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世界のデジタルデータ量は、 センサーネットワークとデジタル・プラットフォームの広範な拡
大に伴い、 飛躍的に増加しつつある。 新たな分析ツールと分析技術の継続的な開発は、
構造化・非構造化データの分析を可能とし、 低コストかつ非侵入形式で、 個人やビジネス、
および人災や自然災害による影響の有益な洞察を生み出している。 内部データを外部の
半構造化データソースで補足することにより、 損害保険会社は新たな市場やリスク・クラス
の価格設定が可能になる。 	

アナリティクスは 4つの重要なビジネスニーズを支援することができる。 第1に、 アナリティク
スは、 未開拓市場の洞察を可能とし、 市場開拓戦略の周知や、 新たなセグメントの魅力と
市場規模のより正確な把握により、 企業の成長を後押しする。 市場分析結果にポートフォリ
オを重ね合わせることにより、現在のポートフォリオにおけるビジネス機会のセグメントを特定・
検証することができる。第2に、保険会社はデータ分析によって、より効果的に顧客を理解し、
支援することができる。 多くの保険会社は、行動経済学を用いて、ターゲット設定や営業（入
札など）、 顧客エンゲージメントに成功してきた。 こうした活動に対する洞察結果を用いた、
きめ細かでコストのかからない行動修正が大きな影響を及ぼす可能性がある。

第 3 に、保険会社は外部データとの複数のリンケージ （連鎖）を通じて自社のポートフォリオ・
データを拡張することが可能である。 これにより、 データ集積とポートフォリオ改善への洞察
を得ることができる。 当社が実施した業界経営幹部に対するインタビューによれば、 保険
会社は実際の取引条件の下で損害率を 2～ 5%改善することを目標にしている。 第 4 とし
て、 アナリティクスは、 アンダーライティングと保険金支払処理機能の自動化による効率性の
改善に使用される。 保険業界では、 低価額で高頻度なクレームの処理のような、 知識を
必要とする反復作業の自動化や、 クレーム担当部署を支援するボット （自動化アプリ） 導
入による多くの経費率改善の事例が見られる。

保険会社の大部分はパイロット ・プログラムの事業化について 33% の成功率を目標にして
いる。データ分析ビジネスの構築は複雑である。 なぜなら、このビジネスの投資利益率（ROI）
は、 業務ワークフローに新ツールを組み込もうとするユーザーの意欲に左右されることが多
いためである。 また、 新しい洞察に基づくビジネス機会の意思決定は遅れたり見過ごされ
たりすることがあるため、 実際の ROI が予期されたものより低いことがしばしばある。 早期
の発展には平均して最低6~12 ヵ月かかる。 多様なビジネスの統合やより大規模な効率性
を実現するには、 より長い期間を要しうる。

法人向け種目は、 高度な分析技術の導入という観点では、 個人向け種目に後れを取って
いる。 これは個人向け種目の保険会社の方がより良質で大量のトランザクション・データに
アクセスできるためである。 今では財物保険のような一段と大規模で安定的な法人向け保
険種目も、 データの急増から恩恵を受けている。 新たなデータソースを組み込むことにより、
リスク評価に要する時間を短縮し、 リスクの選択を改善できることを示す兆候が見られる。
新しい手法において複数のデータソースを組み合わせることによって、リスク選好度とアンダー
ライティング戦略の微調整が可能である。

すべての産業におけるデータと分析に関わる支出は今後4 年間、 13% の年平均成長率
（CAGR） で拡大するとアナリストは予想しており、 今後の見通しは明るい。 スイス・ リー・イ
ンスティテュートも保険会社に後れを取らないよう促している。 しかし、 保険のバリューチェー
ン固有の複雑さがあるため根気が重要である。 データサイエンス、 リスクに関する知識と技
術が交差する中、 レガシーシステム、 旧態依然のマインドセット、 人材の不足といった大きな
課題が残っている。 多くの保険会社が差別化要素を追及していることから、 現在行われつ
つある業界固有のインフラ、 資源および知識の開発は、 保険におけるアナリティクスのポテ
ンシャルを全面的に解き放つことを促進するものと考える。

低コストかつ非侵入型のデータが急激に
増加しつつある

データと高度な分析ツールは、 保険会社
にとってターゲット市場の抽出や消費者理
解の改善に有用である

保険会社はリスク選択、 料率設定、 業
務効率においても改善が可能	

しかし統合に時間がかかることや組織的
な問題による遅れなどの課題も存在する

データ分析は個人向け種目から着手され
たが、 現在、 法人向け種目を扱う保険
会社も恩恵を受けている

見通しは明るいが、 価値を最大に発揮す
るには根気が必要であろう

エグゼクティブサマリー
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アナリティクスに投資する保険会社

変化とデジタル・トランスフォメーション

インターネットを通してデジタル情報を送受信することのできるデバイスの範囲が拡大し続
けているため、 世界で生成されるデータ量は、 飛躍的に増加し続けている。 同時に、 ハー
ドウェアとメンテナンス・コストはクラウド ・ストレージによって大幅に低下している。 2025 年ま
でに世界のデータは現在の水準から 61%増加して 175ゼタバイトに達し、 その 3分の1は
リアルタイムとなるだろう （図1） 1。 なお、 ゼタバイトは10 の 21乗 （1に 21個のゼロがつ
いている） バイトである 2。 このデジタルデータの大部分は、センサーや取引記録、ソーシャル・
メディア・プラットフォームによって自動的、 低コストかつ非侵入形式で生成される。 	

 
ビッグデータと高度な分析を用いて生まれつつあるリスクの初期的兆候を特定し、 顧客行動
を理解し、 業務の一層の効率化を図ることのできる保険会社は競争上で優位に立つこと
ができるであろう。 しかし、 増加の一途をたどるデータ量から有益な予測的洞察を得るの
は容易ではない。 保険会社は保険金請求に関する大量の非構造化データを保有している
が、 これまでデータのキュレーションへの時間と資源の投資は十分ではなかった。 そのうえ、
新しいデータのほとんどは保険のためだけに生成されたものではない （例えば、 海洋デー
タは運航目的で集約されたものである）。 情報の所有者は、 保険に対する理解のみならず、
保険会社がデータを利用できるようにするにはどうしたらいいのかも理解していない可能性
がある。

専門的な人材には明確な役割が存在する。 すなわち、 データサイエンティストやデータエン
ジニアは、データと保険会社のデータ使用目的の間にある隔たりを埋めて一つに結びつける。
すでにデータ集約型モデリングに詳しい保険会社は、 新しいツールを用いて専門家に協力
し、 従来できなかった手法でデータソースを調和させ、 結びつけている。 処理能力は豊富
に存在し、 保険会社は市場が低迷するなか、 競争上の優位性を求めてあらゆる機会をう
かがっている。 	

スタートこそ遅かったものの、保険会社は従来にも増してビッグデータや分析のイニシアチブに時間と資源を投資し続けている。 本稿では、
保険の事業価値を高めるための高度な分析の応用分野として、 概ね 4 つの分野を考察する。 すなわち、 成長を可能にし、 顧客とのエン
ゲージメントを改善し、 負債ポートフォリオのパフォーマンスを最適化し、 業務の効率性を改善するという 4 分野である。 損害保険会社は、
分析を活用して新たなリスクの料率設定を向上させ、 非効率なリスク区分の中に隠れている大きな価値を解き放つことができる。

テクノロジーの進歩が低コストかつ非侵入
型のデータの増加に拍車を掛けている

図1 
データの増加予測

	 出典：インターナショナル・データ・コーポレション（IDC）、スイス・リー・インスティテュート
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しかし、これまで、保険データの収集とキュ
レーションへの投資は不足している

保険会社は構造化データと非構造化
データを処理する専門的な人材を必要と
している ...

