうして、 デジタル化は顧客体
験の改善のみならず、 バックオフィスの事務処理効率化にも役立つ。 	

さらに、 デジタル化はデータドリブン型の新たなビジネスモデルの開発を可能にし、 保険バ
リューチェーン全体に影響を与えるであろう。 データへのアクセスとリスクのモデル化能力が
鍵となる。 主要なデータ・サプライヤーとの提携、 エコシステムへのエントリーポイント、 顧
客の実態を把握するためのノウハウなど、 他の資産を活用することでこれを現実に活用する
ことができる。 保険会社は、 補償のサプライヤーになるのか、 それとも新規分野でのビジネ
ス運営を協同または独自で進めていくのかを決定する必要がある。 	

テクノロジーは、 保険の範囲とアフォーダビリティ （買いやすさ） を拡大することにより、 漸進
的で継続的な業界の変化を促すことができるであろう。 あるいは、 イノベーションの典型的
なハードルを克服することができれば、 家計や企業向けのリスク補償サービスの提供に劇
的な変化を起こせる可能性がある。

デジタル技術は保険バリューチェーン全体
を変化させるであろう

保険会社は顧客のニーズと嗜好に敏感
になる…

…そして、 顧客の期待に応えるためには、
ライフサイクル・ステージに合わせた保険
を提供する必要がある

デジタル化は、 新たな引受テクニックや
ポートフォリオのリスク管理テクニックの創
出にも役立つ

同時に、 多数のプロバイダーから集めた
データを使用することにより、 新たなビジ
ネスモデルを創出することが可能になる
だろう…	

…そして、新たな保険の提供価値を創出
することも可能であろう
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顧客接点を巡る競争

デジタル顧客は異なるレベルのサービスを求める。 デジタル世代にとっては当たり前になっていることが、 いまだに紙ベースで事業運営す
る既存保険会社に新たな機会を提示している。 デジタルソリューションと高度な分析を組み合わせることによって、 新たな展開が開け、 保
険会社は顧客の生涯にわたって大幅かつ全面的な関与が可能になるだろう。  

デジタルインタラクション：生活の一部

デジタルインタラクションは日常生活に定着している。 オンラインで繋がっている世界中でお
よそ40 億人の人々 のうち、 90%以上がモバイル端末を使用し、 仮想世界で毎日数時間を
過ごしている 1。 例えば （スマートホーム、自動車、工場向けの） 位置およびその他センサー
ベースのサービスなど、 消費者向け新技術とデジタル機器が開発されている。 また認識シ
ステムや人工知能 （AI） における進展も、 保険会社などの企業に対して革新的機会をもた
らしている （図1を参照）

デジタル技術はすでに多くの産業を変え
てきており…	

図1 
保険に影響を与える新技術
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●	 IoTプラットフォーム
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　　	ーム
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　　	ネティクス
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●	自動運転

中程度 ● 保険ウォレット
● 報酬およびロイヤルティ　

　　	プラットフォーム

●	デジタルアドバイザー
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●	経営管理ソフトウェア・ア　

　　	ズ・ア・サービス（SaaS）
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●	生命・医療保険関連技術 ●	顧客との意思疎通に関連する技術 ●	顧客ロイヤルティ/ウォレット関連技術 

出典：スイス・リー・インスティテュート、ガートナー社「デジタルと損害保険のハイプ・サイクル、2019年」から引用

　1 コネクティッド ・コマース：コネクティビティはライフスタイルの進化を可能にする、 ニールセン、 2018年11月19日



Swiss Re sigma No 1/2020 3

新技術はエンゲージメントおよびインサイトの創出に影響を与えている 
インターネット対応のウェアラブル端末やユビキタス接続の急速な広がりがコミュニケーション
や情報共有の新たなあり方を可能にし、 このことが安価かつ非侵入型で自動生成されるデ
ジタルデータの指数関数的な増加をもたらした。 インターナショナル・データ・コーポレーショ
ン （IDC） の推計によれば、 2025 年までに世界の IoTデバイスは 416億台に達し、 それぞ
れがデータを生み出すと考えられている （図 2を参照） 2。 またデータを分析し有益な情
報を引き出す新しい手段も急増し、 保険会社が消費者と双方向のコミュニケーションを取る
方法も変わってくるだろう。

消費者の嗜好や購入行動もまた急速に変化し、 多くの企業が採用するビジネスモデルは一
段と顧客中心的なものとなってきている。 保険会社が顧客のロイヤルティを維持するには懸
命な努力が必要であろう。 最近の調査で判明したところでは、 保険会社は新たなリスク補
償に関し依然として最も信頼のおけるソースではあるものの、 消費者はかつてより頻繁に保
険会社を取り換えるようになっており、 インシュアテックやビッグテックからの新規参入者を受
け入れるようになっている 3。 	

…そして保険会社の顧客の獲得やサービ
スの提供方法を変えるだろう

図2 
デジタルデータの増加予測

	 出典：IDC、スイス・リー・インスティテュート

0

50

100

150

200

20242022202020182016201420122010

非リアルタイム（ゼタバイト）リアルタイム（ゼタバイト）

年平均成長率（2019～2025年）
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保険会社の直面する課題は顧客のオン
ラインエクスペリエンスを高めること	

2 コネクテッド IoTデバイスの伸びにより、 2025 年には 79.4 ゼタバイトのデータが生み出されると予想、
IDC、 2019年 6月18日

3 保険会社：接続性の新時代をリードする方法、 ベイン＆カンパニー、 2019年 9月26日
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顧客接点を巡る競争

ライフイベントのデジタル ・ インサイト、 新たな保険の機会
図3 は顧客獲得のサイクルと顧客の維持につながる事象を示している。 デジタル化はエン
ドツーエンド（一気通貫）の消費者体験から情報を捕捉することによってこのサイクルをサポー
トできる。 	

デジタルデータのソースは顧客の一生涯における変化に関する情報も提供する （家族、 在
住地、 転職など。 図４を参照）。 それにより保険会社は顧客のライフイベントをよりよく理解
することができ、 個々の顧客に対しパーソナライズしたマーケティング戦略および次の最適
なアクションに関する （予測的および指示的） 助言をするための知識を得ることができる。
これは従来型の保険商品に加えて他のリスク軽減商品および付加価値サービスのクロスセ
ルを伴いうる。 	

データ分析から得られるインサイトにより
顧客維持率を強化できる…

図3 
顧客獲得とロイヤルティの  
ライフサイクル

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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より可能になる	
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図4 
デジタルインタラクションにより可能となるライフイベントへのアクセス
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4) 予測： 予測分析の目的は、問題
が発生する前に検知すること

5) 処方： 処方的分析は、予測デー
タ分析にて提起された問題点を解
決するための、具体的かつ実行可能
な次のステップを提案することで、予
測分析より踏み込んだ分析を行う1

6) 顧客とのオンラインでの意思疎通

データソース

1) 妊娠

ソーシャル・メディアに
よるインタラクション

2)

3)

4)

5)
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出典：スイス・リー・インスティテュート	

1		出典：https://www.proponent.com/ana lytics-vs-prescriptive-ana lytics/
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顧客接点を巡る競争

しかし、 とりわけ保険は （対人コンタクトが少ない） ロータッチ事業であることから、 こうした
デジタル情報は保険会社が当たり前にアクセスできる環境に組み込まれていない。 例えば、
米国の保険購入者は保険会社と平均年2.7回しか情報のやり取りを行っていないと推定さ
れる 4。消費者行動に関わるデータは他の機関からもっと簡単に入手できる。例を挙げれば、
モビリティ行動に関わるデータは保険会社ではなくモビリティ企業が所有している。 そしてス
マートホームのデジタル・プラットフォーム運営事業者は、 保険会社以上に顧客の所有物を
把握している。 運営地域が都会に近づけば近づくほど、 保険会社以外の事業者が知見を
生み出す可能性が高くなる。 保険会社がなすべきことは、 リスク補償のプロバイダーとして、
消費者とのデジタル接点をもつ広範なエコシステムの中に自らを組み込むことである。 	

複数の顧客接点で意思疎通を最適化
これを達成するためには、 保険会社は複数のプロバイダーや医療、 教育、 モビリティ、 娯楽
といったライフスタイル全体にわたって顧客との意思疎通を最適化する必要がある。 顧客は
その生涯において接点を切り替えて様々な情報ニーズを満たしている。 保険会社は様々な
タイプのオウンド ・非オウンドの顧客接点 （Paid、 Earned、 および Social。 図 5 の矢印を
参照） を通じて知見を得る必要がある。 トップクラスの業績を上げる保険会社になるために
は、 顧客に向けた統一ブランドとして、すべての顧客接点で事業を運営し、一貫したメッセー
ジングと体験の提供を通じて、 ブランド再生を引き起こす必要がある。 	

保険会社は所有の有無 （オウンドまたは
非オウンド） を問わず、 すべての顧客接
点にアクセスする必要がある

図5 
デジタルな顧客接点により得られた知見とデジタルでの拡張アシスタントにより可能となったダイナミックでパーソナライズされた保障
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出典：スイス・リー・インスティテュート

保険会社ではなく、 異業種の新規参入
企業が多くの顧客接点を持つ

4 消費者は自分が望むものを知っている。 保険会社は耳を傾けているのか？、 ベイン＆カンパニー、 2018年10
月10日
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�	 オウンド （所有） の顧客接点：保険会社はこうした消費者接点に投資し、 管理している。
これには代理店、 ウェブサイト、 アプリが含まれる。 目的は長期的な関係の構築であり、
そのメリットは費用効果と管理である。

�	 Paid （有料） の顧客接点：保険会社はデジタルの顧客接点の代価を支払って有料情
報検索やスポンサーシップを通じて顧客に到達する。 有料の顧客接点には、 金融機関
や代理店などの各種チャネルも含まれる。

�	 Earned （獲得） の顧客接点：ここでは顧客が新たな接点となる。 これは、 満足した顧
客がソーシャル・メディアのインフルエンサーとなり、 認知度を広めることにより起こる。

�	 Social の顧客接点：これは保険会社が第三者のチャネルを経由して行うインタラクショ
ンであるが、フェイスブックやツイッターなど自己のプロファイル情報を使用する。ソーシャル・
メディアは、 今後 5年間に世界で最も急速に成長するデジタル広告チャネルとなることが
予想されている 5。  

変化する保険の顧客接点の性格
多数の顧客接点が増加するにつれて、様々な業界におけるディスラプション （破壊的イノベー
ション） が起こりやすくなる （図 6 を参照）。 保険会社と顧客の意思疎通は、 必要に迫られ
て従来の枠組みを超え始めるだろうと予測される。 ビッグテックやデジタルエコシステム（例：
東南アジアの配車アプリであるグラブ （Grab）、 インドネシアの総合サービス業ゴジェック
（GoJek）、 電子商取引市場） は、 保険関連の顧客接点を変革しつつある。 例えば、 英国
の主要保険会社4社は 「ホワイトラベル」 保険を販売する小売販売業者である 6。 通常な
ら様々な保険会社によって提供されるサービスを一つの提案にまとめることによって、 デジタ
ルと物理的なエコシステムを統合しようとする保険会社もある。 	

図6  
セクター間の破壊的イノベーションの速度：保険は一段と変動し破壊的イノベーションが誘発されやすい

破壊的イノベーションの現行水準とそれに対する感受性
18業種

破壊的イノベーションの現行水準
スケール0～1

存続可能性 変動性

より破壊的

感受性が高い将来の破壊的イノベーションに対する感受性
スケール0～1

感受性が低い

破壊的でない

耐久性 脆弱性

コミュニケーション＆メディア

ソフトウェア＆
プラットフォーム

生命科学

ハイテク

小売り

消費財＆サービス

医療

電気・
ガス・水道

エネルギー

自動車

銀行

保険

旅行

化学

資本市場

天然資源

産業設備＆機械

インフラ＆運輸サービス

感受性は低くなるがより破壊的に 感受性が低くなり、かつ破壊的でない

出典：V.SavicおよびB.Moussavi著、待っていない人には素晴らしいことがやって来る、アクセンチュア社、2019年、スイス・リー・インスティテュート

5 ソーシャルは世界で最も急速に成長するデジタル広告チャネルとなる、 フォレスター2019年 8月15日
6	 ベイン＆カンパニー、 2018年10月10日、 前掲
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新技術に向かう先駆者 (Early	Mover) 戦略は中期的には費用のかかる可能性があるが、
長期的には高い収益率をもたらす。 ボストン・コンサルティング・グループ （BCG） およびマ
サチューセッツ工科大学 （MIT） の調査では、 各業種の経営者たちの 65%がここ数年間
に行われた AI 投資にまだ目に見える効果は出ていないと考えていることが判明している 7。
データの収集・整理、 企業特有の知識基盤の構築、 研修制度、 それらを拡張しガバナン
スの強化を図るための従業員確保といった活動には時間がかかる。 これらが直ちに実装さ
れてすぐに使える対策となることはまずない。図7は、1つの将来回収シナリオを示している。
早期に投資する企業は 2～3年で現金が無くなるが、 その後は蓄積された学習と投資に
よる恩恵が急速に現れる。 別の技術ではうまくいった 「素早い追随者」 （Fast	Follower）
戦略を取る企業は、 長期的には出遅れる可能性がある 8。 	

フロントランナーが他を凌駕する

図7  
AI採用企業群のキャッシュフローの相対的変化

出典：Jacques	Bughinその他、A Iフロンティアからのメモ：世界経済に対するAIの影響のモデリング、マッキンゼー・グローバル・インスティテュー

ト、2018年およびスイス・リー・インスティテュート	
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7 MITスロ－ン・マネジメント・レビューと BCG は 2,500名超の経営者を調査した。 MITスロ－ン・マネジメント・レビュー、
「AI で勝つ、 戦略、 組織行動、 テクノロジーを組み合わせた先駆者、 2019 年 10月」 を参照。

8 V.Mahidhar、 H.Davenport 著、 AI の採用を待つ企業が追いつかない理由、 ハーバード・ ビジネス・レビュー、 2018
年12月6日



Swiss Re sigma	No	1/2020	 9

デジタル消費者－現在と未来

デジタル保険が順調に進んでいる主要 3市場である米国、 スウェーデンおよび中国の事
例によると、現在のデジタル消費者の年齢は一般的に 20 ～36歳で、裕福で高学歴の人々
である 9、10、11、12、13。 デジタル世代 （1980 年代初頭から1990 年代後半までに生まれたジェ
ネレーションYおよび次の世代） は、 情報への迅速なアクセスと提供価値の明確性を求め
ている。 こうした顧客に対する積極的なサービス提供が、 ロイヤリティを維持し顧客の生涯
価値を最大化する鍵である。 	

消費者の所得が高くなると保険を購入できる余裕が出てくる。 低所得層には成長の余地が
あるものの、提供価値を適応させる必要がある。 幾つかの市場、少なくとも中国と米国では、
所得と教育水準の高い若年消費者は低中所得層よりもオンライン購入が多い傾向にある。
中国では、 20,000人民元超の所得層の 44%が （医療費および重篤疾患を含む） 医療
保険の購入にオンラインツールを用いている。 それが、 （5,000人民元を下回る） 低所得者
ではわずか 30% に過ぎない （図 8 を参照）。 同様に、 技術/ 職業訓練を受けた人々 が医
療保険をオンライン購入するのは 34% であるのに対して、 博士号を持つ消費者の場合は
45%である 14。 同じことが米国でも見て取れる。 例えばヘイブン生命保険会社から保険を
購入した消費者の所得の中央値は 80,000 米ドルであり、 80%以上が （少なくとも） 大学
卒である 15。 	

ミレニアル世代は今日のデジタル保険
消費者の典型	

大多数の所得と教育水準は平均以上

図8  
中国における医療保険商品のデジタル購入者の所得および教育水準、2018年

出典：スイス・リー・インスティテュート
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9	 スウェーデンのデジタル生命保険会社アバンザ社における顧客の大部分は20~30歳である。 「2016 年年次報告書
－スウェーデンにおいて 7年連続で最も満足している貯蓄保険顧客」、 アバンザ、 2016年を参照

10 中国において、 アリペイのデジタル重病保険契約者の大部分は1990年以降に生まれている。 「中国におけるオンラ
イン保険、 ジェネラル再保険、 2017年」 を参照