年平均成長率（2019～2025年）
　リアルタイム・データ
非リアルタイム・データ

1　D.Reinsel、 J.Ganz、 J.Rydnighe 共著、「世界のデジタル化、 エッジからコアまで」、 IDC、 2018 年11月
2　1000 メガバイト＝1ギガバイト、 1000 ギガバイト＝1テラバイト、 1000 テラバイト＝1ペタバイト、 1000 ペタバイト

＝1エクサバイト、 1000 エクサバイト＝1ゼタバイトである。 「ゼタバイト時代が正式に始まる （それはいくらなのだ
ろう？）」、 blog.cisco.com、 2016 年 9月9日を参照。
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保険会社はますますアナリティクスへの関心を高めている
これまで保険業界は他の多くの業界より新技術の採用で後れを取ってきた。 多くの保険会
社は、 データ分析をさらに活用しようとする変化の兆しを見せている。 大半の損害保険会
社 （米国における最近の調査では 92%） がビッグデータと高度な分析に関する取り組みを
計画している 3。 しかし、 データが分断化されて存在していることは、 保険会社の多くがい
まだにレガシーシステム問題の解決途上にあり、 分析への取り組みの基礎を構築する初期
段階にあるに過ぎないことを意味している 4。 	

業界の IT 支出はここ数年、 一定水準で推移しているが （保険料のおよそ4%）、 多くの保
険会社はその中核システムのアップグレードを完了し、 より多くの資金をデジタル化やアナリ
ティクスのような新たな取り組みに振り向けられるようになったことから、 アナリストは固定予
算内での予算再配分を予想している 5。 投資の範囲は様々であろう。 2016 年に遡れば、
世界的な保険会社のデータと分析を担当するリーダーたちは、 データ分析に毎年 8,000万
米ドルもの投資を行っていると発言しており、 そのほとんどは支出額を増加させる計画で
あると述べていた 6。 IDC は、 ビッグデータと分析ソリューションへの業界全体の支出額は
2018 年から 2022年にかけて 13.2% の年平均成長率で増加すると予測しており、 当社は
保険会社がそのペースを維持するよう推奨している7。 	

グローバルに展開する大規模保険会社の投資額はさらに大きくなるだろう。 例えば、 2015
年にジェネラリ社は、 2018 年までに12億 5,000万ユーロ （14億 2,000万米ドル） をテクノ
ロジーおよびデータ分析に投資すると述べた8。しかし、その管理と恩恵の享受が難しいため、
保険会社は極めて大規模なプロジェクトに投資する可能性は低いと思われる 9。 保険会社
の多くはプロジェクトの様々な優先順位を慎重に判断しており、付加価値が容易に明示され、
迅速に実用化できる限られたユースケース（活用事例）からスタートすることが多い。 例えば、
QBE保険の報告によると、 同社分析チームは 2018 年に100 件を超えるプロジェクトを完
了させたが、 その主な焦点は依然として関連学習をアンダーライティングとクレームに適用す
ることにあったとのことである 10。

米国では、 損害保険会社の 2019 年 IT 支出のおよそ15%がデータおよび分析に関わる
プロジェクトであると推定されている （図 2を参照）。 市場間で相異があるため、 データお
よび分析のみについての世界の支出額を推定することは難しい。 ガートナー社は世界の保
険会社による 2019 年の IT 支出は （損害保険および生命・医療保険の合算で） 2,200
億米ドルに達すると予測しており 11、 スイス・ リー・インスティテュートはその 8～10% （180
～220 億米ドル） がデータおよび分析に関わる年間支出額であろうと控えめに推定してい
る。 これは保険業界の費用の約3% を占めている （経費率を 2019年の世界保険料5兆
3,000 億米ドルの15% と想定） 12。 	

... 大半の保険会社は高度なアナリティク
スに関する戦略を計画している

保険会社は中核システムのアップグレード
が終了したため、 アナリティクスに対する
支出をさらに増額しようとしている

大規模プロジェクトを避け、 代わりに規模
の小さな段階的取り組みからスタートしそ
うである

アナリティクスに関わる保険会社の支出は
（業界全体で） 年間200 億米ドル以上と
なる可能性

3　　M.Breading、 K.Paul 共著、 「人工知能 （AI） が労働者災害補償の状況を変えている」、 ストラテジー・ミーツ・ア
　クション社、 2018 年 4月12日

4　　K.Harris-Ferrante 著、 「2019 年 CIO （最高情報責任者） アジェンダ：保険業界の洞察」、 ガートナー社、 2018
　年 10月15日

5　　2019 年における保険会社の IT予算とプロジェクト、 ノヴァリカ、 2018 年10月
6　　R.Balasubramanian、K.Kaur、A.Libarkian、N.Narula 共著、「保険における分析投資に対するリターンの上昇」、マッ

　キンゼー、 2017年 7月
7　　「IDC はビッグデータおよびビジネス分析法に対する収入が今年は 1,891億米ドルに達し、 2022 年まで二桁台　　
の年成長が続くと予測」、 IDC、 2019 年 4月

8　　L.Laurent 著、 「テクノロジーは保険業界にとって究極の救世主」、 insurancejounal.com、 2017年 3月10日
9　　J.Mayes 著、 「チューリッヒ保険はコスト削減計画の一環として大規模テクノロジー・プロジェクト向け支出をカット」、

　insurancejounal.com、 2017年1月17日
10	「グループの持続可能性プロジェクト」、 QBE インシュアランス・グループ・ リミテッド、 2018 年
11	J.Ingham、 R.Narisawa、 V.Liu 共著、 「予測：世界の保険市場の IT 支出 （2016 ～ 2022 年、 2018 年第 4 四　
　半期改訂）」、 ガートナー社、 2019 年 2月

12	グローバルな大規模上場保険会社における損害保険事業の平均経費率
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表1 
伝統的な分析と高度な分析との違い

出典：スイス・リー

保険における高度な分析とは何か？
スイス・ リー・インスティテュートは、 高度な分析をデータサイエンス、 広範なリスク知識、
業界に関する専門知識の集合体であると定義する。 これらによって保険会社の成長、 既
存ポートフォリオの最適化、 そして一段の効率化に役立つ実行可能なビジネス上の洞察を得
ることができる。 データ分析では、 伝統的なデータソース、 非伝統的なデータソースが利
用され、 確立された保険数理的手法とコンピューターを用いた統計的手法が併用される。