11 ヘイブン生命の顧客の大多数はミレニアル世代 （21～36歳）、「誕生日おめでとう、ヘイブン生命2018年 5月16日」
を参照

12 米レモネード保険における顧客の81%は24～44歳である。S.Wininger著、「市場におけるレモネード社の第1四半期、
					lemonade.com	、 2017年1月18日」 を参照
13 中国の衆安デジタル損害保険会社の契約者の大多数は18～39歳、インシュアテック大手の衆安から保険会社が

学ぶべきこと、 アクセンチュア社、 2019年1月15日
14 中国の損害保険個人種目：消費者の視点、 スイス・リー・インスティテュート、 2019年
15 ヘイブン生命、 2018年 5月16日、 前掲
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市場によってオンライン購入行動に差が生じる理由
インターネットは生命・医療保険を調べるために最も多く使われる手段であり、 その割合は
中国では 59%16、 スウェーデンでは 68%17 となっている。 しかし、 保険のオンライン購入の
普及率はいまだに国によって一様でない。 例えば、 生命・医療保険のオンライン販売の割
合は米国18、 19 や中国 20 では 8% に満たないが、 スウェーデン 21 ではすでに 30% を超え
ている。 損害保険でも同様であることが分かっている。 2016 年のスウェーデンと中国にお
ける損害保険料収入は、 ともにおよそ10%がオンラインで販売されたものである 22、 23。 そ
の他の市場における保険のデジタル購入は、 調査手段としてインターネットが幅広く利用さ
れているにも関わらず、 はるかに低水準にある。 例えば、 スペインでは、 生命・医療保険
を調べるために 52%がインターネットを利用しているが 24、 生命保険のオンライン購入普及
率は 0.02% に過ぎず 25、 2015 年のオンライン・チャネルからの損害保険料はわずか2%26

であった （図 9 を参照）。 自動車保険のような幾つかの汎用種目ではオンラインによる購入
はさらに多く、 2015/2016 年には米国 27 で消費者の 25%、 中国 28 で11%、 スペイン 29 で
5%がオンラインで購入した。  

多くの人々が保険を調べるのにインター
ネットを使用するが、 オンライン購入の普
及率は低い

図9 
保険のオンライン購入

出典：ヴァーディクト2015年、中国統計プレス2018年、ジェネラル再保険2017年、アクスコ保険情報サービス2019年、スタティスタ2019年、

スイス・リー・インスティテュート
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16	中国の損害保険個人種目：消費者の視点、 スイス・リー・インスティテュート、 2019年
17 欧州保険報告、 スイス・リー、 2016年
18 オンライン販売には生命、 医療および傷害保険を含む
19	米国における特別インシュアテック ：オンライン販売、 スタティスタ、 2019年
20 中国における保険、 40 年にわたる改革と開放、 中国統計プレス、 2018年
21 スウェーデンの生命保険販売チャネル、 axco.co.uk
22 スウェーデンの損害保険販売チャネル、 axco.co.uk
23 「テンセント （腾讯） とアント ・フィナンシャル （蚂蚁金服） は中国の保険業界にどのように喰い込んでいるか」、

cbinsights.com、 2017年10月23日
24 欧州保険報告、 スイス・リー、 2015年
25 スペインの生命保険販売チャネル、 axco.co.uk
26	スペインの損害保険販売チャネル、 axco.co.uk
27 米国の保険ショッピング調査、 J.D. パワー、 2016年
28 シグマ 2017年第3号－2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進、スイス・リー・インスティテュート
29	同書
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オンラインの生命保険普及率が低い理由の1つとして、 多くの保険会社がオンラインによる
購入手段を提供していない可能性が挙げられる。 スペインのプロバイダーのウェブサイトを見
ると、 最大手の保険会社とインシュアテックのいずれも消費者に直接生命保険をオンライン
で販売していない。 同様に中国や米国でも、 生命保険契約をデジタルで販売する大手保
険会社は極めて少ない 30,31。 しかし、 スウェーデンでは大手金融機関 6 社が生命保険の
デジタル販売を行っており、 これが同国におけるオンライン購入の普及率 （32%） が高い理
由である可能性がある 32。  

とはいえ、 オンライン購入手段へ同じようにアクセスできれば各市場の普及率が同様になる
とは限らない。 ホフステッドの異文化指数 33 に基づく文化特性や余暇活動選好もまた影響
しているかもしれない。 この現象は、 オンライン保険普及率と一般的な E コマースの普及率
を比較すると明らかになる。 E ショップ普及率が高い国では生命保険のオンライン販売量も
高いことを示しているため、 E コマース購買者普及率はオンライン保険購入の代替指標とし
て利用される。 インターネットをオンライン・ショッピングなど別の目的でよく利用する消費者
は保険もオンラインで購入することに違和感がない、 ということが 1つの理由として挙げら
れるかもしれない 34、 35。

�	 「権力格差」 （個人が権力の不平等な分布を予期し受け入れている尺度、と定義される）
の低さ 36、 個人主義の強さ、 不確実性回避の傾向の弱さといった国固有の文化的特性
が技術の採用に影響を及ぼす可能性がある 37、 38、 39、 40。

�	 上位者の決定に異を唱えることが受け入れられない階層社会とは異なり、 権力の集中
が少ない国では階層構造がフラットであり、 人々 は自らが決定を行う 41。 さらに、 個人主
義的な文化を持つ人々 はインターネットなど、 直接的な情報源から独自に情報を収集す
るが、 集産主義的な文化を持つ人々 は家族や友人からの主観的助言に依存している 42。
最後に、 不確実性回避の傾向の低い国では、 人々 は新たな購入方法など、 新しいこと
を試みることを快適に感じる 43、 44。 	

オンライン購入ツールの存在が限定的で
あることが一因

市場がそれほど寡占状態になく、 個人主
義が強く、 不確実性回避の傾向が弱い市
場の方がオンライン購入比率は高い…	

30 中国の保険会社は安邦、 平安。 インシュアテックは壁虎互助、 HeiTai、 Xiaoyusan
31 米国の保険会社は、マサチューセッツ相互。 インシュアテックはラダー生命、 ヘイブン生命、 スポット生命、 エートス
32 スウェーデンの保険会社は、 フォルクサム、 スカンディア、 アバンザ、 ノルディア生命、 イドゥン生命
33 ホフステッドの異文化指数では、 他国と比較した6種類の文化に基づいて国の国民性を分析している
34 S.Bellman 他、 「オンライン購入行動の予測因子」、 ACM コミュニケーション、 1992年
35 LEE.H 他、 「消費者のライフスタイルとハイテク製品の採用－韓国の事例」、 ジャーナル ・オブ・インターナショナル・

コンシューマー ・マーケティング、 第21巻、 2009年
36	ホフステッドの異文化指数については、 https://www.hofdted-insights.com/models/national-culture/を参照
37 M.Matusitz 他、 「上下関係、 不確実性回避の傾向およびテクノロジー：ホフステッドの規模と人間開発指数を分析す

る」、 ジャーナル ・オブ・テクノロジー ・イン・ ヒューマンサービシズ、 2013年
38 Ozbilen,	P. 「新技術に対する自然文化の影響、 企業による採用、 国レベルの分析」、インターナショナル・ジャーナル・

オブ・イノベーション・アンド ・テクノロジー、 第 8巻、 2017年
39	M.Petersonn 他、 「情報技術商品の採用における国民文化の影響」、 2003年アメリカ情報システム会議議事録、 報

告書119、 2003年
40 LEE.S、 「技術の採用における文化の違いの影響」、 ジャーナル・オブ・ワールドビジネス、 2013年
41 A.Zakour、 文化の違いと情報技術の受け入れ、 南部情報システム協会第7回年次総会議事録
42 LEE.S、 技術の採用に対する文化の違いの影響、 ジャーナル・オブ・ワールドビジネス、 第 48巻、 2013年
43 T.Laukkanen、 「不確実性の回避がモバイルバンキングのイノベーション抵抗にどのように影響するか」、 第 48 回シス

テム科学に関するハワイ国際会議、 2015年
44 E.Garbarino 他、「不確実性回避の文化的違いが商品の認識にどのように影響するか」、国際マーケティング・レビュー、

第24巻、 2007年
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�	 どの国も独特の文化的な特性を併せ持っている。 中国の社会は高度に集産主義的であ
り、 権力格差が大きく、 不平等が受容されている。 それでも中国人はスウェーデン人に似
て不確実性を受け入れているように見える。 これが中国における E コマース購入の普及
率の高さを説明していると思われる。 人気の高い余暇活動もまた重要であろう。 日常生
活や余暇により多くのテクノロジーを操る消費者もまたオンラインで買い物をすることが多
い 45、 46。 注目すべきは、中国においてはウェブサーフィンが極めて一般的な余暇活動 （第
1位） 47 であり、 スウェーデンは第3位 48、 これに対してスペインでは一般的でない 49。 	

以上のすべてを考慮すると、 消費者のアクセスがもっと簡単になれば保険のオンライン購入
は一段と増加すると思われる。 保険のオンライン購入の割合は、 （権力格差の低さ、 個人
主義傾向の高さ、不確実性回避傾向の低さといった） 一定の文化的な特性を持ち、インター
ネットの利用が余暇活動として好まれている市場においては、 より速く伸びるだろう。 そのた
めに、 スウェーデン、 米国、 英国、 ドイツ、 中国といった市場の保険のオンライン購入により
大きな可能性があるとみている （図10 を参照）。

…そして、 ウェブサーフィンが一般的な余
暇活動となっている市場でもオンライン
購入比率は高い

図10 
各市場における文化と余暇

要因 スウェーデン 米国 英国   ドイツ 　  中国 　スペイン 　イタリア 　トルコ

文化

個人主義が強い ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✘ ✘ ✓✓ ✓✓
権力格差が低い ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✘ ✘ ✘ ✘
不確実性回避傾向が低い ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✘ ✓✓ ✘ ✘ ✘

余暇活動* ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✘ ✘ ✘
Eコマース消費 80% 78% 89% 82% 71% 59% 53% 33%

注：デジタルEコマース購入者とは、インターネットを利用し、2017年において最低1回のオンライン購入を行った消費者と定義される。

*格好の余暇活動にはウェブサーフィンが含まれる。

出典：スイス・リー・インスティテュート

45 Li.H 他、 「外見上のチャネルユーティリティ、 ショッピング・オリエンテーション、 デモグラフィックが消費者のオンライン
購入行動に及ぼす影響」、 ジャーナル ・オブ・コンピュータ媒介コミュニケーション、 第 5巻、 1999年

46	S.Bellman 他、 1999年、 前掲
47 M.Chen 他、 「中国住民の余暇活動と余暇の動機」、プロスワン、 第13巻、 2018年
48 スウェーデン人の時間の利用に関する調査 （2010/2011年）、 Statistiska	CentralByrån,	2011年
49	2009~2010 年における時間利用調査、 スペイン国立統計局、 2011年
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アクセスが提供された場合に何がオンライン購入行動を促進するのか？
消費者の価値や欲求理論に基づくモデルが上記の質問への回答として役立つ 50、 51、 52。 図
11は生命保険のオンライン購入行動に合わせた理論モデルを示している。 これは、 機能、
情緒、 自己成長という 3 つの価値ドライバーから成り立っている。 今日にいたるまで、 保険商
品の設計はほとんどが機能性に焦点が当てられ、 情緒や自己成長という価値はほとんど考
慮されていなかった。 	

米国デジタル生命保険会社2社 （ラダー生命およびヘイブン生命） の消費者レビュー 400
件を分析したところ、 消費者がオンラインで保険カバーを購入する場合、 機能性のみなら
ず情緒や自己成長といった要素 （例えば、 自己決定力） を評価していることが分かる 53。
最も一般的に言及される情緒は、 「苦もなくできること」 であり、 「幸せ」 や 「喜び」 の感
覚である。 23％がオンラインでの購入が 「たやすい」 と思うと発言する一方、 22% はオン
ライン購入が 「最高の」 気分だと語った。 その他20% の消費者は、 オンラインで申し込み
手続きを完了し購入するのが 「楽しい」 と話し、 17％近くが保険代理店との接触がないの
で心理的な負担を感じないと語った。 	

消費者が感じる自己成長という価値は大半が自律性に関連している。 消費者は、 商品価
格や条件に関する情報を取得したり、 どの保険契約が自分のニーズに最も当てはまるかを
自ら判断したりする能力を大切にしている。 例えば、 ある消費者は 「自分自身で決定する
ための情報を得るのは最高だった」 と述べた 54。 こうして自律性を身につけた消費者はも
はや代理店の助言に依存する受身の顧客ではない。 自分で行う決定のために情報を求め
る積極的な参加者である 55。

何が保険契約のオンライン購入の決定に
影響を与えるかを理解するのに役立つ論
理構成

図11 
保険購入行動モデルのドライバーを示した概要図

機能性 情緒 自己成長

�	 	購入手続きの簡易化
�	 	便利さ
�	 	即時・迅速な購入プロセス
�	 	適正価格

�	 心理的な負担の低さ
�	 喜び
�	 面倒でない手続き
�	 安心感
�	 快適感

�	 自信
�	 認識的価値

消費行動

出典：スイス・リー・インスティテュート

消費者は単純性を評価し、情緒的な達成
感を求める

自己成長という価値をもたらす商品の楽
しみ

50 M.Holbrook、 消費者価値：分析と研究のためのフレームワーク、 ラウトレッジ社、 1999年
51 J.Sheth 他、 「私たちが買うものを買う理由：消費者価値の理論」、 ジャーナル・オブ・ビジネス・リサーチ、 第22巻、

1991年
52 A.Maslow、 「人間の動機付けの理論」、 心理レビュー、 第 50巻、 1943年
53 「レビューズ」、 trustpilot.com	およびconsumeraffairs.com、 最終アクセス日、 2019年 8月22日
54 consumeraffairs.com から引用した消費者レビュー、 2018年2月1日
55 P.Buhler、P.Mass、「保険における消費者の権限」、インターナショナル・ジャーナル・オブ・バンク・マーケティング、第36巻、

2018年
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顧客接点を巡る競争

こうした価値ドライバーは、 消費者の選択行動と将来の購入意志を理解するのに重要な役
割を果たす 56、 57。 例えば、 アリババの重大疾病保険 58 やレモネードの住宅保険 59,60 は、
簡単で迅速な購入手続きを提供しているが、情緒や自己成長価値にも取り組んでいる （図
12を参照）。 アリババの場合、誰かが病気になった場合の支払に関与するだけであるため、
消費者は保険をコミュニティ商品として情緒的に受け止める。 事前に承認された大きな消
費集団に、 集団投票システムを通して支払承認の可否を決定させることによって、 自己成
長という価値 （自律性） が充たされる 61、 62。

今後3年から 5年の間は、 おそらくデジタル保険の消費者は所得や教育水準の高いミレニ
アル世代に限定されるだろう。 長期的には、 ミレニアル世代が年齢を重ねるにつれ、 あらゆ
る年齢層がデジタル保険に魅力を感じるようになり、 購入決定における所得や教育との関
連性は低くなるだろう。 低所得消費者層に対する革新的なデジタル保険の選択肢はすでに
利用可能となっている。 例えば、 中国人壽保険 63、 PROSUR64 または Jubilee65 が提供す
るマイクロ生命・医療保険商品、あるいはアリババの重大疾病保険商品 「Xiang	Hu	Bao （翔
胡宝）」 などは、 所得や教育水準と関わりなく、 あらゆる経歴の消費者を魅了している 66。 	