アナリティクスは伝統的、 非伝統的データ
を用いて実行可能なビジネス洞察力を創
出する

図2 
保険会社の段階別IT支出額  
（推定値、2019年）

 

	 出典：ノヴァリカ、スイス・リー・インスティテュート
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セキュリティデータおよび
アナリティクス

デジタルコアアプリケーション
およびインフラ

伝統的な分析

経験的に情報伝達された高度に構造化されたプロセスであり、入
力と出力はおおむね予め定められている

�	 財務報告書
�	 体験学習
�	 キャッシュフロー・モデル

問題構造：
既知の問題であり、ソリューションも既知である

 

高度な分析

課題に関する専門知識に導かれた多用途プロセスであり、それま
で未知であったデータ内の関係を発見する

■ 予測的洞察とマーケティングモデル
■ 構造化データと非構造化データの結合
■ テキストマイニング、プロセスの自動化

問題構造：
既知の問題であるが、ソリューションは未知である
未知の問題であり、ソリューションも未知である
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データのプライバシー規制：保険会社は遅れないようにすることが必要
しかし、 新しいツールとアプローチは保険会社に新たなリスク管理手法を実行に移すことが
必要であるという課題ももたらした。 規制当局は高度な分析の取り組みに一段と精通するよ
うになってきており、 様々な地域で 「パイロット」 プログラムが承認されている。 しかし、 規
制当局はとりわけ消費者に及ぼす影響と消費者の個人データの使用を疑問視している。
保険会社は、 特にアンダーライティングとクレームに関して新たなデータソースの使用と分析
に関する規制の変更を監視し、 適応する必要があろう。

欧州の一般データ保護規則 （GDPR） は、 他の法域における広範なデータ保護規制を誘
発する動きを引き起こした。 GDPR は、ビッグデータやクラウド、IoT （モノのインターネット）、ソー
シャルメディアなどの時代における個人データの収集・処理について重要な原則を規定して
いる。 これはデータ保護指令 95/46EC に定める既存の諸規則を強化するものである。 別
の言い方をすれば、 GDPR によって課される義務の多くは新しいものではないが、 この規制
は保険会社のコンプライアンス態勢に影響を及ぼす大きな変更である。

ここで複雑なのは、保険会社は保険業界固有の技術革新に基づいたテクノロジーではなく、
一般的なテクノロジーに対応して開発された規制に従うように求められることが多いことであ
る。 スイス・ リー・インスティテュートが業界幹部と面談した際に聞いたところでは、 多くの保
険会社はプライバシーを保護するため、計画的に予防手段を開発しているとのことであった。
保険会社はプロセスを詳細化し、 規制要件 （データに何が起こるかをエンドユーザーへ明
らかにするなど） に対処するための解決策の開発に投資することを厭わないデータ・プロバ
イダーを識別する。 また、 保険会社は顧客データの取扱に関する競争法、 契約上の規制
などその他の規制要因についても念頭に置いておくべきであろう。 他方、 個人データが必要
ですらない保険業務において、 多くのビッグデータや分析機会が存在している。

ビッグデータと高度な分析の使用がデータ
のプライバシーに関する懸念を生み出した

データの保険目的への使用に影響を与え
る可能性のあるデータ保護規制

リスク評価のために構造化されたプロセ
スと予防手段を開発してきた保険会社
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アナリティクスに投資する保険会社

保険へのアナリティクスの適用：4つの分野	

保険会社は、 テクノロジーよりむしろビジネス能力の観点からアナリティクスを検証することが
可能である。 データ分析は幾つかのビジネスニーズを支援することができる。 これには、 新
しい市場機会を理解して成長を可能にすることや市場開拓 （GTM） 戦略情報周知の支援
などが含まれる。 また保険会社は、 とりわけ個人向け種目において分析技術を活用して顧
客の理解とエンゲージメントをより効果的に高めることができる。 3 番目に、 保険会社は外
部データセットとの複数のリンケージを通して、 自らのポートフォリオ・データを拡張でき、 そ
れによって集積とポートフォリオ管理への洞察を導き出すことができる。 最後に、 分析は自
動化アンダーライティング、 保険数理およびクレーム処理機能の効率性向上のために使うこ
とができる。

 
 
成長を可能にする
アナリティクスに関する専門的な知識を持つ保険会社は、 収益性の高い成長機会を追及
する際に、 詳細なリスク評価モデルを構築することができる。 このことは、 アンダーライティ
ングの専門知識が不足している市場に参入する場合、 特に貴重である。 例えば、 東欧にお
ける中小企業 （SME） 分野への事業拡大を目指す保険会社は、 多様な業界にまたがる
SME が直面する様々なリスクを評価するために多くの細分化されたデータソースを結びつけ
ことが必要となろう。 この複雑な作業を経て、 適切なリスク評価手法に到達するには、 ビジ
ネス、 業界、 郵便番号レベルでのリスクの概算と、 複数の関連ファクターの収集 （例えば，
物理的な事業基盤、 売上高規模、 従業員数など） が必要となるだろう。

いかなる戦略においても、 こうした市場リスクの分析結果と保険会社の既存ポートフォリオを
比較する必要があるだろう。 分析ダッシュボードには、 保険会社のエクスポージャー・データ、
競合他社の価格設定分析、 業界毎の成長予測、 顧客分類データなどを統合して表示す
ることができる。 質的専門知識でこうした分析を継続的に蓄積することにより、 新しい機会
へのアクセスを最適化する戦略を形成することができる。 例えば、 保険会社は商品の地理
的需要パターンを別パートナーのネットワークにおける潜在的販売能力と比較することによっ
て、 最適な販売戦略を立案することができる。

アナリティクスは重要なビジネスニーズを
支えることができる

図3 
保険におけるアナリティクスの4つの適用分野

出典：スイス・リー・インスティテュート

保険会社が新しい領域に進出するにはき
め細かい市場分析と細分化が必要

統計的な分析を実施することで需要パ
ターンやパートナーのネットワークに関する
一段と深い理解を得ることができる

成長を可能にする ポートフォリオの最適化 効率性の改善

新たなリスク・プールと市場
機会の優れた理解、 データ
が乏しい場合の新たなリスク
の料率設定、 GTM 戦略の
ための情報周知

カスタマー・ジャーニーの改
善、 テーラーメードの提案、
行動科学から得られた知識
を顧客行動のより良い理解
に応用

未開拓の利益源の特定、 市
場力学の予測、 ポートフォリ
オのより良い管理

料率設定とアンダーライティン
グの自動化、 より優れた不正
検知、 約款見直しの合理化

顧客
エンゲージメント
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顧客エンゲージメントに影響を及ぼす
保険会社は行動科学と予測モデルを用いて顧客と従業員双方のエンゲージメントを高める
ことができる。 例えば、 行動科学から得られた知識を活用することによって、 保険会社は
消費者の行動および選択的ナッジ（人々 が自発的に望ましい行動を選択するよう促す手法）
がどのようにして複数の結果を改善し、 保険会社とその顧客双方の利益になるかをより良く
理解することができる。 例えばQBE 社は、収益性の高い目標セグメントを特定し、 ターゲッ
ト設定、 ビッディング、 およびエンゲージメントを改善するため、 内部データのみならずオープ
ンデータも使用した 13。 その結果、 クリック単価は 80%減少した。 一方、 スイス・ リーの行
動学的調査部門は ABテストを通じて、 販売、 アンダーライティング、 クレーム、 保有といっ
た面で、多くの保険会社が実施している様々な行動バイアスの影響評価を支援している 14。
こうしたテストの多くは、 カスタマー・ジャーニーの修正が迅速に行われ、 かつ綿密に監視
できるデジタル空間において行われる。