保険会社は、 情緒特性について、 消費者
をより高いレベルで理解する必要がある	

図12 
3つの価値ドライバーに基づく保険商品の例

事例：機能、情緒、自己成長価値に基づく保険の設計

ケース1

アリババの重大疾病保険

ケース2

レモネードの住宅保険

機能的価値 購入手続はアリペイのアプリ経由で簡単・迅速 購入手続はレモネードのアプリまたはラップトップ/タブ

レット経由で簡単・迅速

情緒的価値 消費者は誰かが病気になった場合の支払に集団的に

関与するのみであるため、 保険をコミュニティ商品として

体験する。

消費者は月次定額料金の残余金について非営利団体

を選択し、 同じ理念を持つコミュニティに加わる

自己成長価値

（自律性）

（自律性 ) ：事前に承認された消費者に対して、 集団

投票システムを通じて、 保険金請求者への支払を認め

るか否かを自分で決定させる

（自律性）：消費者は残余金について、 どのような社会

的理由を選択したいかを決定することで、 自律性が与

えられる

出典：スイス・リー・インスティテュート、会社ウェブサイトからの情報に基づく

将来的には、 すべての年齢層がデジタル
保険に引きつけられるだろう

56	J.Sheth 他、 「私たちがそれを買う理由：消費者価値の理論」、 ジャーナル ・オブ・ ビジネス・ リサーチ、 第22巻、
1991年

57 M.Holbrook、 消費者価値：分析と研究のためのフレームワーク、 ラウトレッジ社、 1999年
58 「3億人のユーザーを対象としたアリペイのヘルスプラン」、 alizila.com、 2019年 4月11日
59	Lemonade.com の 「すべてがインスタント」
60	Lemonade.com の 「レモネードのギブバック」
61	Ant	Financial	（蚂蚁金服） は新たな中国の健康 「集団」 で健康保険の破壊者になろうとしている、

insurancejournal.com、 2019年 4月11日
62	「ジャック・マーは中国で毎月数ペニーのがん保険を販売」、 bloomberg.com、 2019年 5月20日
63	中国のマイクロ保険と農村開発：北京大学のYiYao （キティ） 准教授とのQ&A、 ミリマンのマイクロ保険センター
64	「POSUR マイクロインシュアランス」、 prosur.com.kh/
65	「マイクロ保険：人々 に不確実性を克服させる」、 jubilee.com、 2014年 8月23日
66	insurancejournal.com、 2019年 4月11日、 前掲
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デジタル保険会社

提供商品
個人向け、 社会的、 持続可能、 魅力的 
デジタル化は、 例えば、 モビリティ、 健康、 リクリエーション行動などの様々な日常的インタ
ラクションを活用することによって保険会社への一段とタイムリーなフィードバックを提供する。
フィードバック・ループはこれまでにも常に保険の中に存在しており、 購入パターンや被保険
者のリスク行動、 保険金請求の仕方などに影響を与えてきた。 従来このフィードバックは事
後的なものであり、 時には長時間の遅れを伴った。 	

自律的な洞察と共感的ケアのバランス
デジタル化はデータ収集の域を超えており、保険会社に対してリスクに関する一層ダイナミッ
クな理解を与えることができる 67。 保険会社は危険を除去するために、 補償対象となって
いない危険状態を発見する可能性もある （図13 を参照）。 例えば、 保険会社は交通量、
気象パターンのほか、 その他の要素を組み合わせることによって、 運転手が時間の大半をリ
スクの高い道路で過ごしていると判断するかもしれない。 観察されたこうした行動に基づき、
保険会社は共感的態度で顧客とやりとりする第1歩を踏み出している。 例えば、 ゼネラリ
保険は、 自動車保険顧客のためにリアルタイムの対人支援ツールを持っており、 顧客の運
転行動の向上と事故防止への対処に役立てている 68。

新たな顧客接点とチャネル形態からのリスク情報へのアクセス
保険会社はデジタル化によって、 様々な顧客接点からリスク関連のデータを取得できるよう
になり、 既存・新規のリスク・エクスポージャーを識別・観察することができる。 新しいデー
タソースと分析能力は顧客接点全体にわたって即時かつ詳細なリスク所見を提供し、 より迅
速なリスク評価の一助となり、 保険会社が革新的で適切な保険カバーを提案できるようす
る。 デジタル化以前の保険会社は、顧客が適切に保険カバーされているかを評価するには、
損害データが入手できるまで待つほかなかった。

デジタル化によってよりタイムリーなフィード
バック・ループが可能

こうした継続的なフィードバックに基づくプ
ロセスはリスク管理のための一段と優れ
た洞察を提供しており…

…保険会社が革新的な保険カバーを迅
速に提案することを可能にする

将来の保険会社は、 顧客のニーズと嗜好に非常に敏感になり、 柔軟でオーダーメイド型の商品とサービスをリアルタイムで提供するように
なるだろう。 データ対応のプロセスは、 煩雑さを最小限に抑え、 保険の申し込みから保険金請求までの保険のカスタマージャーニーを簡
素化する。 人工知能 （AI） が顧客との意思疎通や顧客の深い理解に用いられ、 サービスは 1日 24 時間、 週 7日仮想 ( パーソナル) ア
シスタントを経由することになろう。  

67	例えば、 誰かが身体障害のために働くのを止めた場合、 保険会社は顧客が一層早く回復する方法を助言するため
にデータを使用することができる。 「メットライフ生命は顧客のリスクを抑えるため外部データに関与」、 CIO.com、 2018
年10月15日

68	generali.com、 「当社は顧客のために革新を進める」
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デジタル保険会社

図13 
知見が既存バリュ－チェーンを改善

スマートヘルス
スマートリビング／ワーキング

スマートモビリティ

リスク関連の
インタラクション

リスク関連のデジタル
インタラクション

L H P C L H P C

商品管理
保険引受
料率設定

マーケティング
および販売

保険金
支払管理

顧客サービス

個人契約 企業契約

既存のリスク・エクスポージャーと顧客リスク・
エクスポージャーの識別/監視
既存の保障ギャップの縮小と適応            
       既存/新規顧客に対する成長と収益性の選択 

新規/未来のリスク・エクスポージャーの
識別/監視
新しい保障関連の商品および
サービスの創出（提供価値）

家族と朝食

パーク・アンド・ライド
（モビリティ）

仕事開始

アクティブブレイク
（積極的休養）

仕事終了

野外活動

買い物睡眠
家族

リスク・エクスポージャー
過剰保険
過少保険

　（プロテクション・ギャップ）

スマートインタラクション

出典：スイス・リー・インスティテュート
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商品指向からサービス指向へのシフト

デジタルインタラクションによって保険会社はパーソナライズされた保険や新たな補償関連
サービスを開発できるようになる。 伝統的なリスク選択は中核的な業務として残るものの、
より迅速・簡素でリアルタイムのデータに依拠したものとなろう。膨大なデジタルデータは様々
な種類のエクスポージャーを定量化するのに役立つだろう （例えば、 行動的、 外的、 内的
エクスポージャー。 図14 を参照）。

�	 行動リスクは、 ドライバーのスピード違反や安全な車間距離の保持違反、 危険なルート
の選択といった異常行為のリスクである。 	

�	 内的リスク・エクスポージャーは、 各被保険者または資産の固有リスク （例えば、 建物
の建設の質） をカバーする。

�	 外的リスク・エクスポージャーは、 資産の大災害リスクや悪天候、 ドライバーにとっての道
路条件などのような環境要因をカバーする。

したがって保険は一段と積極的になる

図14  
リスク定量化の理想的な状態に関する説明

カスタマージャーニー

内的

リスク・エクスポージャー

行動

健康

生命・医療保険 損害保険 自動車保険

教育/仕事 生活 自由時間 モビリティ

外的

標準的な
保険種目

生活領域における集団

データ
収集

センサー

リスク・エクスポージャーの識別：状況的リスク・エクスポージャー
（分析と判断に基づく証拠－タイミング－関連性）

関連商品およびサービスの提案：状況を踏まえたコンテンツ、商品およびサービス 
（リスク移転、リスク緩和、予防サービス　付加価値サービス）

パートナーとコミュニティの統合/介入：アクセス/シェアリング/ステアリング（運営） 
（サポートコミュニティ、パートナーネットワークに対するもの）

リスク関連の商品提供

オフライン

オンライン

出典：スイス・リー・インスティテュート
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デジタル保険会社

保険会社の主要課題は、 リスク・エクスポージャーの変化に関する適切な情報にアクセス可
能なデジタル能力を開発し、それを実用的な知見に転換し、ユーザーに使い勝手のよいパッ
ケージとしてまとめ、 これらを顧客に伝えることである。 そのためには、 保険会社は 3分野
でデジタル能力を向上させる必要がある。 	

１ 真のリスク・エクスポージャーの識別：	リスク・エクスポージャーを識別するためにすべ
てのデータが利用できる訳ではない。 保険会社はタイミング、 関連性および真のシグナ
ル伝達能力に基づいてリスク・エクスポージャーを理解する必要がある （証拠に基づい
た分析と決定）。

2 的を射た商品およびサービスの創出：	保険は変化するニーズを採り入れ、 補償内容が
様々なライフステージにわたって確実に適切であるようにするべきである。 この目的のた
め、保険会社は商品とサービスをその時々の状況に踏まえたものにする必要があろう （リ
スクの軽減と予防サービス、 付加価値サービス）。

 3 パートナーとコミュニティの統合 / 介入：	保険会社はサポートコミュニティ （顧客参加型
ウエブサポートシステム） とパートナーネットワークの運営ができる。 高度な分析を活用し
て、 保険会社は、 リスクのサブセグメントに基づいて最も購入可能性の高い顧客を特定
できる。 	

保険会社は、 こうした能力の精緻化に伴い、 高品質なサービスによる顧客との意思疎通が
可能となり、 ロイヤルティの向上に結び付けることができるであろう。 例えば、 財物保険会
社は、 データが自己所有か第三者のものであるかを問わず、 リスク・エクスポージャーの変
化に関わるデータにアクセスし、 分析することができれば、 事故や損害予防のための安全・
安心のサービスを提供できる。 また無数のリスク変数から、 不動産の購入について助言す
ることも可能になろう。 例えば、 ある保険会社は、 不動産が公共交通路の中にある場合、
その物件からかけられた緊急電話の件数、 近辺のレストランの衛生状態およびその地域の
インフラの質などの予測指標で、 顧客との関わり方を模索している 69。

新興市場では技術が保険の発展を加速させている。 先進国では開発に長年を要したこと
が新興地域ではわずか2～3年間に短縮されている。 これが「リープフロッグ」現象であり、
そこでは幾つかの技術的なステップが飛ばされる。 こうした破壊的な技術が、 地域に必要
なものの一部である保険商品やサービスへの、 利便性の高いアクセスを可能にしている。 		

新興市場の保険会社は新たなデジタルエコシステムの活用で先導的な役割を担っている。
こうした保険会社は複数の顧客接点を提供し、 利用者の関心を集めるとともに、 元々の事
業から新たな分野へと移行する。 アジアを拠点に配車アプリからスタートして、 食品や物品
の配達に参入し、 今や医療分野にまで進出している 「グラブ （Grab）」 はまさにそうした事
例である 70。 アジアの保険会社はそうした企業と提携し始めている。 すなわち、 保険会社
は保険引受の専門知識を持ち込み、 パートナーはエコシステムへの入口を提供し、 よって保
険会社は営業の範囲を広げ、 特定セグメントをターゲットとしてユーザーの行動を抽出する
ことが可能になる。 同様に、中国ではアビバ （Aviva） がインターネット大手のテンセント （騰
訊） と提携して重大疾病保険契約をオンラインで販売している。 別の例として、 アフリカの
保険会社がモビリティ・エコシステムにおけるライドシェアリングのドライバーを通して保険を販
売している事例が挙げられる 71。

こうした理想的な状態はまだ先の話	

質の高いサービスほど高いロイヤルティに
つながる

新興市場の保険会社は幾つかの革新的
分野で先端市場のリープフロッグであり…		

…その範囲を拡大するためにデジタルエ
コシステムと連動している	

69　「メットライフ生命は顧客のリスクを抑えるため外部データに関与」、 CIO.com、 2018年10月15日
70　「ピンアン・グッド・ドクターとグラブは東南アジアで革新的な020医療ソリューションを販売するため合弁会社を設立」、

grab.com、 2018年 8月16日
71　「ナイロビを拠点とするライドシェアリングサービスの Little は、 どのようにアフリカの Uber に立ち向かっているか」、 skift.

com、 2018年 6月19日



Swiss Re sigma	No	1/2020	 19

保険会社は近代的で柔軟なデジタル ・プラットフォームを利用できる
保険会社は、 柔軟で商品に依存しない完全統合型のデジタル・プラットフォームを活
用することによって、 購入に至るプロセスを通して顧客と関わり合うことができる。 保
険引受のようなバリューチェーンの中核部分はインシュアランス・アズ・ア・ サービスに
転換させることが可能である （図15 を参照）。 例えば、 スイス・ リーはパートナリング
ソリューションとして iptiQ を保有しており、 このソリューションにより保険会社はクラウド
アプリケーションとデータ分析の力を利用して保険の購入を容易にすることができる 72。 

また、 プラットフォームは、 様々な当事者のために市場サービスを結合する仲介者としても役
割を果たすことができる （例えば、 ブローカーは単一のオンライン・プラットフォームから国
境を超えたプログラムの管理・配信が可能） 73。 2 種類のプラットフォームが確立されてい
る。 1つ目は、 コアサービス・プラットフォームであり、 確立された業界の1部または全部の
バリューチェーンをサービスとして利用可能にする （IaaS －インシュアランス・アズ・ア・サービ
スのソリューション）。 2 つ目は、 サービス・プラットフォームであり、 需要と供給の仲介者として
の機能を果たす。 まれに両プラットフォームの組合せが成立するケースもある 74。

柔軟で近代的なプラットフォームは保険
会社の新市場への参入に役立つ

また様々な当事者のために市場サービス
を結合する

図15 
保険プラットフォームの機会の概要

サービス・インタラクション・プラットフォーム（サービス）
プロセスプラットフォーム（バリューチェーン）
技術プラットフォーム（使用可能性）
プラットフォーム管理（調整&ガバナンス）

顧客

個人

企業

元受保険
販売

パートナー
再保険 再々保険

販売
パートナー

販売
パートナー

コアサービス
プラット
フォーム

B2B B2B B2B B2B B2B

*）事業会社、保険、銀行、
仲介者、アグリゲーター、
ブローカー、プラットフォーム、エコシステム

市場サービス
プラット
フォーム

商品管理
保険引受
料率設定

マーケティング
および販売

保険金
支払管理

顧客
サービス

B2C

B2B

*)

出典：スイス・リー・インスティテュート

72　スイス・ リーのパートナリングソリューションである iptiQ によって、 保険会社はクラウドアプリケーションとデータ分析の
力を利用して保険の購入を容易にするとともに、 より多くの人々 を保険契約者にすることができる。 「iptiQ ：保険の購
入を容易にする技術」、 スイス・リー、 2018年11月7日」 を参照

73　スイス・リーのコーポレート・ソリューションズ部門は、ブローカーズリンク社のために多国籍保険プログラム管理プラットフォー
ムを構築する協力体制を発表、 スイス・リー・コーポレート・ソリューションズ、 2019年10月18日

74　スターリング・マーケットプレース、 金融サービス向けに 「App Store」 体験を提供、 NSバンキング、 2019年2月27
日
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こうしたプラットフォームの利点は、 保険会社がアプリケーション・プログラミング・インターフェ
イス （API） を用いて外部のパートナーと統合できることにある （例えば、電子商取引は、シー
ムレスな情報交換により、 バリューチェーン全体にわたって大幅な効率化をもたらす）。 （需要
分析から保険証券の発行に至るまでの） 様々な構成要素がこれら販売パートナーのために
カスタマイズされるとともに、 共同ブランド化が可能である。 一方、 販売パートナーは顧客
に提案する商品を選択することができる。 このように単一のプラットフォームに留まることによ
り、 バリューチェーン全体にわたるシームレスなカスタマージャーニーが可能になる。 これらの
プラットフォームは、 （デスクトップ、 タブレット、 スマートフォン向けに最適化された） 複数のデ
バイスと複数のチャネルでの利用が可能である。 すなわち、 顧客は代理店との対面でのや
りとりとセルフサービスを切り替えることが可能であり、 コールセンターの担当者と、 データを
保存・共有しながらやりとりすることすらできる。 	

バリューチェーンはさらに統合が進むだろう

デジタル化の第1波は保険のバリューチェーンを一段と効率化した（図16 を参照）。 しかし、
複数のデジタル・サイロが結合されないまま残っており、 情報は分断化されたままである。
将来、重要なプロセスは結合され、保険会社は単なる 「デジタル化された保険プロバイダー」
から 「デジタル保険会社」 へと進化するだろう。 変革の可能性はそこでとどまることはない。
さらに先を展望すると、 次の世代では、 データの品質とアルゴリズムが改善されるので、 AI
保険会社が出現するものと考えられる。 そこでは、 消費者、 エコシステムおよび政府が作り
出すデータから 「学習する」 バリューチェーンが適用されるだろう。 コグニティブテクノロジー
の発展で、 こうした保険会社は学習したことを統合し、 リアルタイムで提供価値に適応し、
それによって総合的でユニークなカスタマー・エクスペリエンスを提供することが可能になる
だろう。 	

保険会社はブローカーに提携を促すため
に、 こうしたプラットフォームの公開を利用
できる。 これにより、 バリューチェーン全体
にわたりシームレスなカスタマージャーニー
を提供することが可能になる

迅速にやり取りするために、 プロセスは柔
軟になりオープンイノベーションとなる

図16 
総合的なリスク・サービスへと成長する保険商品

関連ステークホルダー バリューチェーン（例）

デジタル保険

データおよびAI
ドリブン型保険

デジタル化
された保険

保険

(Icon) 商品＝サービス

(Icon) 商品管理
保険引受
料率設定

マーケティング
および販売

保険金
支払管理

顧客
サービス

(Icon) 商品管理
保険引受
料率設定

マーケティング
および販売

保険金
支払管理

顧客
サービス

(Icon) 商品管理
保険引受
料率設定

マーケティング
および販売

保険金
支払管理

顧客
サービス

出典：スイス・リー・インスティテュート	
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こうした高品質の基本データが入手できることで、 デジタルトリガーを備えた商品の創出が
容易になり、 パラメトリック保険の採用を加速させるであろう。 家庭や企業のパラメトリックト
リガー用センサーからのデータフィードを利用する財物対象の洪水保険はすでに利用可能で
ある 75。 トリガーが対象財物そのもののデータソースに基づいているため、 ベーシスリスクは
極めて低いと考えられる。 時間の経過とともに、 これはバリューチェーンを仮想化し、 事実
上パラメトリック型商品の増加をもたらすことになるだろう （スマート・コントラクトの項を参照）。

スマート ・コントラクト
スマート ・コントラクトの概念は、 複数のバリューチェーンのコンポーネント間の相互作用の上
に構築された AI ドリブン型保険会社の考え方と一致する。 スマート・コントラクトは、 例えば、
リスク・イベントの発生がトリガーとなって支払が行われる自己実行型ソフトウェア・プログラ
ムである。 法的 （契約） ロジックが計算ロジックに組み込まれており、一連のコンピュータコー
ドが契約あるいは保険証券の条件が満たされたことを認識する。 合意された時点で自動的
に資金の移転 （保険金の支払） が行われ、 その移転は記録される。 	

既存の保険契約は計算ロジックに変換する必要がある。 現時点では、 最も有望なケース
はパラメトリック保険である。 テレマティクスの利用が可能な自動車、 航空、 貨物、 農業な
どの保険種目について可能性がある。 しかし、 スマート ・コントラクトを幅広く採用するには
幾つかの課題がある。 とりわけ、 今のところスマート・コントラクトを対象とした国際的な規制
は存在しない。 ロイズが最近指摘したように、 トリガーを発動させないという自動意思決定
に同意しない保険契約者は、 どのように自らを守ることができるか、 明確ではない76。

デジタル化への課題

規制 
規制の枠組みは、 保険業界と新たな技術の統合において重要な役割を果たすだろう。 デ
ジタル化の可能性を収益化するに際して、 データの保護やプライバシー、 不正確な助言の
提供、 記録保持で保険会社は規制上の課題に直面する可能性がある。 システミック・ リス
クの一因となったり、保険会社の不適切な判断を引き起こしたりする可能性のあるアルゴリズ
ムエラーまたはバイアスも規制当局が監視する分野である。 同様に、複雑な独自アルゴリズ
ムによる保険の引受、 あるいは保険金の支払の拒否決定の理由を規制当局が理解するの
は困難であり、当局の監視業務や消費者保護業務の遂行能力を損なう可能性があり得る。 

また規制当局は未承諾データの使用にも慎重である。 保険会社も国固有の規制上の限界
や、 商品の開発および修正のための膨大な作業に直面している。 保険会社は、 顧客の信
頼を勝ち取り、 規制を順守するための強力なデータ・ガバナンスのシステムを構築する必要
がある。 そこには、 複数のベンダーを1つの提案に統合するといった、 追加的なコンプライ
アンス上の法的課題が存在するかもしれない。

データの品質向上とデジタルトリガーがパ
ラメトリック保険の採用を加速させるであ
ろう

スマート ・コントラクトは保険契約の条件
が満たされたことを自動的に認識できる

しかし、 現時点では、 スマート・コントラク
トを対象とした国際的な規制は存在しない

イノベーションを促しながらも監視を行うこ
とが規制当局にとっての優先事項

保険会社は国固有の規制上の限界に直
面する可能性もあるだろう

75　JBA と FloodFlash はセンサーベースのパラメトリック洪水カバーを最初に発売、 アルテミス、 2019年 6月27日
76　革新を触発する、 ロイズ、 2019年
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データの所有権と共有意志 
データの収集が容易になるにつれ、 所有権がますます重要な検討事項になる。 例えば、
ドローンで調査した不動産物件の画像の所有権は保険会社ではなく、 顧客に存在する可能
性がある。 データの共有に関する消費者の抵抗感は国によって異なり、 一定の状況では拒
否することもあり得る。例えば、一部の雇用者は、作業員にウェアラブルの付いた長靴や手袋、
ベストを貸与したが、モニターを拒絶する作業員も現れた 77。 こうした行動は事業分野によっ
て異なり、 最近の調査によると米国の消費者は、 住居関連のデータの共有より健康関連
のデータの共有に前向きであることが判明した 78。 	

別の調査では、 よりパーソナライズされた体験がもたらされるとわかっているときですら、 消
費者はデータの共有に慎重であることが判明している79。 しかし、 アクセンチュア社の調査
では、傷害や損害のリスクが低下するのであれば、10人中8人が （例えば所得や所在地、
生活習慣などの） 個人データを保険会社と共有することが判明している 80。 このことは、
関心がパーソナライズされた保険料よりむしろ損害予防にある場合には、 データ共有に関
わるメッセージングがより効果的であることを示唆している。

データの入手可能性
必要な深さと詳細さを備えたデータは簡単に入手できるものではない。 保険会社
はデータの量と実務的な価値をうまく両立させる必要がある。 データは背景概念
が完全に理解されないと容易に誤解される可能性がある。 例えば、 親のためにた
またま煙草を買った非喫煙者が非常習的喫煙者と認定され、 医療保険を購入す
るときにより高い保険料を課される可能性がある。 データの増大は有用なのか、 そ
れとも混乱を招くのか。 場合によっては、 より少ないが、 より焦点を絞った問いかけ
の方がより正確な答えをもたらすことがあるだろう。  

自動化に関する消費者の懸念
自動化された世界により懸念を示す消費者もいるだろう。 例えば、 調査対象消費者の
48%が保険の申込フォームの記入時のミスが心配だと答え、 46% は保険金の支払がコン
ピュータでは正確に計算されないのでは、 と懸念している 81。 保険契約者のデジタル化に
対する意見が分かれているのかもしれない。コンピュータの正確性について顧客を安心させ、
ミスを避けるためにチェックポイントを明らかにして顧客の信頼を得ることが肝要である。

データの共有に対する消費者の抵抗感
は国によって異なり、 いくつかの状況では
抵抗もあり得る

パーソナライズされた保険料よりむしろ損
害予防に注目すべき

質問の数を減らして、よりフォーカスされた
質問をすべきである

対照的に、デジタル化により懸念を示す保
険契約者もいるだろう

77　「刺激的で新しい方法の技術が保険金支払管理のプロセスを合理化」、 リスク&保険、 2019年 8月5日
78　米国の消費者調査：コネクテッドデバイス保険のロードマップ、 アイテグループ、 2019年 5月20日
79　「パーソナライゼーションの約束は消費者のデータ共有意志にほとんど影響を与えないことが研究で明らかに」、マーケ

ティング・ダイブ、 2019年 8月14日
80　消費者の 64%が安全運転に基づく調整済み自動車保険料と引き換えにデータの共有を望み、 52%が健康なライ

フスタイルに関連する生命保険料と引き換えにデータの共有を望んでいる、「10人に 6人近くの消費者が低価格と
引き換えに銀行や保険会社と重要な個人データを共有することを望んでいる、とアクセンチュア社の研究が明らかに、
アクセンチュア、 2019年 3月14日」 を参照

81　「保険金支払の将来：顧客はまだプロセスに人間の介在を望んでいるが、 それ程多くではない」、キャリア・マネジメ
ント、 2019年 3月24日
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マーケティング、販売、サービス提供

マーケティングは一層きめ細かなものとなる

これまでの保険マーケティングでは、 潜在的な購入者を共通したニーズを持つと思われるグ
ループに分類して、類似したマーケティング対応を行ってきた。 典型的な属性としては、地理、
人口構成、人口動態 （例えば、価値観、生活態度、ライフスタイル） および行動的側面 （例
えば、 価格感応度） などが含まれる。 このアプローチは、 一つのセグメント内の比較的幅
広い消費者層を対象とするものであり、 効果的なターゲティングを制限しかねない。 購入
履歴、旅行行動、顧客サービスの記録のほか、デバイス、ウェアラブル、ソーシャルネットワー
クからのデータなど、 ライフイベントに関するデジタルデータの新たなソースを活用することに
より、 保険会社は高度な分析手法を用いて既存顧客および見込み顧客のより詳細な分類
を行うことができる （表1を参照） 82、 83。

保険会社は、 新たなデータを活用するこ
とにより、 人のエクスペリエンスに立脚した
カスタマージャーニーを構築することがで
きる

表1 
マーケティングおよび販売に関するイノベーションの時系列的な変化

マーケティングおよび
販売の道筋 過去 現在 将来 主な成功要因

カスタマー体験 断片的、チャネルは限定的 マルチチャネル、 いくらか集

約されている

シームレスで継続的 プラットフォーム・エコノミー、

インサイトの入手が可能

市場規模/市場心理の

分析

多大な時間が必要、人力 技術の活用、 依然時間が

かかる

驚異的な効率性と正確性

向上

オンライン調査、 デジタル

行動

パーソナライゼーション 不可能、極めてコスト高 可能だが範囲は限られる 完全なカスタマイゼーション	 開発期間の短縮とデータイ

ンサイト

チャネルの進化 代理店主導、戸別訪問 ダイレクト （オンライン、 コン

タクトセンター、 ボット）、 技

術に対応した代理店	

バーチャルコネクトに基づく

エコシステム

チャットボットと機械学習

達成 体力の消耗と多大な時間

が必要

ダイレクト ・ トゥ ・ホーム ニーズ・ ベースのジャスト ・

イン・タイム

出典：	スイス・	リー	・	インスティテュート

保険会社は、 商品中心の販売手法から、 人のエクスペリエンスをより重視し、 顧客の幅広いニーズに密接に結びついた販売手法へと移
行しつつある。 新世代型システムは、 これまでにない水準で顧客との近接性と影響を持つことから、 保険会社は顧客との様々な接点を
通じて対話を最適化することが可能となるだろう。  

82  シグマ 2015年第6号、 「デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が」、 スイス・リー、 2015年12月
83　	同上
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スマートインタラクション： 未来のマーケティング 
こうしたパーソナライゼーションは、 ロイヤルティ管理を向上させ、 顧客の生涯価値 （CLTV）
に影響を及ぼす 84。これまでの保険会社と顧客とのエンゲージメントで重視されてきたのは、
販売と保険金支払であった。 保険会社は、 新たなデータソースと高度な分析を活用するこ
とにより、 顧客と生涯にわたって広範な課題についてやり取りし、 積極的にも受け身的にも
顧客に耳を傾け、 関与し、 行動するのに役立つシステムを開発することが可能である （図
17を参照）。

顧客との意思疎通の質が高まれば高まるほど、 顧客のロイヤルティは一層高まる。 保険会
社はこの目的に向かって、 先手を打って積極的にデジタルエンゲージメントを活用し、 保険
契約者の解約率を減少させることができる。 例えば、 ある大手損害保険会社は最近、 3
カ月にわたってパイロット ・プロジェクトを実施したが、 その間、 延滞顧客にカスタマイズされ
た自動テキストメールを送信し、その後、 電話でフォローすることにより、 これまでにはなかっ
たレベルの積極的なデジタルエンゲージメントとヒューマンエンゲージメントを構築することが
できた。オプトアウトした顧客は2％未満であり、大半の延滞顧客を繋ぎとめることができた。
人力による作業量は低下し、 こうした取組により電話発信業務 （アウトバウンドコール） は
50％減少した 85。 保険会社は、 保険契約者とのこうした意思疎通の範囲を一段と広げるこ
とができる。 例えば、一部の保険会社はテレマティクス・アプリケーションと保険を切り離した。
このアプリケーションは、 保険契約者だけでなく、 すべてのドライバーが利用可能である 86。 	

顧客ロイヤルティの向上が可能

図17 
スマートインタラクションがどのようにロイヤルティとカスタマー・エクイティを高めるかを示す概略図
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出典：	スイス・	リー	・	インスティテュート

ライフスタイル関連の意思疎通は、 より
密接な1対1の関係を大々的に構築す
るのに役立つであろう	

84	顧客の生涯価値 （CLTV） は、 将来的な人的つながり全体に起因する純利益を測定したものである。
85 戦略と行動の融合。 前向きなデジタルエンゲージメント： 受け身から前向きへ： 保険会社にとってのパラダイム・シフト、

Hearsay	Systems、 2019年 8月
86	インシュアランス・イノベーション・オブ・ザ・マンス： AIG オン・ザ・ゴー、 EFMA、 2019年1月15日
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販売：	伝統的な顧客接点が順応する

保険会社は、 デジタル化によりヒューマンインタラクションが重要な役割を果たす場面を特
定できるようになる。 個々の瞬間を活用することが、 顧客の生涯価値 （CLTV） を向上さ
せる鍵となる。 現在、 デジタルインタラクションは主として取引を中心としたもの （請求およ
び保険金支払処理に焦点を当てた販売後のインタラクション） であり、 保険会社はトータル
でとらえた顧客のニーズに対応する機会を逃している。 保険会社は、 総合的な顧客体験を
提供することにより、 共感がどのような場面で、 そしてどのようにブランド価値の重要な要素
となるかを理解する必要がある。 自動化されたデータキャプチャとカスタマー・ リレーション
シップ・マネジメント （CRM） システムとの同期は、 実用的なインサイトを提供する。 例えば、
顧客が保険金請求をオンラインで送信すると、 代理店に通知が送られ、 それをきっかけと
して同日に電話をすることで （例えば、 出産が近い、 など） 他のライフイベントに関する情
報を得ることができ、 話の展開次第ではクロスセルにもつながる 87。

保険仲介人： 役割が変わる
A 顧客がオンラインでの保険購入に違和感を持たなくなるにつれ、 保険仲介人の役割は
変化する。 代理店は、 バリューチェーンのすべての顧客に起こっていることを把握することで、
リスク・コンサルタントとして行動することになるだろう。 また、 保険会社と代理店は、 保険
仲介人への報酬のあり方も含め、 従来の協力モデルを再考する必要がある。 例えば、 オン
ラインで獲得した顧客が代理店に助言を求める場合がある。 消費者が支払う意思のある
助言料を通じて、 こうしたサービスに対する報酬を代理人に支払うモデルは、 純粋な手数
料ベースのシステムで発生することのあるチャネルの衝突緩和に役立つ可能性がある 88。

新たな販売テクノロジーが卸売企業保険市場に及ぼす影響は、 個人向け保険種目ほど
ではない。 しかし、 企業保険においても、 バリューチェーンの一部を簡素化するための取り
組みがいくつか行われている。 例えば、 ロイズ・オブ・ ロンドンは、 保険引受の 30％以上
を 2018 年末までに電子的な手段で実行するようシンジケートに義務付けた 89。 中小企業
（SME） 向けオンライン・ブローカーも勢いを増している。 例えば、 エンブローカーやカバー
ハウンドは、 データ検証テクノロジーを用いて、 即時確定見積を取得し、 顧客がオンライン
でほぼシームレスにプロセスを完了することができるようにした90。これらのプラットフォームは、
顧客ロイヤルティを強化することが可能な追加サービスを提供する （例えば、 SME に対し
て保険契約のアップロードと比較、 保険会社の証明書生成、 資産管理のサポートなど）。 	