こうした行動的洞察に基づく小さく費用の掛からない変更が大きな影響をもたらす可能性が
ある。 例えば、 ある保険会社は 「パンフレットを請求する」 のボタンを 「どの程度の保険が
必要であるかが分からない場合は、パンフレットを請求する」と微妙に言い換えることでクリッ
ク回数が大幅に増加することを発見した。 行動テストは有理因数 （商品、 価格あるいは提
供情報など） との対比でコンテキストの力 （文脈効果） を明らかにする。 業界全体でこう
した知識を幅広く共有することによって、 保険会社は分析機能を拡張し、 場合によっては伝
統的な調査方法を、 顧客の保険関連行動のコンテキスト固有要因特定にフォーカスした調
査に置き換えることすら必要になってきている 15。 	

バランスシートの負債ポートフォリオのパフォーマンスを最適化
保険会社はパフォーマンスの低いポートフォリオを抱えているにもかかわらず、 その低収益性
と高ボラティリティの根本原因が分からない場合が多い16。 分析は保険引受損失の根本的
な原因傾向の調査に役立つ一方、 外部データを用いたデータの蓄積はセグメンテーション
とアンダーライティング戦略の改善に役立つ （例えば、 表2を参照）。 例を挙げれば、 アク
サ社の子会社 XL は、 将来のクレームを予測し、 損害の原因を見つけ、 あるいは魅力的な
リスク特性を特定するため、 ウェブサイト、 報道、 一般公開データセットにアクセスして企業
顧客が直面するリスクに関する洞察を取得し始めた17。

行動分析の実施は消費者行動に関する
理解改善に役立つ

小さな修正が更改率の上昇といった利益
をもたらしうる

保険会社は新たなリスク選好マトリックス
と収益性の低いポートフォリオ改善に資す
る手引きを開発できる…

表2 
ポートフォリオの最適化における試験的分析事例

出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーから報告された試験的事例をスイス・リー・インスティテュートが編集したもの

保険種目 国名 メリット

自動車 日本
ある実験で、 保険会社は機械学習を用いた交通事故の大規模損害予測で 78% の正確性を達成

した。 		

自動車 イタリア
テレマティクスを用いてリスク調整ベースの損害頻度が20%減少。また、リスクの選択や付加価値サー

ビスの提供にも利用。

財物	 オーストラリア	
データ分析を活用して市場全体のリスク実績に基づいた保険引受を行った結果、 損害率は 18%

低下。

船舶海上	 英国	
ポートフォリオの行動分析および状況分析について、 内部データと外部データを結合することにより、

損害率を7%削減。

賠償責任	 世界	
データ分析を活用してポートフォリオの運用におけるさまざまな意思決定の影響を調査することによ

り、 損害率を 6%削減。

13　デジタル ・ファインプリントの事例研究－オープンデータを用いてオンライン ・ ターゲッティングと販売の重要業績評 
    価指標 （KPI） を急速に強化、 デジタル・ファインプリント社、 2018 年
14　AB テストは、 2 組の異なるユーザーを用いて 2 つ （A と B） の顧客体験を比較する。 例えば、 ある保険会社
				 がサイト訪問者の 50% に 「見積依頼」 の緑ボタンを表示し、 他の 50% には青色ボタンを表示するとする。 ユー
				 ザーの反応を比較することでデータ主導による意思決定を行うことができる。
15　保険会社の 35%が人間行動を広く活用して新たな顧客体験の開発を計画した。保険に対するテクノロジービジョ
     ン 2017、 アクセンチュア社 2017年 4月18日を参照。
16　A.Chester、 S.Ebert、 S.Kaudere、 C.McNeil、 共著、 「芸術から科学へ：企業損害保険におけるアンダーライティ
     ングの将来」、マッキンゼー、 2019 年 2月13日を参照。
17　XLCatlin、 人工知能のスタートアップ企業Cytora 社と提携、 AXA	XL社、 2017年10月2日
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不適切あるいは時代遅れの顧客セグメンテーションもまたポートフォリオの伸び悩みの一因
かも知れない。 特にポートフォリオの内容が市場の損害トレンドの変化に対応していない場
合がそうである。 例えば、 新たなマイクロ （超小型） モビリティや交通エコシステムの柔軟
な補償に対する需要を満たそうとする保険会社は、 電動スクーターや電動自転車による事
故がもたらす保険金請求額が全体のごくわずかであるにもかかわらず、 保険金支払コスト総
額に対する割合が増加している可能性があることに気づくかもしれない18。アナリティクスは、
ある特徴を持つアカウントがより大きな事故を引き起こすことを明らかにする可能性があり、
保険会社はよりきめ細かいセグメンテーションにより、 行動修正を行うことができる。

メリットの初期的な兆候は浮上してきているものの、 本稿のために当社が面談した経営幹
部の大半は、 とりわけ損害率の改善に関しては、 近い将来に大幅な定量的メリットが期待
できることはないと警告した。 早期的なメリットについては裏付けに乏しい証拠は存在する
ものの、 自動化のような単純な分野におけるAB テストとは異なり、 全体的な影響を定量
化するのは難しい。 幾つかの保険種目に関する試験的事例では、 損害率の良好な改善を
示してはいるが （図 4 を参照）、 様々な理由もあり、 リアルタイム取引状況下における結果
は異なる可能性がある。 結局のところ、 大半の保険会社は実際の取引条件下では 2～
5%の損害率改善を目標にしているようである。 	

 
 
処理効率および効果の改善
保険会社はアンダーライティングと保険金支払処理の自動化で顕著な前進を遂げている
（表3 を参照）。 例えば、 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシアリティ社は、
現在の業界平均では支払いに数週間を要する 19 単純な保険金については1日で支払うべ
く、 低価格・高頻度の法人関係の保険金支払 （全体の 60 ～70%） の自動化を行いつつ
ある。 保険金支払チームを支援するためボット （自動化アプリ） を導入した保険会社もある
（例えば、 顧客の E メールと保険金支払記録の照合）。 アクサ社は多くの保険種目でボット
を稼働させている。 財物保険の保険金請求の一例では、 人間が完了までに平均４分かか
る作業を42秒で完了させた 20。  