個々の瞬間を活用することがロイヤルティ
と顧客の生涯価値を高める鍵となる

代理店は顧客のライフイベントをより深く
把握することにより、 リスク・コンサルタン
トとして行動することになるだろう

企業保険では中小企業も従来に増して
デジタル販売を受け入れつつある

87 [ 保険 ] 次世代型カスタマー ・エクスペリエンス å ドリームフォース・ケーススタディ、 Hearsay	Systems,	2018 年10
月16日

88 シグマ 2015	年第6号前掲書
89	「ロイズが電子的手段による保険引受を義務化」、 Lloyds.com、 2018年 3月20日
90	エンブローカー、 カバーハウンドを参照
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マーケティング、販売、サービス提供

デジタル拡張型チャネルが増殖中
新たなデジタルインタラクションは、AIによって拡張された次世代の共感型助言ツールによっ
て推進されるであろう （図18 を参照）。 代理店やブローカーは、 こうしたツールを活用して
顧客の感情的、 状況的、 個人的状態に適応し、 コミュニケーションを改善する。 その力の
源泉は、 機能的インターフェースと共感的インターフェースの両者の組み合わせにある。 機
能的インターフェースは分析を実行し、 次の最善の行動などの情報を提供する。 代理店/
ブローカーは、 ヒューマンインターフェースまたは共感インターフェースを提供する。 	

これら 2 つの機能を組み合わせたデジタルアドバイザーを使用することで、将来的にターゲッ
トを絞った方法でデジタルインタラクションが促進されるものと考えられる。 こうした知能を
生成することは中核的な事業基盤となるが、 それは保険会社だけのためのものではない。
プロバイダーが誰であるかによって、 デジタルインタラクションのチャネルには 3 つのタイプま
たはレベルが存在する。 これらは共存可能であるが、 消費者が最も信頼し、 バイアスがな
いと認識するものが際立った競争上の優位性を持つ可能性が高い。 	

�	 テクノロジー企業が提供する「ダイレクト」カスタマーアドバイザー（保険会社にとどまらない）。
例えば、 これらは今日の Siri/Alexa/Google デュープレックスアシスタントの拡張版である
可能性もある。

�	 保険仲介人からの優れた知見を提供し、 バックオフィス業務を最小限に抑えることが可
能となる「仲介アドバイザー」。 代理店は、向上したリスクの知見とデータにより拡張された、
人との関係や共感に集中することができる。

�	 保険会社のみが所有する 「商品アドバイザー」。 例えば、 GEICO のモバイルバーチャル
アシスタント 「Kate」 は、 顧客を直感的な操作性で適切な保険契約の情報に導き、 セ
ルフサービスタスクを支援する。

顧客は 3 つのチャネルのすべてを使用できる。 例えば、 生命・医療保険の場合、 顧客は
保険仲介人を頼り、住宅保険の場合は保険会社に向かい、モビリティや旅行保険の場合は、
Googleアシスタントなどのカスタマーアドバイザーの拡張バージョンを使用する。 標準的なプ
ロセスに含まれるヒューマンインタラクションは一部減る可能性もあるが、 保険仲介人は引き
続き重要な役割を果たす。 人間の関与が付加価値を持つのは、 文脈的に 「共感的インタ
ラクション」 に重点が置かれる場面である。 新たな競争環境では、 保険会社は新たなロイ
ヤルティおよびインタラクション・システムを用いて、 適切な方法でこうした顧客との意思疎
通のバランスを取る必要がある。 	

人力と機械を融合したデジタル拡張型
チャネルが一段と一般的になるだろう

図18 
データおよびAIで拡張されたアドバイザー	 

デジタル拡張型共感
ヒューマンインターフェース

スマート拡張
プラットフォーム

個人顧客/企業顧客

インタラクション

デジタル拡張型
デジタルインターフェース

保険仲介人
プラットフォーム/

エコシステムブローカー/
第三者の市場アグリゲーター

プロバイダー
銀行

保険会社/
再保険会社

	 出典：	スイス・	リー	・	インスティテュート

大手テクノロジー企業、 保険仲介人、 保
険会社は異なるインタラクション・チャネ
ルに投資する
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サービスの提供：ロイヤルティと新たなリスク管理の必要性

サービスを提供するということは、 リスクの防止と付加価値サービス （VAS） を通じて顧客と
の1対1の関係を大規模に推し進めることに他ならない 91。 このことは、 専門知識の活用
が可能な企業保険種目では特に重要である。バリューチェーンの当事者で専門知識を持ち、
強力なエンゲージメントを提供する者がサービス提供の主導権を握るであろう。 	

保険会社が支援することにより、 代理店やブローカーがデジタルツールや付加価値サービス
を備えることを可能にする大きな余地がある。 J.D. パワーが企業間満足度スコアを測定した
ところ、 保険代理店は現在、 個人・企業保険種目を扱う保険会社からのサービスに対して
低水準の満足度しか示していないことが明らかになった 92。 サービスの提供におけるデジタ
ルエンゲージメントの出現は、 保険会社にとって、 幾つかの意味合いを持っている。

�	 伝統的な保険の境界線はあいまいになりつつあり、 販売活動はエンド・ツー・エンドの購
買体験に焦点を当てた統合型エコシステムに向かっている。 アクセンチュアの調査では、
保険会社5 社のうち 3社 （59％） が非伝統的なパートナーと関係を構築し、 新たな方
法で顧客を獲得し、 新しい価値を生み出している 93。 これはバリューチェーンのすべての
側面に影響を及ぼす。 こうした提携関係のメリットを完全に享受するには、 保険会社は
予測的分析の能力を強化し、 様々な顧客接点からリスク関連データを取得し、 カスタマ
イズされたコンテンツを提供する必要があるだろう。

�	 顧客は複数のチャネルと接点で有意義な体験を得ることを望んでいる。 ガートナーは、
今後 5年内にイベント ・ トリガー型のリアルタイム・マーケティングが業界全体に最大の影
響を及ぼすと考えている 94。 しかし、 ロイヤルティを手に入れることは困難であろう。 デジ
タルのみの顧客は、 保険会社に対して、 依然としてマルチチャネル顧客よりも低いロイヤ
ルティ・スコアしか付与していない 95。 顧客がデジタルチャネルに期待するものと保険会
社が提供するものとの間には乖離がある。 例えば、 一部の保険会社は、 ウエブサイトに
ある 「お問い合わせ」 のページなどの特定のサービスコンポーネントをモバイルサイトに再
現することができないでいる 96。 	

�	 プラットフォーム取引やエコシステムへの移行は、 個人・企業保険種目とも避けられない
と思われる。 E コマース企業、 小売業者、 自動車OEM （相手先ブランド名での製造）、
その他の非伝統的プレーヤーは、 ユニークな新しい商品の提供価値を開発・所有し、
顧客に提供している。 彼らはプラグ・アンド ・プレイの原則に基づいてプラットフォームを構
築し、 サードパーティの接続を可能にしている。 保険会社は、 バリューチェーンの様々な
要素が顧客との様々な接点を有していることを従来以上に認識する必要がある。

追加的なデジタルツールと付加価値サー
ビスは、 ブローカーの顧客向けプッシュ型
営業／販売に役立つ

91		Srikanth	Madani 著、 「保険におけるイノベーションの方向性に関する仮説」、 St	Gallen	Risk	&	Finance、 2019年
92	「保険の販売促進において、 独立代理店は重要な役割を果たしているにもかかわらず、 保険会社は代理店の期待

水準に達していない、 J.D. パワーの調査結果」、 prnewswire.com、 2019年1月31日
93	アクセンチュア、 保険の技術的展望、 2019 年、 アクセンチュア、 2019年 4月10日
94ガートナー、マーケティング担当者のテクノロジー・エコシステムの運営方法を変える 4 つの新興トレンドを識別、ガートナー、

2019年 8月29日
95	Bain	and	Company、 2018年10月10日、 前掲書
96	ガートナーによると、 顧客がデータの提供意思を示しているにもかかわらず、 米国の保険会社はデジタルで後れを取っ

ている、 ガートナー、 2019年7月10日
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商品開発とアンダーライティング

デジタルに対応した商品開発

リアルタイムの需要評価 
デジタル化の促進は、 チャネルパートナーのみに依存するのではなく、 顧客と直に接し、 リ
アルタイムで商品需要を評価する機会を提供するだろう （表2を参照）。 例えば、 アプリ内
のアンケート調査や検索行動の追跡は、 顧客の潜在ニーズについての手がかりを与えるだろ
う。 保険会社は、 詳細な顧客データに基づき、 顧客をより的確に細分化し、 各顧客に合わ
せた商品を開発することが可能になる。 さらに、 商品検索の時期と個人データを関連づけ
ると、 商品が求められる背景を把握できることがある。 こうしたフィードバックが常時あれば、
保険会社は新商品の開発のみならず、 既存商品の改善/調整も行いやすくなる 97。 	

1

デジタル化は顧客へのダイレクトな接触
やリアルタイムの需要評価を可能にする	

表2 
デジタル化が商品開発行程に与える影響

商品開発の道筋 過去 現在 将来 主な成功要因

需要評価 時間がかかる。 チャネル

パートナーに依存

より効率的。 限定的な顧

客データ収集に基づく

リアルタイム。変化する顧客

のライフステージに基づく

オンライン調査、 デジタル

行動の追跡

補償の設計 長期の固定保障 一部モジュール化した短期

保障

完全にモジュール化したリア

ルタイム保障

セ ン サ ー、 5G （ 第 5 世

代移動通信システム）、	

LPWAN98および衛星によっ

て実現するハイパー・コネ

クティビティ

保険料率の設定

（プライシング）

規定のリスクカテゴリーごと

に定められた固定料率

限定的な行動データに基

づく短期の料率設定

リアルタイムの行動データ

に基づくダイナミック・プラ

イシング

提携戦略 主に販売ベースの提携 保険のバリューチェーン全

体にわたる広範な提携

業界横断的なバリュー

チェーンに基づくエコシステ

ム・パートナーシップ

API99、 業界横断的なエコ

システム

規制アプローチ データ不足のため、 限定

的な実験

データベースのエビデンス

に基づくサンドボックス実験

リスク・ モデリングにおける

広範なデータを承認

サンドボックスおよびイノ

ベーションハブ

顧客フィードバック ほとんどない 主に保険金請求に基づく

限定的なフィードバック

複数の顧客接点での継続

的なフィードバック

エンド ・ツー・エンドのデジ

タル商品提供

出典：スイス・リー・インスティテュート

自転車から自転車用ローラー台まで、 顧客は既成品よりも特注品を好む。 今後、 保険でも次第にそうなるだろう。 いずれ、 ビッグデータ
や高度なモデルにより、さらに詳細なリスク・プライシングを行えるようになる。 新たなリスクの出現を受けて、アンダーライティングやポートフォ
リオのリスク管理で新たな手法が開発されるだろう。  

97		K.	Cool、 C.	Angoulvant 他著、 「衆安保険のマイクロプレミアム・ モデル：保険の未来？」、 knowlege.insead.edu、
2018年 5月18日

98		Low	Powered	Wide	Area	Network、 低帯域幅で広域をカバーする無線技術
99		2 つのソフトウェア・プログラム間の情報のやりとりを可能にするインターフェース /通信プロトロル
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データ主導の詳細な知見が新たなリスク補償を容易にする
現在、デジタル化により商品の補償内容をわずかながらカスタマイズする動きが進んでいる。
こうした漸進的なイノベーションは、 基本的な商品構成を維持したまま短時間で短期補償
の料率設定と、 追加的に補償のカーブアウト （切り離し） を行っている。 これらのソリューショ
ンはホワイトラベル商品として提供されるか、 保険会社が直接引き受ける 100。 補償の大部
分は比較的短期間に固定される。 センサーで資産の利用や個人の行動を追跡して補償を
適用したり、 少額の保険料払い戻しを行う商品もあるが、 こうした情報はリアルタイムのアン
ダーライティングや料率設定に幅広く利用されてはいない。 	

シェアリング・エコノミーでは、 モジュール化やリアルタイムの補償調整により、 新商品が頻繁
に変化するリスク・プロファイルに対応できるようになるだろう 101。 モジュール化とは、 変化す
る顧客ニーズに合わせて補償内容やサービスを切り離したり、 再び組み合わせたりすること
である 102。 個人のリスク・エクスポージャーの追跡やモデル化がさらに容易になるため、 保
険会社は既存の集積型 （モノリシック） 商品の補償要素をより自信をもって切り離すことが
できるようになる。 企業保険リスクはより複雑で、 それほど頻繁に変化することはない。 デ
ジタル化は各商品の補償を組み替えることでプロテクション・ギャップを縮小させ、 保険料
価格を効率化させる一助となることがある。 こうしたダイナミックな環境においては、 商品の
寿命が短くなり、 商品の迅速な市場投入が極めて重要になるだろう 103。 	

デジタル化によって詳細なデータの収集や分析が可能となり、 新たなリスクプール向けの革
新的な商品が幾つか現れている。 例えば、 個人のサイバーリスク、 仮想通貨取引所の利用
リスク、IoTインフラリスクなどに対するソリューションの第一弾が登場しつつある 104。 また、デー
タの質の向上も新たなリスク指標やパラメトリック型商品の構築を容易にしており、 こうした
商品の例として、 感染症の発生による経済的影響に備えた保険などがある。 これらはデジ
タルソースからの病原体心理指標を用いて人々の不安や行動変化を測定し、 感染症流行
のコストを査定する 105。 今後は、資産やプロセスの自動化とインテリジェント化がさらに進み、
アルゴリズム・ リスク商品が主流になると思われる。 	

デジタル化により、 基本的な商品構成を
維持したままで補償をカスタマイズできる
ようになった	

リアルタイムのリスクデータがさらに革新的
な保険ソリューションを可能にする

データの質の向上により、 新たなリスク指
標の構築が容易になり、 新たな市場が
出現する

100		トフィー・インシュアランス社、 トロブ社およびエレメント社は、 オンラインポータルを通じてpay-as-you-go （使った分
だけ支払う） 保険を提供する代理店の例である。 メトロマイル社とレモネード社は、 使用量ベースの商品を販売す

る認可を取得した保険会社である。

101		伝統的な財産保険は　企業または個人の明確な被保険利益を義務付けていた。 しかし、 シェアリング・エコノミー	
では、	オンライン・プラットフォームを通じて個人資産を商用化することが可能となり、 この区分があいまいになって
いる。

102  モビリティ・エコシステム：顧客のためのシームレスなインターフェースを目指す、 スイス・リー、 2018年
103		現在の市場投入までの平均期間は、 生命保険と年金保険の新商品で8カ月、 修正で4カ月である。 損害保険

会社では、 新商品が 7カ月、 修正が3カ月である。 「生命保険 /年金保険会社の市場投入期間、 2019年 3月、
ノバリカ社のリサーチ」 と 「損害保険会社の市場投入期間、 2019年 3月、 ノバリカ社のリサーチ」 を参照。

104		ビットフライヤー社と三井住友海上保険は暗号通貨の利用者向けの保険を販売している。 一方、 ミュンヘン再保険
とリレール社は IoTインフラ投資を促進するためにカスタムメイドの保険商品を開発した。

105　Andrew	W.	Singer、 「パラメトリック保険の進化」、 rmmagazine.com、 2019年 4月1日
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ダイナミック・ リスク・プライシングが行動変化を促す
保険会社はリスクプールを細分化できるようになるため、 保険プール内の各ユニットのリスク
を正確に反映することが可能になる。 例えば、 スペインにおけるチューリッヒ保険はクリンク
社と提携し、 補償を付けたり外したりできる保険を提供している。 これは、 パーソナルデバ
イスなど、 2,000以上のカタログ記載の商品を対象とする保険であり、 自動車や住宅など
の種目に拡大する計画もある。 これらはすべて詳細な行動データと高度なモデル化によっ
て実現したものである106、 107。 こうした料率設定は、 リスク・プロファイルの変化に伴って動
的に変更されることがある 108。 将来的には、 業界共通のプラットフォームとシームレスな保
険のポータビリティを活用することにより、 ユニバーサル保険契約の下に1被保険者のあら
ゆるリスク、 エクスポージャーおよび補償をまとめることが可能になる。 こうした契約は被保
険者に合わせてカスタマイズされ、 被保険者のリスク・プロファイルの変化に応じて補償内
容をリアルタイムで適合させるものとなる （図19 を参照）。 	

詳細なデータに基づくプライシングは、 保
険料の効率性をもたらし、 消費者行動に
影響を及ぼす

図19 
テクノロジー対応型保険商品・サービスの機会

リスク水準

既成の補償

契約期間

静的な料率水準　　　　　　　　　　　　

保険会社にとって、エクスポージャーが非効率

保険対象のリスク・プロファイル

被保険者にとって、補償と料率が非効率

リスク水準

デジタル化により実現した、個々の顧客に合わせた補償

 契約期間

補償と料率

保険対象のリスク・プロファイル

保険会社と被保険者双方にとって、補償とエクスポージャーが

効率的

106		チューリッヒ保険はそのイノベーションに対する取り組みでグローバル・イノベーター ・ゴールド ・アワードを受賞し、 クリ
       ンク社は商品・サービス部門で最優秀賞に輝いた。 チューリッヒ、 2019年 6月25日
107		詳細なデータがない場合、 保険会社はドライバーの年齢、 車種または性別などを代わりに使用して運転行動を評
						価する。
108　Pay	as	You	Live （医療保険） や Pay	as	You	Drive （自動車保険） のような商品はダイナミック・プライシングでは
						なく、 限定的な行動データに基づく短期プライシングに依拠する。 これはスタティック・プライシングの改良版である。
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テクノロジー対応型保険商品・サービスの機会（続き）

 

自然災害

サイバー

住宅
モビリティ

生命

損害賠償

25歳成人

旅行

医療

自然災害

サイバー

住宅
モビリティ

生命

損害賠償

子供2人家族

旅行

医療

個人保険におけるモジュール化と世界の保険補償

過剰なエクスポージャー
(保険会社にとって非効率）

自然災害

サイバー

海上

火災

エンジニアリング

損害賠償

中小企業

事業中断

自然災害

サイバー

海上

火災

エンジニアリング

損害賠償

中堅企業／
大企業

事業中断

企業保険におけるモジュール化と世界の保険保障

リスク・
エクスポージャー

リスク・カバレッジおよび保険料

保険不足（プロテクション・ギャップ）

保険カバーなし

注：円グラフの緑色の線（リスク・エクスポージャー）は、被保険者の詳細なデータを処理することによって明らかになった被保険者の動的リスク・プロファイル

を示す。1つの円グラフ内の各セグメントと各ブロックは、異なるリスク分野（例えばサイバー、火災等）のエクスポージャーの補償をどの程度モジュール化でき

るかを示している。

出典：スイス・リー・インスティテュート
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予防的サービスや付加価値サービスの提供により保険の対象範囲を拡大
強力な販売網、 強力なブランド、 顧客ニーズ （作業の簡略化、 労を少なくして功が多い成
果の提供など） を満たす優れた対応力を有する保険会社は、 信頼と付加価値に基づく新
たな関係を構築できるものと思われる。 そうした保険会社は、 リスクプロテクションの会社
から付加価値・予防的サービスの提供会社へと自らを変革させていくだろう。 そうすること
で、 テクノロジーが可能とした各種安全機能による損害の発生減少に伴い保険料が低下し
ても、 容易に対処できるであろう。 予防は将来の保険金請求を抑制する可能性があり、 付
加価値サービスはロイヤルティを育む。 保険会社が業界横断的なエコシステムのネットワー
ク効果を活用するのに伴い、 こうしたサービス （表3 を参照） はさらに洗練され、 顧客接点
の増加を通じて顧客の定着性を強めることにもなるだろう109。 	

企業向け種目では、 保険会社は事業資産の監視技術を提供する会社と提携し、 効率性、
安全性および早期警戒の面で改善を図ることが可能だろう。 例えば、 ある保険会社はオ
ンラインツールを無償で提供し、 中小企業がサイバー攻撃のリスクを評価し、 より積極的な
セキュリティ対応を実施することを支援している 110。 個人向け種目では、 保険会社は罹病
率を対処または減少させるためのテクノロジー利用の機会を提供することができる。例えば、
イタリアでは、 アクサ社ががんプロファイリング・サービスを試作し、 進行性腫瘍/転移性腫
瘍の各患者に合わせたがん看護を利用できるようにしている 111。 また、 南アフリカの保険
会社であるディスカバリーは、 高度障害を負った被保険者が新たな生活に適応するのを支
援するため、 追加の保険金を支払うサービスを用意している 112。 	

保険会社は事故の予防と生活の質の向
上に重点を置くべきだろう	

総合保険パッケージの一部として幅広い
サービスを提供できる可能性がある

表3 
付加価値サービスと予防的サービスの例

サービスの種類 自動車 財物 生命 医療

予防的サービス �	 安全運転アラート
�	 メンテナンス・ポイントサー

ビス
�	 盗難防止・故障アラート
�	 ジオフェンシング （安全

な近隣地区外を走行し

た場合にアラートを発す

るなど）

�	 遠隔監視およびアラート
�	 住宅地下室の洪水監視
�	 火災時の装置自動停止

�	 オンライン診断
�	 医師を探す際の支援
�	 予約取り

�	 医療相談
�	 スクリーニングおよびカウ

ンセリング
�	 行動評価

付加価値サービス �	 自動車の購入支援
�	 コンシェルジェサービス
�	 駐車中に車両が移動、

けん引または衝突された

場合のアラート

�	 財物のセキュリティに関す

る助言
�	 設備のメンテナンス
�	 緊急修理サービス

�	 食事券やフィットネス券
�	 リタイアメントおよびファイ

ナンシャル・プランニング
�	 保健医療サービス

�	 デジタルカルテ
�	 フィットネスクラブの会員

および割引

出典：スイス・リー・インスティテュートによる付加価値サービスおよび予防的サービスの編集

109	デジタル ・エコシステム：保険における価値創造の境界線を広げる、 スイス・リー、 2019年
110	「サイバー保険」、 armourinsurance.ca
111	欧州財務管理協会 （Efma） とアクセンチュア社が 2019 年保険イノベーション・アワードの受賞者を発表、アクセンチュ
						ア社、 2019年 6月25日
112  パープル・ライフ・プラン、 ディスカバリー、 2019年
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外部データ、 内部データのデジタル化はリスクの選択と料率設定を改善し、 自動化は手作
業による提出書類、 トリアージ （優先順位付け）、 バインディングを合理化するだろう （表 4
を参照）。 全体として、 これらの動きはアンダーライティング・コストや損害率を低下させ、 ア
ンダーライターは事業のソフト面 （すなわち、 交渉や関係構築） により多くの時間を充てら
れるようになると期待される。 また、 デジタル化されたリスク情報を蓄積すれば、 限定的な
保険金請求データに基づいて決定するよりも効率的なアンダーライティングが可能になるだ
ろう。 例えば、 ヘルベティア・インシュアランスは、 物流会社が簡単なオンラインアプリで 2
分足らずで顧客の運送保険を購入できるようにしている 113。

提出書類のトリアージと手順がさらに自動化されて効率的に
保険会社は地理情報、 個人情報および資産情報のデジタル化の促進を利用して提案書
の自動入力やリスクスコアの提示を行い、 さらにはより誠実なブローカー特定まで行うように
なるだろう 114。 すでに、 個人識別番号やナンバープレートの番号で場所による危険度や車
両情報が分かるようになっており、 また、 地方自治体のデータにリンクされた営業登録番号
を利用すれば、 用途や法人顧客の過去の損害履歴を得ることができる。 	

デジタル化はより将来を考慮したアンダー
ライティングを可能にする

表4 
デジタル化がアンダ－ライティング・バリューチェーンに与える影響

バリューチェーン 過去 現在 将来 主な成功要因

提出書類 長文の提案書と人による

対応。提出後の分析のため

のデータ収集なし

提案書は第三者データを

通じて自動入力。チャットボ

ットでやりとりするが、データ

収集は限定的

不正検出、不正告知発見の

ための行動分析。完全なデ

ータ収集

	� 高度なテキスト・音声分析

（人口知能（AI）	/	機械学

習（ML））

	� 効率的な情報記憶システ

ム

トリアージ ワークフローが非効率で、

照会決定に時間がかかる

ため、 遅れが生じる

関係当局への自動照会に

より、 一部の保険種目で

は見積りから販売までのス

ピードアップが図れる

転換の可能性に基づく提出

書類の順位付け、キャパシ

ティ管理に関する自動提案

�	 インテリジェント・ビジネス・

ワークフロー （AI/自然言

語処理 （NLP））
�	 デジタル化情報の可読性

の向上 （光学式文字読

取装置 （OCR））

リスク評価 アンダーライティング時に人

手による、 時間のかかる、

限定的なリスク評価を実施

外的リスク・プロファイルに

関する第三者データの利

用、レポートの自動読み取り

多くの顧客接点、 リアルタイ

ム・センサーデータによるリ

スク予測活動に進化

�	 資産および生体データの

デジタル化
�	 テキストおよび画像の分

析
�	 センサーデータ処理

補償と料率設定 保険引受能力に厳格に準

拠した補償内容、 静的リス

ク・マトリックスに基づく料

率設定

一部の保険種目について

は、 資産の利用や個人の

行動に関するデータに基づ

く、 柔軟な補償内容と料

率設定

補償や料率設定をリアルタ

イムで調整、 保険会社間の

シームレスな補償ポータビィ

リティ

�	 リアルタイムのリスク・ モ

デリング
�	 キャパシティ・シェアリング

（P2P、 デジタル・ リスク・

コンソーシアム）
�	 コネクテッド ・センサー

バインディング 複数のシステムに紙ベース

の情報をデータ入力する

ため、 バインディングが遅

れる

バインディング・プロセスに

送り込まれるデジタル提出

データが増えたため、 バイ

ンディングにかかる時間が

短くなり、 エラーが減少

エンド ・ツー・エンドのデジ

タル・サブミッションとリスク

評価データに基づく即時バ

インディング

�	 提出書類およびトリアージ

と同じ

出典：スイス・リー・インスティテュート

より詳細な顧客データの入手により提出
時の正確性が大幅に向上する

113  ヘルベティア、 物流会社や運送会社を保険の専門家に変える、 ヘルベティア、 2019年10月7日
114	バークシャー・ハサウェイ・ガード・インシュアランスは現在、 オンラインとオフラインで入手できるデータを基に必要
					 な情報を取得しており、 これによって提出から見積りまでにかかる時間を短縮した。 「バークシャー	・ハサウェイ・	ガー
					 ド	・	インシュアランス・カンパニーズ、	プランク社と提携して企業保険の完全なデジタル・アンダーライティングを開発」
				 を参照、	prnewswire.com、	2019	年	3	月	7	日
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例えば、 チャブでは現在、 中小企業向けのビジネスオーナー保険契約の提出書類の約
85％を人の介在なしに処理することが可能である 115。将来は、トリアージと手順の自動インテ
リジェント・ワークフローが現行のビジネスルールよりも高い効果を発揮するようになるだろう。 	

リスク評価とアンダーライティングの費用効率が改善しエンゲージメントも向上
デジタル化されたリスク情報 （バイオマーカー、 活動データ、 建物占有面積、 使用状況、
船舶 /車両データなど） を入手することにより、現物リスク検査や医的査定を求めなくても、
リスク・プロファイルを把握できるようになる （図 20 を参照）。 これらのデータセットは特に
資産や人が地理的に点在する場合に役立つだろう。 より複雑な提案書は依然として従来
のリスク評価を必要とするだろうが、 インテリジェント ・ワークフローは適切なリスクエンジニア
や医師に仕事を自動的に割り当てることができ、 自然言語で処理することにより、 アンダー
ライターは結果をより速く読み取ることができる。 	

デジタル化は保険コストを低下させ、 リス
ク評価を早期警戒ツールに変えるだろう

図20 
アンダーライティングの成熟度の違い
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115　Andrew	G.	Simpson、 「インシュアテック企業が注目：チャブのデジタル・マーケットプレイスは1日に1,000人の募
						集人に対応」、 insurancejournal.com、 2019年2月13日
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標準的なアンダーライティング・アプローチとアクセラレーテッド・アンダーライティング・アプロー
チはスピードが違うが、どちらもスタティック（静的）である。両アプローチともにアンダーライティ
ング時点のリスクを評価するが、 将来の行動は良きも悪きも追跡調査しない。 このため、 保
険料は保険契約者と保険会社の双方にとって非効率なものとなる。 生命・医療保険では、
電子カルテ （EHR） の利用拡大や質の向上に加え、 フィットネスやソーシャル・メディアのデー
タを利用することによって、 動的アンダーライティングが可能となり、 健康状態を予測する判
断材料が得られる。 こうした情報を基に、保険会社はリスク要因 （すなわち、喫煙者か否か、
BMI （肥満度指数）、 血糖、 血圧、 コレステロール） の経年変化を評価し、 保険金請求の
確率を予測することができる。 	

中小企業や中堅企業は多様な事業活動に携わり、 多くのエクスポージャーを有するが、 保
険会社が完全なリスク評価を行うには規模が小さすぎることがある。 こうした理由から、 保
険会社は第三者のデータセットを利用して提案書を自動入力し、 リスクスコアを算出してい
る。 例えば、 小規模企業に関連するオンライン・レビューは、 オペレーショナル・ リスク水準
の代替指標として利用できる。 一部の保険会社はソーシャル・メディアを使って、 成長また
は縮小の兆候となる中小企業の従業員数、 オフィス建物および収益の変化を追跡調査し、
カスタマー体験の改善を図り、 ブローカーがターゲット戦略を微調整することができるように
している116。 また、 デジタル・フットプリントを利用してリアルタイムで財務データを追跡する
ことによって、 貿易信用保険などのニッチ商品を中小企業に提供している保険会社もある。
サイバー保険では、 新ツールを使ってデータを取り込んで分析し、 2分足らずで中小企業の
サイバー・ リスク・スコアを算出することができる 117。

大企業リスクはオーダーメイドのソリューションを必要とし、 そうしたリスクの重要なアンダーラ
イティング情報はまだ十分にデジタル化されていない。 このため、 アンダーライティング・ア
プローチは事例ベースとなることが多い。 地理空間情報のデジタル化は、大企業のアンダー
ライティングにある程度貢献してきた。 例えば、 インシュアテック企業はプロパティ・ リスク・
エンジニアリング・ソリューション、 特に自然災害を評価するソリューションを保険会社に提供
している 118。 また、 貨物センサーデータを利用して海上保険の補償内容を充実させること
が可能なケースもある119。 さらに、 リスクエンジニアがアンダーライターにライブ映像を送信
できれば、遠隔リスク検査が可能となる 120。 動的プライシングにおけるデジタル化の真価は、
工業制御システムと設備監視システムからのライブデータがアンダーライティング・システム
に統合されて初めて十分に発揮されるだろう。 	

動的アンダーライティングは被保険者と保
険会社の双方にメリットがある

外部データは中小企業のリスクのデジタ
ル評価を可能にするだけでなく、 ニッチ
商品のリスクについてさえも可能にする	

大企業リスクのデジタル・アンダーライティ
ングはそれほど進んでいない

116	「保険における静的データからライブデータへの移行」、 digitalfineprint.com、 2019年7月31日
117		小規模企業のためのCyence、 guidewire.com.
118  インシュアテック・インパクト 25、 オックスボー・パートナーズ、 2018年
119		スマートカーゴ＋サイバーインシュアランス、 コーバス・インシュアランス、 info.corvusinsurance.com/ を参照
120	「Virtual	i がお見せしましょう」、virtualitechnologies.com
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料率設定と補償の決定が迅速化し、 よりリスクに基づいたものになる
提出書類とリスク評価の自動化を契機に、 補償内容の決定が迅速化し、 料率設定が改善
される可能性がある。 料率と補償決定の自動化は、 個人向け種目（生命保険と医療保険）
とリテール向け種目（損害保険）でより多く行われ、 複数の事例が見られるようになっている。
中国では、 中国平安保険が 2018年に受理した 2,000万件近い保険申込の 96％で AIによ
る自動アンダーライティングが行われたとしている 121。 また、 測定・反復可能なユースケース
を中心とする継続的なテストを実施することにより、 保険会社の今後数年の戦略策定のた
めの情報が得られるだろう。 一方、 中間市場と企業保険セグメントは、 アンダーライティング
の複雑さと料率の感応性を理由に、 依然として手作業による作業をかなり必要としている。