…アナリティクスを活用して事故や傷害の
根本原因を識別

特に保険引受成績にて、 アナリティクスの
メリットを測定できるようになるには時期
尚早

図4 
試験的条件下での保険種目別 
損害率の改善幅（%） 

	注：この図は試験的条件下での損害率の改善幅を示している。これらは独立した試験的事例の結果であるため、各				

保険種目をそれぞれ比較することはできない。	

	 出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーの報道発表、出版物、インタビュー

中小企業 製造物
賠償責任

企業財物船舶海上労働者災害補償

5

7

12

7

5

18

10

7 6

2

保険金支払処理の部分的な自動化です
ら大幅な （時間の） 節約をもたらすこと
が可能

表3 
効率性を生み出すアナリティクスに関するパイロットスタディの事例

d

出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーから報告された試験的事例をスイス・リー・インスティテュートが編集したもの

アナリティクスに投資する保険会社 

18　「事故が増加しているようだが、 各州は電動スクーターを自転車として扱っている」、 insurancejournal.com、
					2019 年 4月1日
19　企業の保険金請求の 60 ～70% は金額ベースで10,000 ユーロ（11,300 米ドル）未満である。 グローバル・クレー
					ムス・レビュー、 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシアリティ （AGCS）、 2018 年12月13日を参照。
20　Harry、 Bert、 Lenny共著、 「アクサ社は管理業務を処理するために新しい人工知能ロボットを配備」、 アクサ社、
					2019 年1月28日
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様々な約款用語 （例えば、 手書き原稿、 法律用語、 業界用語） が保険会社を困難な立
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はそれぞれの約款にどのような変更がなされたかを迅速に判断しなければならない。 その
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こうしたツールの活用によって、 約款の比較、 草案、 調整に要する時間の大幅削減が可能
になる （表 4 を参照）。

 
ブローカーが提出した保険申込書から抽出した特徴は、収益性ベースの予測モデルの構築、
申込書のトリアージ方式による優先順位付け、 質の高いブローカーからの申込書や保険会社
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ライターはビジネスに繋がらなかった申込書を追跡管理することはほとんどなく、 こうした不
成功に終わった事例から学ぶ機会を失っている。 ドキュメント ・インテリジェンス・ツールを
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加情報を探し出すことができる。

New	tools	can	streamline	review	of	
policy	wordings	by	identifying	deleted,	
inserted	or	modified	clauses.

表4 
テキストマイニング・ソリューション  
導入前後の従業員の業務時間  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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を稼働させている。 財物保険の保険金請求の一例では、 人間が完了までに平均４分かか
る作業を42秒で完了させた 20。  

…アナリティクスを活用して事故や傷害の
根本原因を識別

特に保険引受成績にて、 アナリティクスの
メリットを測定できるようになるには時期
尚早

図4 
試験的条件下での保険種目別 
損害率の改善幅（%） 

	注：この図は試験的条件下での損害率の改善幅を示している。これらは独立した試験的事例の結果であるため、各				

保険種目をそれぞれ比較することはできない。	

	 出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーの報道発表、出版物、インタビュー

中小企業 製造物
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企業財物船舶海上労働者災害補償

5

7
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7

5
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2

保険金支払処理の部分的な自動化です
ら大幅な （時間の） 節約をもたらすこと
が可能

表3 
効率性を生み出すアナリティクスに関するパイロットスタディの事例

d

出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーから報告された試験的事例をスイス・リー・インスティテュートが編集したもの

保険種目 国名 メリット

自動車 ドイツ
人工知能ベースの保険金検証ツールの利用によって保険金処理コストを最大50％削減

自動車 トルコ
人口知能ベースの予測分析を用いることによってある保険会社は不正の検知および予防で 570万

米ドルを節約

財物 オーストラリア
データ分析を用いて目標とするポートフォリオ・セグメントを識別することにより、 保険申込書の成約

率を 8% 改善

財物 米国
機械学習を用いてリモートセンシング画像を分析し、 調査対象リスクに関する知見を得ることにより、

実査コストを 50%以上削減

財物 世界
ある保険会社は財物保険の保険金支払部門におけるデータ入力のためにロボットを配備し、 年間に

およそ17,000人・時間を節約

財物 世界
リスク・エンジニアリング報告書から重要な情報を抽出するため、 ある保険会社は自然言語処理に

よりエンジニアの時間を推定50％節約

中小企業 英国
ポートフォリオの圧縮と優先リスク・セグメントの選定にデータ分析を用いることにより、 中小企業保険

のアンダーライティング費用を 60%節約	

賠償責任 世界
医療報告書の評価時間を1時間から数秒に短縮することによって単純労働を 40,000 時間削減。

年換算ベースの全体的なメリットは年 500万米ドルであった

業務 導入前 導入後 削減率

約款の比較 50%

約款の草案 26%

修正条項の草案 36%

約款の調査 30%

約款の調整 36%

合計 34%

削除、挿入、修正された約款を新たなツー
ルで確認することにより、 約款表現の見
直しを効率化できる
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アナリティクスに投資する保険会社 

アナリティクスの実行：業務上の検討事項

分析プロジェクトのための企画書の作成は目先のメリットが明確でないため複雑である。 あ
る分析リーダーは、 仮に自分の提案 （例えば、 特定リスクの除外） がアンダーライターによっ
て受け入れられても、 除外の追加とそれに関連した保険金支払との時間差が非常に長く、
メリットが現れた段階では、 なぜ免責条項がそもそも最初に追加されたのかほとんど思い
出されないと断言した。 実務的なレベルでは、 アンダーライターが新しいツールを評価する
場合、 保険会社はそれで1～2件の大口損害を回避できれば元を取ることができるという
前提で投資することが多い。

資金の投入が長期的な投資とみなされる蜜月期間は存在するものの、 経営幹部は利益
へのある程度の影響を期待する期間は 3年から 5年が現実的であると示唆している。 経
営幹部は、 とりわけアンダーライティングのような複雑な活動においては、 根気が重要であ
ると強調している。 関連する課題として、 経営幹部が膨大な成果物リストや、 プロジェクトを
狂わせそうな事項を要求することが多いことが挙げられる。 成功を収めた実務エキスパート
は、 最初の段階から成功感覚を理解し、 明確な展望を持つことを推奨している。

迅速な実戦配備には通常、 6～12 ヵ月必要である （図 5 を参照）。 一段と広範な事業統
合や大規模な効率化を達成するにはもっと長期間を要することがある。 アナリティクスの責
任者たちは、 ビジネス・ リーダーがしばしばアナリティクスを魔法の治療薬のように考え、 成
果が自動的に事業プロセスに組み入れられると嘆く。 アナリティクスの実戦配備は大規模な
保険会社におけるテクノロジーの導入と同じように難しい可能性がある。 レガシーシステムや
組織の硬直性、 コスト圧力などのすべてが実戦配備の遅れの原因となることが多い。

アンダーライティングと想定される保険金
支払との大幅な時間差は投資利益率
（ROI） の測定を困難にする

アナリティクスの導入は大手保険会社に
おける技術の導入と同様、 難しい

利益への影響についてより多くのことが明
らかになるには、 3 年から 5年が現実的
な期間だと経営幹部は述べている

図5 
メリットが現れるまでの時間

	 出典：スイス・リー・インスティテュート、業界経営者とのインタビューに基づく
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3 長期的な効率性の向上（3～5年）
全面的な事業変革と拡張可能な
事業モデル
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実験の件数が膨大であることから、事業化に達するパイロット・プロジェクトの割合について明
確な見解を得るのは難しい。 最近の調査では、 データ駆動型の仕事の仕方を導入する上
での最大の課題は、実験のために利用できる時間を作り、 上位の経営陣からの支援を得る
ことの 2 つであり、 データサイエンティストの採用よりも困難なことが明らかになっている 21。
当社が取材した保険会社の大半は、 パイロットの事業化について 33% の成功 （ヒット） 率
を目指している。 100%近くを得ようとする保険会社もあるが、 それはユースケースが簡単す
ぎることを意味していそうである。

分析プロジェクトの順調な導入は、 適格な質問と適切な重視分野の選択から始まる。 プロ
ジェクトの価値を決定する1つの有効な枠組みは、 有用性と実現可能性および存続可能
性にわたって評価することである （図 6 を参照）。 保険会社はまず3 つの分野すべてにつ
いて可能性の高い領域に重点を置くべきである。

�	 有用性：	明確な提供価値が存在しているか？	それは重要な弱点に対処しているか？	適
用が鍵であり、 いかなる解決も特定のニーズを満たさなければならない。 	

�	 実現可能性：	既存の運用能力で実現できるか？	必要なデータは入手できるか？	そのプ
ロジェクトにどの程度の期間がかかるか？	規制上の制約はあるか？

�	 存続可能性：	そのプロジェクトは経済的な魅力があるか？	十分な投資対効果を持って
いるか？	保険会社は少なくとも 「単一方向的に」 ビジネスのコンセプトの正当性を立証で
きるか？	

 

アナリティクス・プロジェクトのための外部と内部の人材配置
外部の専門家が新興分野の最先端に立っており、 保険会社が巨額な内部投資を正当化
できないような領域において一段と深いリスク知識を持っている場合は、 外部の専門家をプ
ロジェクトに参加させるのが合理的である。 例えば、 2018 年にQBE 社は気候予測でノー
ベル賞を受賞した専門家が在籍する企業であるジュピター社と提携した （「インシュアテック

との連携」 の項を参照） 22。 外部ベンダーは時には官民の情報源から取得した精選された

優良データを所有している 23。 業界全体の標準的なユースケースに特化していることもある
（例えば、マネーロンダリング対策）。 評価の高いパートナーの関与を得ることで緊張感がも
たらされ、 プロジェクト全体で従業員のエンゲージメントが高まる。

成功率はユースケースと企業の経営陣の
支援次第である

保険会社はプロジェクトの技術的な実現
可能性、 有用性および事業の存続可能
性を検討すべきであろう

図6 
アナリティクス・プロジェクトの  
評価の枠組み

	 出典：	スイス・リー・インスティテュート

チェンジ・マネジメントが
必要

完全には実行できない
プロジェクト

大部分の分析
ユースケース 有用性

（事業上の必要性）

存続可能性
（経済問題）

成功する
プロジェクト

実現可能性
（技術的能力）

外部ベンダーが提供する重要な利点は
専門性とデータキュレーション能力

21　「人工知能が主役：データ重視の企業のためのベンチマーク」、データ・サーベイ、2018/19年。ゴーデータドリブン社、	
					2018 年 9月
22　「QBE ：ジュピターとの提携はわれわれの気候リスク対話を促すだろう」、 insurancebusinessmag.com、 2018 年
					8月23日
23　「スターストーン、 セレンを 2017年モデル保険会社に選出」、 スターストーン社、 2017年 4月5日
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他方、 ベンダーは時として大量のデータを一括りにして提供することがあるが、 保険会社は
それを多すぎるとみることがある。 当社とのインタビューで、 保険会社は段階的アプローチ
の方を好むと述べることが多かった （すなわち、 少数の直感的なデータポイントから始めて
予測精度と、 保険金請求との相関関係を評価）。 相関関係が認められる場合、 保険会社
は追加のデータを購入する前に、 結果を明確かつ具体的に説明しようと努力する。 保険会
社はデータのキュレーション作業に直接的に投資しそうにはないが、そのモデルへのインプッ
トとして予測機能を持つ高度に圧縮されたデータを購入する方を好むようである。 データの
モデルにおける使用方法は通常、 保険会社の知的財産として残る。

インシュアテックとの連携
当社とのインタビューで、 一部の保険会社はアナリティクスに関する高度な専門知識にアク
セスするため、 外部スタートアップへの投資または提携する道を選んでいると発言した。 そ
の目的は、 新しい技術が提供する機会を早い段階で評価し、 最新動向を理解し、 新しい
人材プールにアクセスすることである。 2018 年の 250 件超のインシュアテック投資のうち、
元受 /再保険会社は118件に関与したが、それまでの数年より減少した。 2019年上半期
はさらにわずかに落ち込んだ （図7を参照）。 おそらく保険会社は、 既存プロセスの改善を
重視する一環として、 最初の試験事例の結果の実戦配備に時間を掛けているのであろう。

また、 インシュアテックに対する単純な投資は決して成功を保証するものではない。 一般
的に、スタートアップを活発に買収してきた保険会社の株価は、買収にあまり積極的でなかっ
た保険会社に比べて、 良い反応を示していない。 これは、 スタートアップへの関与が自動的
に競争上の優位性をもたらすと市場が確信するに至っていないことを意味する （図 8 を参
照）。 いかなる戦略的投資もそうであるが、 文化や仕事のやり方が合わない場合、 保険会
社は効果的な連携を確実にするため、 多大な努力をする必要がある。

保険会社はその予測モデルへのインプッ
トとして高度に圧縮されたデータを重視

データとアナリティクスに関する保険会社
のスタートアップとの連携は弱まってきてい
るように見える

インシュアテックへのこうした関与に対す
る株式市場の抑制的な反応は課題を明
確に示している

図7 
インシュアテックのスタートアップへの  
投資における元受/再保険会社の  
関与の割合

  

	 出典：CBインサイツ、スイス・リー・インスティテュート
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アナリティクスの適用に関する地域間の違い
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のスタートアップとの連携は弱まってきてい
るように見える

インシュアテックへのこうした関与に対す
る株式市場の抑制的な反応は課題を明
確に示している

図7 
インシュアテックのスタートアップへの  
投資における元受/再保険会社の  
関与の割合

  

	 出典：CBインサイツ、スイス・リー・インスティテュート
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25%

50%

75%

100%
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元受/再保険会社が関与していない取引元受/再保険会社が関与している取引

図8 
インシュアテックに対する戦略別  
で分類した、一定期間内における  
保険会社の株価の変化

 

  

	 出典：トムソン・ロイター、スイス・リー・インスティテュート
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70%

インシュアテックのスタートアップを積極的に買収している会社

インシュアテックのスタートアップにある程度投資している保険会社

インシュアテックのスタートアップへの投資がほとんどないとみなされている保険会社

1月13日
~5月19日

1月14日
~5月19日

1月15日
~5月19日

1月16日
~5月19日

1月17日
~5月19日

1月18日
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24　「英国はむち打ち症問題を抱えているか？」、 bbc.com、 2015 年11月26日
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アナリティクスに投資する保険会社  