企業向けの医療保険では、 料率と保障決定の自動化が進んでいる。 このセクターは、 高
コストと類似の処置に対する治療費のばらつきが大きいことが悩みの種である。ユナイテッド・
ヘルスケア社とオンデマンド医療保険のスタートアップ企業であるバインドは、 ビッグデータと
多くの最新技術を用いて、 大企業向けのより良い医療保障プランを設計している。 コストを
引き下げ、 従業員リスクによりしっかり対応するために、 両社はコスト、 治療および効果に最
も幅がある約 45 の医療処置を任意で追加できる保障対象として明示している。 会員は、
必要な場合に限り、 これらのオプションを選択することができる。 顧客は毎月の基本保険
料を支払うが、 雇用主が提供する他のオプションより 40％も安い場合がある 122。 	

不正検出とモラルハザードの管理がさらに重要になる
デジタル世界では、 大量の保険申込の引受の可否をほぼ即時に決定する必要がある。 保
険会社が不正な申込を排除する注意を欠けば、 不正な顧客ポートフォリオを構築すること
になる。 一部の保険会社は新たなデータソースを使用して、 高いリスク・プロファイルを示
すものがポートフォリオに入り込むのを防止するのに成功している。 例えば、 オンライン保険
会社のインシェアード （アクメアのイニシアチブの一つ） はそのリスク評価を完全に自動化し、
申込者の行動、 支払リスク、 保険金請求リスクなど、 複数の指標を用いて購入時のリスク
を判断している 123。 	

デジタル保険が一段と普及することに伴い、 保険会社は高リスクケースの識別を可能にする
新たな手法を求めるようになるだろう。 約 5人に1人が保険金請求書に不実記載したこと
を認めている 124。 これに対処するため、 保険会社はアンダーライティングの段階で不正を減
らす新たなデジタルツールの実験を行っている （機械学習とコンピューター・ビジョン技術を
用いた顔認証ツールの使用など）。 また、 費用がかさむことのある医学的検査を避けるた
めに、保険会社が第三者データを使って、医学的証拠なしで、喫煙者か否かを判断するケー
スもある。

デジタルデータの利用が広がる中で、 保険会社は逆選択リスクの増加による影響も一段と
受けやすくなっている。 この背景には、 様々な健康増進アプリ、 廉価で直販されている遺
伝子検査および市販の検査キットを利用することによって、 消費者が自分の健康状態につ
いて理解を深めていることがある。 こうした進化は、 過剰診断とそれに伴う根拠のない治
療など、 期待とリスクを等しくもたらしている。 現行規制の多くは直販型の遺伝子検査が広
く採用される前に制定されたものであるため、 アンダーライティング・プロセスにおいてリスク
に関わる適切な情報を取得することが保険会社の大きな課題となっている 125。

リスクデータの評価が向上したことにより、
料率設定と補償が自動化されつつある

類似の処置に大きなばらつきがある場合
に有益

不正のアンダーライティングは、 ほぼ即時
の判断が必要なデジタル世界における
リスク

保険会社は高リスクケースの識別を可能
にする革新的技術を求めるようになる

被保険者が新情報を保険会社に隠して
いれば、 逆選択が増える可能性がある

121  2018 年 12 月 31日に終了した年度の監査済み業績の発表、 中国平安保険、 2018年
122　Susan	Morse、 「インシュアテック起業家が Health	2.0 でパネルを主導する予定」、	healthcarefinancenews.com、
							2019年 9月12日
123  保険会社はアンダーライティング時のリスクをどう管理するか、 celent.com、 2016年
124		保険申込書への不実記載、 www.finder.com、 2018年10月
125  SONAR レポート：新たなエマージングリスクについての洞察、 スイス・リー・インスティテュート、 2019年 5月
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アンダーライティングが被保険者と保険会社に及ぼす影響

商品開発とアンダーライティングはますます互いに影響し合うようになり、 かつ顧客向けの機
能に左右されるようになるだろう。 例えば、マーケティングモデルは初期のアンダーライティン
グ体験、 顧客のフィードバック、 その他の外部データから取得したデータを織り込み、 特定
の顧客ニーズと行動に基づく、 事前承認されたターゲット型の補償提案を適時に行うように
なるだろう。 提案は、 ニーズを満たすために現在の補償内容を充実させることに加え、 たと
え小さなリスクでも、 新たなリスクに対処する新商品を組み合わせて販売し、 エンゲージメ
ントを高めることにも重点を置いたものとなる。 これは新商品の開発に直接影響するほか、
被保険者や保険会社にも影響を及ぼす可能性がある。 	

�	 被保険者：	販売交渉でアンダーライターが訪問して専門的見地から顧客に説明する大
企業リスクを除き、 アンダーライティングが本当の意味で顧客と向き合って行われること
はこれまでなかった。 商品のモジュール化や動的プライシングによる調整により、 リテール
顧客はアンダーライティングやリスク評価をより深く理解するようになると予想される。 例
えば、 生命保険や中小企業用のリスク・スコアリング・アプリは、 不透明で煩雑なアンダー
ライティング・プロセスを消費者にとってより分かりやすい透明度の高いものにするだろう。
付加価値サービスまたは予防的サービスを通じた積極的なリスク管理とアンダーライティ
ングのセット販売は、 保険会社と顧客の関係をリスク移転からリスク・パートナーシップに
変化させるだろう。

�	 保険会社：	保険会社はより精度の高い動的リスク・プライシングの恩恵を受けることが
できるが、 センサーから毎日入って来るテラバイト単位のデータを処理するためにシステ
ムの性能を高める必要があるだろう。 多くの保険会社は依然としてレガシー・システム問
題の解決を図っている126。 また、 保険会社は商品開発、 テストおよび実験に関するデジ
タル・フィードバックにさらに迅速に対応する必要もあるだろう。 デジタル世界では、 時と
して容赦のないフィードバックが即座に提供される。 例えば、 あるオンデマンド ・デジタル
保険会社では、 コンバージョン （最終ゴールへの到達数） が大幅に減少したが、 それは
ほんの一握りの顧客が要請したプロセスフローの小さな変更が原因であることが分かっ
た 127。 	

継続的なフィードバックに基づくプロセス
は、 新商品についてより的確な知見を提
供するだろう

126　K.	Harris-Ferrante、 「2019 年 CIO アジェンダ：保険業界の実態」、 ガートナー、 2018年10月15日
127　A	Khusid、 「効果的なカスタマー・フィードバック・ループをいかに構築するか」、 medium.com、 2018年1月15日
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保険金支払管理

デジタル化によって、 信頼性の向上と、 カスタマー・エクスペリエンスやバックオフィス業務の
煩雑さの低減といった点で、 保険金支払体験を改善することができる。 ある調査によると、
米国の成人オンライン契約者のうち、 保険会社は保険金請求に際して、 顧客を公正に扱う
と確信していると回答したのはわずか 57%であった 128。 モジュール方式のアプローチは、 エ
ンド・トゥ・エンドのデジタル化と継続的な保険金支払管理プロセスを可能にするであろう （表
5 を参照）。 その一例として、 2018 年に USAA は 21人から構成されるイノベーション・チー
ムを立ち上げて、 保険金支払業務の構成要素をデジタル化し、 保険支払全体のサイクル
を数日間あるいは、 場合によっては数時間にまで短縮した129。  

モジュール方式のアプローチがエンド・トゥ・
エンドの保険金請求のデジタル化の鍵を
握る	

表 5 
保険金支払におけるイノベーションのタイムライン

保険金支払いの道 過去 現在 将来 主な成功要因

事故受付（FNOL） 説明を必要とする複雑な

書式

顧客は電話、郵便、インター

ネット/モバイルアプリを利用

自動： IoT、衛星、測候所等 衛星画像、測候所、IoT 等

保険金支払管理 保険会社従業員の手作業 保険会社従業員による

データ入力

複雑な状況に対してのデジ

タル化で拡張された支援、

AI による助言

コネクテッド ・システム、 知

的アルゴリズム

データ収集/不正検知 初歩的不正分析 手作業とモデルを組み合

わせて不正を特定

ビッグデータおよびAI 等の

分析を用いて自動化

計算能力、 利用データソー

スの多様化

保険金見積り 手作業による請求査定 手作業による調査と先進

技術の併用

自動化された請求査定 計算能力、 アルゴリズムの

向上

保険金支払 銀行小切手/支払手形

を用いた支払

直接ベンダー （修理工場、

病院） への支払

即時支払い、 自動検証、

オプション （更新、 中古品

等）

連動支払システム、 知的ア

ルゴリズム

出典：スイス・リー・インスティテュート

保険会社は高度な分析と機械学習を活用して、 早期警戒システムを構築するほか、 事故の防止、 保険金支払処理の簡素化および迅速
化に役立つ実用的な知見を収集する。 その例として、 事故の頻発地点の検知 ・ 検証、 修理費用の見積り、 不正の疑いがある保険金請
求の特定に向けて人工知能 （AI） を利用することなどが挙げられる。 これまでの保険金請求には書式への記入が必要だった。 デジタル
化は、 カスタマー ・エクスペリエンスとバックオフィスの業務処理効率化を後押しするであろう。  

128  Forrester Analytics Consumer Technographics® North American Financial Services Survey、 Forrester、 2017
						年第 4四半期 （米国）
129	USAA の保険金支払いイノベーション・チームの内側、 DIG	IN、 2018年 8月15日
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保険金支払管理のエンド・ トゥ ・エンドのデジタル化	

デジタル化による損害予防
保険バリューチェーンにおいて損害予防は重要であるが、 恐らく過小評価されている。 その
一因は研究・理解の不足と資本集約的な性質にある。 損害予防技術への投資は、 多額
の投資を必要とするが、 短期的には保険金支払の削減にはつながらないことが多い。 	

すべての保険種目で、 保険契約者に対して、 生命や財産に損害を与える可能性のある脅
威についてアラートを発信することが、採算性や技術的にも実現する可能性が高まっている。
例えば、 気象庁やセンサーから大災害についての通知を受け取った保険会社は、 安全確
保について警告するプッシュ通知を顧客のスマートフォンに送信できる。 この通知は被保険
者が損害を軽減するために損害予防対策を取る一助になる。 保険会社が社内外のシステ
ムを利用して被保険者に潜在的な脅威に対するアラートを発信できる分野を図21に示し
た。 	

事故受付のデジタル化
IoTセンサー、 高速インターネット、 ドローンや衛星画像などの広範な自動化されたデータ捕
捉技術を背景に、事故受付 （FNOL） で大きなイノベーションが起こっている。 このデータは、
様々なオーディエンス （視聴者） が共有できる。 例えば、 CSAAインシュアランスは、 ビデ
オ事故受付 （vFNOL） に関する Owlcam との提携により、 自動車が事故または車上荒し
に遭遇した際に、 運転者の携帯電話に動画を送信している。 運転者は動画を警察と共有
することができる 130。 	

損害予防は保険バリューチェーンにおける
重要事項であるにもかかわらず過小評価
されている

インターネットとスマートフォンの急速な普
及によって損害予防策がより現実的に
なった

図21 
デジタル化が可能な自然災害イベントに対する損害予防策のプロセス
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出典：スイス・リー・インスティテュート

新たな知見がデジタル化された事故受
付による自動リスク管理プロセスを可能に
する

130  CSAAインシュアランス・グループ、Owlcamと連携、動画技術を活用して顧客への保険金支払処理を迅速化、インシュ
							アランス・グループ、 2019年 6月5日
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保険会社は、 今や保険金請求に関する報告を受ける前に積極的に顧客に連絡し、 支援を
申し出ることもできる。 中欧・東欧最大の保険会社 PZU は、 業務コーディネーターがウェ
ブ、 E メール、 目撃者からの電話、 テレビ、 ラジオといったデジタル、 アナログ両方の情報か
ら損失イベントのニュースを積極的に読み取る 「Before-You-Call」 サービスを開始している。
保険会社は、 損害イベントの影響を受けた可能性のある顧客を特定した場合、 顧客の保
険範囲を確認し、 保険契約の対象となる支援サービスを申し出る。 顧客は、 この最初の連
絡の際か、 後日都合の良い時に保険金請求を登録できる 131。

保険金支払管理
保険金支払いの行程のこの段階では、 各事例は FNOLで受領した情報に基づいて分析さ
れる （保険範囲の詳細確認、 不正請求のスクリーニング等）。 デジタル査定では、 AI の支
援により保険金額、 免責額、 自己負担額、 過去の保険金支払額などの保険範囲の詳細
が自動的に確認できる。 手作業の顧客接点を減らすことで大幅に処理を迅速化できると同
時に、 手作業による検査に付随するコストの低減につながる。 その例として、 ファーマーズ・
インシュアランスは、 自動車保険の全損事故の 95% で写真と動画による見積技術だけを
用いて保険金支払の判断を下している。 同社はこの手法を財物保険にも拡大する意向で
ある 132。

不正の検知
保険における不正のコストは毎年数十億ドルに達する。 従来型の不正検知統計モデルには
欠点があり、 特にデータ分析におけるサンプル抽出手法によって不正が検知されない場合
がある。 また、 こうした手法は経験に依存するため、 新手の不正が出現した場合、 保険会
社は被害を受けやすい。 ビッグデータと AI を利用した新しいツールであれば、 保険金支払
の申請と同時に、 数千の変数を組み合わせて保険金請求に関連するデータとより広範な
状況との間にある矛盾を特定できる。 多くの保険会社は個人による不正保険金請求の検
知にソーシャル・メディアの分析を利用している。 例えば、 オールステートの場合、 不正特定
の迅速化にインターネット上の情報を活用している （怪我をして働けないという保険金請求
者が、 乗馬など激しい運動をするなど） 133。 分析によって、 中小規模の医療機関からの多
額の保険金請求など、 疑わしいイベントを特定することで大規模な不正発見につながる場
合もある。 個々の保険会社には不正を検知するのに必要なデータが十分にない場合もあ
るが、 法執行機関はパターンを発見する分析ノウハウで保険会社各社に協力している （例
えば、 同じ当事者からの同様の請求の検索） 134。

デジタルによる損害査定、 保険金見積、 支払
デジタル化によって算定の全容が提供され、 顧客との関係の透明性向上によっても、 訴訟
や再計算のコストを回避することができる。 さらに、 保険金見積の自動化は管理費の低減
に役立ち、 手頃な水準の保険料につながる。 2018 年のカリフォルニア州の山林火災では、
USAA はドローンで撮影した画像を利用し、 多くの住宅保険の保険金をその日のうちに支
払った。 それ以前は、 担当チームが動員され、 安全を確保しながら火災の被害を受けた物
件の損害査定を行なうまでに数週間を要し、 数カ月かかる場合もあった 135。 その他にも興
味深い実験が行なわれている。 例えば、 アリアンツは Amazon と提携し、 保険金支払担
当者がAmazon の表示価格に基づいて内容物の損害を査定し、 顧客からの保険金請求
と同じ日に支払保険金を提示するサービスを試験的に運用している136。 	

保険会社は保険金請求の報告を受ける
前に保険契約者に連絡することも可能

AI アプリによって顧客の保険金請求手続
の段階が迅速に進む

高度な分析で不正検知の改善が可能に…

…損害査定の自動化にも役立つ

131  PZU はいかにしてイノベーション文化の構築に成功したか、 EFMA、 2019年2月5日
132	「保険会社はアプリ、 写真、 動画、 電子決済等を用いて保険金支払をどのようにデジタル化しているか」、

insurancejournal.com、 2019年 6月11日
133	「オールステート、 画期的技術を持つデータ会社と連携して不正検知を迅速化」、 prnewswire.com、 2017年11月

28日
134  シグマ 2019年第4号 「アナリティクスの進展：損害保険の新たなフロンティアを開拓する」、 スイス・リー・インスティ

テュート、 2019年 8月
135  USAA の保険金支払いイノベーション・チームの内側、 DIG	IN、 2019年 8月15日
136		アリアンツ・ リプレースメント ・ソリューションーアリアンツ・フランス、 EFMA、 2019年
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図22 は、 パラメトリック保険契約で使われているタッチレスの保険金支払を図式化したも
のである。個人保険と中小企業保険は概ね自動化が可能で、保険会社はストレート・スルー・
プロセッシング （STP） の比率を高め、 数日かかっていた保険金支払処理時間を数時間ま
たは数分に短縮できる。 自動車保険では、 AI 利用の査定作業によって、 損害査定に要す
る時間とコストを大幅に短縮することができる 137。 中国平安保険は、 事故受付、 デジタル
写真の共有、 損害査定、 文書の扱いなど、 自動車保険の保険金支払の様々な面でAI を
利用している。 日中の事故の 95.5% は 5分から10 分で調査が完了し、 顔認証を利用し、
支払も数秒で行うことができる 138。

生命保険会社は、 生命保険における新たな保険金支払技術の試験も始めている。 メット
ライフは、 故人が保険に入っていたかを家族が把握する助けとして、 イーサリアム・ブロック
チェーンを利用した Lifechain と呼ばれるサービスの試験運用を行なった。 死亡届が発行さ
れると、 家族は自動的にメットライフのプログラムについての通知を受け、 家族がこのプログ
ラムに参加すると、 ライフチェーンが故人の国民個人番号 （ID） を暗号化し、 符合する保険
契約を検索する。 合致するものが見つかった場合は、 自動化された通知によって保険金支
払処理が開始される139。 	

個人保険、 中小企業保険ではタッチレ
スの損害査定と保険金支払の採用が広
がっており…

図22 
パラメトリック保険のタッチレス保険金支払  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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まっている

137		事故の場合、 保険契約者は数枚の写真と自動車と損害を受けた部分の動画ストリーミングを、 損害と事故の説明
　　　　とともに保険会社のアプリ経由でアップロードするだけである。
138	「中国平安損害保険が信用ベースのスマート自動保険金支払いソリューションを発表」、 nsurancejournal. com、 2019
　　　　年1月30日
139	「ブロックチェーンで生命保険がスピードアップするしくみ」、 medium.com、 2019年 8月13日
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被保険者と保険会社にとっての保険金請求の意味合い

将来的には、商品のプライシングと保険引受判断材料の質向上のため、保険金支払請求に
関する特徴を活用する事例が増加するであろう。保険会社は、保険契約を引き受ける際の
リスク査定の向上に役立つデータを創出することができる。リアルタイムの保険金支払データ
の利用によって、 保険会社は、最も将来性の大きなパートナーや顧客セグメントをモニターし
やすくなり、リアルタイムでマーケティングや販売の戦略を調整できるようになる。素早く反復
できるようにするためには、柔軟でイノベーションの容易なプロセスである必要があるだろう。 	

�	 被保険者：	保険金請求体験の質は、 ロイヤルティと契約更新行動に大きな影響を及ぼ
す。 JDパワーが実施した財物保険の保険金請求の満足度に関する調査によれば、 「大
いに満足した」 保険金請求者の 90%が確実に保険契約を更改する意向であると回答
している。 その一方で、「どちらでもない」 または 「不満である」 保険金請求者の 60% は、
年内に別の保険会社を探す意向であると回答している 140。 保険会社各社は、 重要分
野にデザインスキルや思考手法を取り入れるため、 カスタマー・エクスペリエンス /デジタ
ル・チャネル開発部門を構築している。 そして、 顧客の立場に立ってサービスやプロセス
の再設計を行っている 141。 	

�	 保険会社：	保険金支払管理においては損害予防がより大きなテーマになると思われる。
保険会社は保険金支払のデータと行動データを組み合わせて、 損害予防策を実行する
だろう。 バリューチェーンの様々な構成要素がデジタルで情報やフィードバックを共有する
ので、 従来の元受保険会社の能力に依存しないデジタル販売プラットフォームが直接資
本提供者とつながり、 バリューチェーンが圧縮されるだろう。 	例えば、 パラメトリック保険
の提供者は、 不正が疑われる場合を除いて、 大規模な保険金支払部門や査定者が不
要になるかも知れない。 別の例として、 あるグローバルな保険会社では、 インシュアテッ
クのプラットフォームを利用して 1億ドルを超えるパラメトリック・ リスクの一部を複数のリス
ク市場に移転している 142。 	

プロセスは柔軟となり、イノベーションに
オープンなものとなるだろう

140  大災害の件数が 10 年振りの高水準をつけるも、 J.D. パワーの調査によれば、 財物保険金支払に対する満足度は
　　　　急上昇、 J.D. パワー、 2017年 3月1日
141  お客様のためのイノベーション、 ゼネラリ、 前掲書
142	「Tremor テクノロジーが世界初のプログラマティック・パラメトリック・スワップ取引を実行」、 Artemis、 2019年 5月
　　　　20日
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デジタル化によって、 保険のバリューチェーン全体に影響を及ぼすデータドリブンの新たなビジネスモデルの開発が可能になるだろう。 成
功するためには、 データへのアクセスとリスクをモデル化する能力が極めて重要と思われる。 重要なサプライヤー ・パートナー、 エコシステ
ムヘのエントリーポイント、 顧客に関する知見を得るためのノウハウなど、 他の資産との連携が大きな力になるだろう。  

既存の能力と開発中の新たな能力に磨きをかける

近年、 保険料の伸び鈍化に伴い、 保険会社は、 急速に拡大する新たな経済セクターの中
で商品やサービスを差別化する様々なアプローチに注力してきた （図 23 を参照）。 	

保険会社は以下の分野で能力を構築する必要があろう。

�	 優れたパートナー ・ネットワークの構築：	顧客に独自の提供価値を供給するため、 テクノ
ロジー業界も含めた画期的で適切なエコシステムのパートナーおよびサプライヤーを特定
する。 適合するパートナーを得るための競争は激しく、 相互の価値創出を重視した関係
を育てる必要がある。 	

�	 ユニークで巨大なデータセットへのアクセス：	既存の利用可能なデータ以外に、 優れた
リスク・モデリングのためのユニークなデータセットを保有することが重要な差別化要因
になっている。 鍵を握るのは、 データのレイヤーを整理して、 競合企業が簡単に真似で
きない独自の知見を創出することである。 	

�	 顧客に対する知見を深める：	エコシステムの中心に顧客を位置づけ、 すべての行動を顧
客ニーズに合わせて調整する。 行動に関する知見を用いてパーソナライズされたものを提
供することが極めて重要である。 これは、 保険会社と顧客との間に直接的な取引関係
がない場合にも当てはまる。 	

保険のバリューチェーンは新しいデータや
分析の恩恵を受けることができる

図23 
新たな能力の確立を目指す
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�	 分析に関する専門知識 ：	より多くの保険会社がデータや関連する状況を理解するに従
い、 リスク・モデリングもより複雑になる。 AI はリスクを取り巻く環境を刷新し、 シミュレー
ションの向上につながる。 	

�	 拡大可能な保険引受に関する専門知識 ：	エコシステムおよびバリューチェーン全体に拡
大できる分析手法やツールを併用することで、保険会社は、既存のユニークなデータセッ
トに基づいて、より優れたリスク・モデルの構築が可能になる。 こうして保険会社はバリュー
チェーンに適切な調整を加え、 より動的に対応できるようになるだろう。

既存の保険バリューチェーンへの影響	

顧客に対する知見を得るために、 商品設計、 保険金支払管理、 販売の顧客接点の間で
密接な相互作用が起こるだろう。 図 24 に示した 3 つのパネルの中の黄色いボックスの位
置の違いは、 顧客に対する知見の出所の変化を表わしている。 過去においては、 製品ファ
クトリー （保険会社） は、 顧客と直接的な接点を持たなかった。 その代わり、 保険会社と
物理的な販売チャネルである保険仲介人の間には密接な協力があった。 保険仲介人は顧
客と直接的な関係を持っており、 その顧客に関する知見を有しているため、 保険会社に対
して特定の方法で設計した商品を要求することができた。 	

今日の状況は、マルチチャネルおよびオムニチャネルのアプローチへの変化に向かっており、
製品ファクトリーと最終消費者の距離が縮まっている。 これは、 保険会社が商品設計により
大きな影響力を有しているからである。 商品は様々なチャネルを経由する販売のためにカス
タマイズする必要がある。 より単純な商品は直接販売される一方、 より複雑な商品は概ね
個人チャネルを通じて販売されている （例えば、 生命保険と資産運用を組み合わせた商

バリューチェーン内の顧客に対する知見の
焦点が変化している

図24 
デジタル・チャネルにより短縮されたサプライヤーと顧客の間の距離
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（保険）

極めて重要な知見

デジタル
プラット
フォーム

デジタルで拡張
されたデジタル
インターフェース

デジタルで拡張
された共感型
ヒューマン

インターフェース

スマート
拡張型プラットフォーム

デジタル
拡張

出典：スイス・リー・インスティテュート

製品ファクトリーは複数のチャネルからの
知見を利用
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品）。 商品が複雑になればなる程、 消費者がインターネットで購入する意欲は低くなる。 同
時に、 直接チャネルに進出する保険会社が増えれば増えるほど、 商品の簡素化が必要に
なる。 このため、 保険会社が、 モジュール化され様々なチャネルに細く切り分けられる商品
を開発するため、 商品ポートフォリオの幅が広がり始めると考えられる。 	

将来的に製品ファクトリーは商品設計におけるすべての要素に直接アクセスできるようになり、
リスクとの距離が縮まると考えられる。 こうした知見はデジタルな顧客接点に基づいてカス
タマイズされ、 エクスポージャーに関する入力情報はリアルタイムで作成されると予想される。
その結果、 新しいビジネスモデルは、 純粋にデータアクセスを中心に創出されるようになる
と考える。

データを中心とした新たなビジネスモデル

こうしたビジネスモデルには、 接続オブジェクトやプラットフォーム・プロバイダーからの知見、
消費者と環境データから得られる行動科学の知見など、 様々な方法による組み合わせが
可能なデータへの安全なアクセスが必要である。 図 25 の1から10 のカテゴリーは、 保険
会社による利用が可能になると予想されるデータの例である。 その一部はより新しいデー
タだが （例えば、 顧客の状況に基づいた行動データなど）、 その他は従来型の定番データ
である （例えば、 保険金支払や予防的なサービス）。

将来的に製品ファクトリーは保険契約の
設計のすべての要素に直接的にアクセス
するようになり…

…それにはセキュリティで保護されたデー
タへのアクセスも含まれる

図25 
カスタマージャーニーの各段階で予想されるデジタル提案とデジタル・ビジネスモデル

行動データと
状況的データの知見

カスタマージャーニー

健康 教育／労働 生活 自由
時間

移動

スマートアシスタンス・
サービスの知見

タッチポイント
および販売の知見

チャネル/市場の知見

 集計データの知見

 環境データの知見

状況プロバイダーの知見

保険のバリューチェーンの知見
（すなわち、保険金支払）

オフライン

オンライン

予防的なサービス/
付加価値サービスの知見

商品管理
保険引受

プライシング
マーケティング・

販売活動
保険金
支払管理

顧客
サービス

BM1

BM2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

センサー・データの知見
（顧客のライフスタイル

集団）

8)

9)

10)

注：BM	はビジネスモデルの略

出典：スイス・リー・インスティテュート
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見通し

保険会社は将来、 様々なデータソースへの継続的なアクセスが必要な業務環境になるだろ
う。 これは戦略的な問題であり、 保険会社は既存のバリューチェーンの外に出る必要があ
る。 現在、いかなる企業や市場もそうしたデータのすべてを単独で提供できるものではない。
多くのデータ・ベンダーはデータの抽出と配信に焦点を絞っているが、 データの精緻化に注
力している企業はほとんどない143。これが、統合と精緻化に焦点を当てた専門アグリゲーター
の台頭につながると予想する。 データの一体化と精緻化が進めば、 顧客に提供されるサー
ビスの幅が広がる。 このことは、 とりわけモジュール型商品、 パーソナライゼーション、 そして
より優れた販売方法の必要性など、 保険業界に多くの影響を及ぼす。

保険会社は、 単なる補償の提供者にとどまるか、 それとも他のビジネスモデルを自ら保有あ
るいは連携して、 保険事業に影響を及ぼす重要分野の支配権を握るか否かを判断する必
要に迫られるだろう。 様々な利害関係者がデータドリブン型の事業の支配権を得ようとする
と考えられる。 例えば、 すべてのテレマティクス・データが匿名で1つのプラットフォームに置
かれたとしたら、 その市場を独占する可能性が最も高いのは誰だろうか。 ブローカーが権利
を主張するだろうか。 こうしたデータのアグリゲーターに影響力を持たないプレーヤーの先行
きは厳しくなるだろう。 データ・ブローカーの存在が一般的になれば、 それらに依存する保
険会社はそのうちにサプライヤーの地位に格下げされよう。 	

オープンなアプリケーション・プログラミン
グ・インターフェース （API） を経由した複
数プロバイダーのデータを結合して様々
なビジネスモデルが可能に

保険会社は別個の新たなデータ事業ヘ
の投資が必要となるだろう	

143  データが新しい都市の未来を形作る方法、 スイス・リー・インスティテュート、 2019年1月15日
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結論

消費者がライフスタイルに適合した一段と魅力的でパーソナライズされた購入体験を求める
につれて、 保険業界の様相も変化しつつある。 デジタル化で得られるようになった情報や
選択肢の拡大を背景に、 消費者はかつてないほど多くの情報を持ち、 自律性を高めてい
る。 供給サイドでは、 AI などのツールによってより効果的に顧客とやり取りできるようになり、
保険会社は消費者の選好に対する理解を深め、 カスタマイズされた柔軟な商品の開発と、
動的な価格設定や （個人に対する） バーチャルなアシスタンスの常時提供が可能になって
いる。 これまでにないソースから得られるデータも、 顧客区分を細分化する機会を提供して
いる。

デジタル化の影響は、 保険のバリューチェーンを超えて、 保険会社が事業運営を行なうエ
コシステム全体に広がっている。 いくつかのセクターの企業は、 様々な市場、 サプライチェー
ンのハブ、 金融ネットワークに接続することのできるデジタル・プラットフォームを構築してい
ることから、 業界の境界線があいまいになりつつある。 メーカーや情報通信会社など、 ビジ
ネスエコシステムに参加する保険会社以外の企業も、顧客データにアクセスできるようになっ
てきており、 そうした企業はデジタル分析能力を活用することにより顧客向け商品の向上を
図ることが可能である。

新たなデータや技術をより完全かつ知的に活用すれば、 保険業界は将来の顧客にとっての
有用性を補強し、 確実にすることができよう。 業界を超えたエコシステムの活用でも同じこ
とが言える。 今号シグマでは、 デジタル保険会社の最終形態の可能性について提示した。

高い参入障壁は競争の脅威に対するある程度の防御になるが、 既存の保険会社は、 被
保険者と保険会社の両方の視点から消費者との顧客接点の潜在力を最適化するため、 漸
進的に、 そして時には抜本的にイノベーションを推し進め続ける必要がある。

少なくとも短期的には、 既存の保険会社が全面的に破壊されることはないと思われる。 既
存の保険会社には、 リスク環境の変化、 顧客の態度の変化、 技術進歩の加速に合わせて
調整する時間が残されているが、 自己満足に陥っている時間的余地はない。 投資、 提携、
協力関係を通じて得た知見を活用して事業の手法を改善できる保険会社が成功すると思
われる。 先見の明のある革新的な保険会社は、 現時点で構築されつつある新たなインフラ
をベースに、 変化する規制に整合した魅力的なリスク補償ソリューションを提供し、 それを通
じて業界の有効性を真に変容させることができるであろう。

消費者の要求はかつてないほど厳しい。
保険会社はデジタル技術を活用しての対
応が可能

すべてのセクターの境界が一段とあいまいに

変革を定着させるには漸進的思考以上の
ものが要求される

イノベーションが保険業界の有効性と存
在意義の変容を後押しする
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