市場が異なればアナリティクスの活用での成熟度合いも異なる。 急速に発展している市場
の保険会社は販売と流通を支援するための分析に重点をおいており、 リスクの選択や料率
設定、 効率性の創出のための分析は活用し始めたばかりである 25。 成熟した市場の保険
会社は、 すでにユーザーエクスペリエンスの改善に投資しており、 今では関連する業務やア
ンダーライティングの効率を改善するためのプロジェクトを進めることが多い。 同一国におけ
る差異は、 料率設定などの領域における取り組みをどのように展開するかにも影響を及ぼ
す可能性がある。 例えば、 カナダの幾つかの州では、 信用スコアや犯罪歴など、 慎重な
取り扱いが必要な情報を自動車保険の料率設定に使用しても差し支えないのかについて賛
否が分かれている。 経営幹部が当社に語ったところでは、 このような複雑性があるため、
むしろ料率設定以外の分野で分析プロジェクトをスタートさせるという。 	

 
 
中国では、 保険会社がバリューチェーン全体でアナリティクスを体系的に利用し始めた。 中
国平安保険は、 およそ 8億 8,000万人のデータを収集している。 顧客1人当たりでは平
均3,300 のデータフィールドを備えており、 アプリケーションは複数の分野 （例えば、 代理
店のリスク管理、 自動車運転のリスク要因、 自動車クレームのリスク管理など） にわたる 26。
新たなデジタル保険会社は、 限定的な漸進的イノベーションによる均質的な商品の段階に
とどまらずその先まできている。 今こうした保険会社は、 エコシステムの統合と分析の利用
拡大を試しつつある （ニーズの動的な発見、 特定の目的に合わせた商品、 動的な価格設
定に基づいたリスク特性）。 例えば、 衆案保険は、 デジタル企業との提携を通して、 直接
販売を対象としたデジタルモデルのみを推進している。 同社はその分析的洞察によって、 4
億人を超える顧客を集め、 100 億件以上の契約を販売し、 2,000 種類以上の商品を有し
ている 27。 	

新興市場の保険会社は、 複雑な分野へ
の活用に先立ち、 販売 /流通に投資し
ている

表5 

アナリティクスの成熟度に影響を及ぼす要因の国・地域別での違い 

出典：スイス・リー・インスティテュート

要因 米国および英国 欧州・アジアの他の先進国 中国 その他の新興市場

非公開データおよ

びオープンデータ

の品質

膨大なユーザー数、 巨大な

データベース、 高品質データ

細分化された市場とデータ・

セキュリティ規則のため、 国

境をまたいでは統合されてい

ない	

大量のデータが利用されて

いる。 一定の種類のデータは

ローカル・サーバーに保存し

なければならない

データが不足している、 デー

タが古い、 不正確であるなど

により、 保険会社はデータを

モデルに使用することが困難

専門知識および人

材へのアクセス

層の厚い人材プール。 保険会

社はデータ分析能力を確立し

ており、 ユースケースが証明さ

れていることも多い

特に米国での研究を希望す

る研究者が多いため、 人材

確保に苦労することが多い。 	

数学の能力に優れている。

保険会社は技術およびデー

タ関係の従業員数を増やし

ている

技術や人材へのアクセスが少

ない

重点種目 労働者賠償責任 （米国）、

企業向け財物、 中小企業、

海上 （英国）

自動車、住宅総合、賠償責任 自動車、農業、Eコマース保険 自動車、 農業

一方、 中国の保険会社はバリューチェーン
全体で分析を利用している

25　J.Macgregor、 K.Kong、 J.Mazzini、 K.Monks 共著、 「保険における IT 投資：世界的展望」、 Celent 社、 2017
					年 4月5日
26　「平安保険からプラットフォームへ ：成長のための技術革新」、 平安保険、 2017年11月20日
27　「エコシステムへの配慮は衆案保険の背後にある秘密」、 デジタル保険アジェンダ、 2018 年 7月26日
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財物保険と特殊保険におけるアナリティクス

個人向け種目を扱う保険会社は、 取引件数の多さやデータの質の高さから、 法人向け保
険を扱う保険会社よりも、 高度な分析を活用する傾向にある。 一般的に法人向け保険会
社は、 アンダーライティングが一段と複雑であり、 顧客ベースが不均一である。 しかし、 アナ
リティクスの活用はデータの入手可能性が改善しつつある事業種目では増加している （デー
タの入手可能性の改善は外部データのコスト低下によってもたらされている）。 専門家との面
談では、 法人向け保険における高度な分析には、 とりわけアンダーライティングとリスク選択
の面で未開拓の大きな可能性が存在するとの指摘がある。

財物保険と特殊保険における分析の取り組みの大半は、 取引量から ROI の改善が見込ま
れる企業財物保険のような大口の保険種目のアンダーライティングとクレームからスタートし
ている。 保険のバリューチェーンで高度な分析を活用できる機会があると思われる分野につ
いては表 6 を参照されたい。 ニッチな特殊種目を扱う保険会社では、 関心は高まっている
ものの、 分析ソリューションの開発に見合うだけのボリュームに欠ける可能性がある。 また、
幾つかの小規模な保険会社は、 顧客サービスやクレーム管理などの他の競争上の差別化
要因に投資するという意識的選択を行ってきた。

高度な分析の活用が拡大するという好ま
しい傾向が見られるが、 保険種目によっ
て異なる

大半の取り組みは大口の保険種目からス
タートしており、 その取引量から ROI の改
善が見込まれる

表6 
保険種目別のアナリティクスの活用

 
出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーから報告された試験的事例をスイス・リー・インスティテュートが編集したもの

高度な分析は、 アンダーライティング・ツールに自動入力する豊富な新データにより、 企業向け財物保険や中小企業保険にメリットをもた
らすとともに、 ターゲット ・マーケティングによって取得コストを減少させることもできる。 船舶海上保険では、 特定船舶に関する状況データ
や行動データを分析することによってリスク要因をより良く理解することが可能である。 そして農業保険では、 保険会社は土地のデジタル
化と人口統計学を利用することにより、 リスク評価に用いる知見をさらに多く得ている。

 
 
 
 
 
 
 
保険種目

成長を可能にする 顧客エンゲージメント ポートフォリオの最適化 効率性の改善

財物保険（企業、中小企業、

住宅総合）

既存ポートフォリオを市場

トレンドと比較することに

より優先セグメントを識

別

ソーシャルメディア主導の

ターゲットマーケティング

がクロスセリングやアップ

セリングに役立つ

外部データでモデルを

エンリッチ化してリスク特

性を把握し、 集積をモニ

ターする

リモートセンシングとソー

シャルメディアを用いて検

査時間とクレーム評価時

間を短縮

偶発的事業中断保険 新商品（例えば、サイバー

攻撃による事業中断、

損害なしの事業中断）

分析主導のサービス （例

えば、危機シミュレーショ

ン、 事業継続計画）

リスクの選択およびポー

トフォリオ管理のために、

顧客と供給者の依存関

係を分析

サプライチェーンへの明

確な洞察を通してアン

ダーライティング・ コスト

と見積時間を削減

海上保険 新造船/現在無保険の

船舶 /一部保険の船舶

向けのデータで可能に

なった商品

データ主導のリスクの洞

察および船舶区分により

顧客対話を改善

船舶の行動データや状

況データが集積モニタリ

ングを改善

保険金の迅速な支払い

と貨物リスクの保険代位

のために船舶データとそ

の他のデータを結合

農業保険 作物生育モデルを改善

し新商品の設計を可能

にするリモートセンシング

農産物保険について政

府当局への助言

価格設定のためのデー

タポイント数の大幅な改

善

保険金支払査定のため

のリモート ・ センシング・

データの利用による損害

評価時間の低減
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財物保険と特殊保険におけるアナリティクス

企業財物保険
近年になって、低コストのデータ （例えば、基礎伏図、屋根の状態、入居状況、近隣のハザー
ド） が財物リスク分析のために入手可能となってきている。 保険会社は衛星画像に他の公
表データや社内クレームデータを組み合わせ、 時にはわずか数時間以内に建物のリスク特
性を把握することができる 28。 こうしたデータセットは、 保険契約者の不動産が数百カ所に
散らばっている場合にとりわけ有用である （例えば、 ホテルチェーンや小売業者）。 保険会
社は、 保険カバーの要請を受けた場合に限り、 こうした企業リスクの所在地を確認すること
が珍しくなかった。 新しいツールにアクセスすることによって、 今や保険会社は潜在的な新
規顧客の資産に関わる詳細な情報を迅速に検索することができる。

また保険会社は、 新しいデータソースを用いて新契約や契約更改時に引受判断基準を自
動入力している。 ある保険会社は、 仮想検査プラットフォームに移行することによって物理
的検査コストを 50%以上削減した。 このプロセスは屋根の形状と状態に基づいて物件の
順位を自動的に決定することにより、 アンダーライティングのワークフローに新たな方向付け
をもたらした 29。 もう一つの例として、 一部の市場においては、 リスク管理が改善され、 安
全規則が強化されたにもかかわらず、 火災保険の保険金請求額が増加していることを保険
会社は発見した。 損害額の増加理由は1つだけではないが、 分析によると、 建物の改装
と同時に最先端の機械や電子機器に移行したことが巨額の保険金請求に一役買っている
可能性がある。 倉庫が燃えている間もロボットは働き続けるかもしれないため、 実際の被
害と関連損害額はもっと大きくなる可能性がある 30。 	

財物保険の保険金請求額は、 自然災害により変動性を高めていることが分かってきた。 場
所、 占有率、 場所ごとの保険価額総額、 控除額 /限度額構造などのデータをモデル化
して危険ごとの予想損害負担額を算出し、 リスクスコアを導き出すことができる （図 9 を参
照）。 このリスクスコアは既存のワークフローに組み入れることができ、 これによりアンダーライ
ターは見積時・更改時に、 保険契約申込書に記載されていない情報にアクセスし、 市場全
体のリスク経験に基づきリスクの選択と価格設定を行うことが可能になる。

以前は取得が困難であった新しいデータ
ソースが今では入手可能になり…

…企業向け財物保険会社は書式にこう
したデータを自動的に入力することにより、
検査コストを削減することができる

新しいデータは既存のモデルを使って自
然災害リスクを記録することにも利用する
ことができる

図9 
自然災害リスクの記録

出典：スイス・リー

■▪場所
■▪稼働状況
■▪保険価額
■▪控除の可能性

入力情報を集める

1

2

4

3

外部ソースが地理空間のデー
タを提供

データのアップロード

正規化された損害相関性をリ
スクスコアとして使用

危険ごとの予想損害負担の
リターン

28　最新の画像技術に関するジオスパシャル社、 デーブ・フォックスとのインタービュー、 保険・リスクマネージャー協会、
　2019 年 4月28日

29　2018 年インシュアテックの影響における 「ケープアナリティクス社は画像認識と機械学習を用いて地理空間画像
　を分析し詳細な物理的資産特性を確認」、 オックスボウ ・パートナーズ、 2018 年

30　J.Thompson 著、 「資産、 もはや依存することのできないリスク」、 QBE、 2019 年 5月7日
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同じような分析アプローチを火災リスクの分析に使用することができる。 火災発生場所と
個々の資産所在地は重ね合わせることができる。 保険会社は事故の頻度を分析し、 建物
の構造火災、 料理中の火災、 ごみ箱火災、 山火事、 野火などのようなさまざまな事故タイ
プに対する資産の脆弱性を評価することができる。 保険会社は、 外部データソース （例え
ば、 原野と都市部の境界部分や資産価値など） をポートフォリオ・データに重ね合わせて
活用することにより、 高価格資産の集中に起因する集積リスクについての洞察を得ることが
できる。

さらに、 法人向け財物保険会社のポートフォリオには、 山火事を発生させるリスクの高い顧
客が多く含まれている可能性がある。 例えば、 公共事業や鉄道業は、 インフラの経年劣化
により火災を引き起こす可能性が高まっており、 これが賠償責任エクスポージャーを上昇さ
せている 31。 一部の公共事業は山火事を引き起こし易い地域で事業を行っている（例えば、
移動体通信事業者、 木材伐採業者、 森林維持管理業者）。 送電線や線路の位置などの
外部データソースと企業固有のデータ （規模、 収益、 位置） を組み合わせることによって、
火災を起こしそうな資産を基準に、 ポートフォリオの集積リスクを特定するのに役立つ。

住宅総合保険
保険会社は住宅総合保険の分野で積極的にマーケットシェアを高めようとしており、インシュ
アテックのプレーヤーも魅力的な保険種目だと見ている。 これが販売および引受分析の精
緻化を促している。 なぜなら、 保険会社は、 積極的なリスク選択のために、 自動化した引
受または事前引受の新たなデータソースを実験的に用いているためである 32。 例えば、 米
国の保険会社プリマス・ロックは15以上のデータソースを活用して事前に料率設定を行い、
見積もりにかかる時間の短縮を図っている。 同社は的を絞った広告でリスクの低い顧客を
代理店事務所に向かわせようとしている 33。 別の保険会社、 ステート ・オートは、 空中写
真をワークフローに組み入れ、 代理店が見積もりを提供する際の質問の時間を短縮して住
宅所有者に尋ねるようにしている 34。

コンピュータービジョンと地理空間画像を結合することにより、 保険会社は前回評価以降に
加えられた資産への変更を発見することができる。 例えば、 屋根の種類の変更 （切妻造
り、 寄棟屋根など）、 屋根の状態の劣化、 ソーラーパネルの設定、 樹木が建物に覆いかぶ
さっているかなどが分かる。 しかし、 同時に、 保険会社と保険契約者はいずれも、 画像上
のタイムスタンプに注意する必要がある。 資産リスクの引受に画像データを用いたある保険
会社は、 屋根の状態が画像では劣悪であったため契約の引受を拒否した。 実際には保険
契約者は該当する不動産に新たな屋根を設置していたのだが、 画像は最新のものではな
く、 新しい屋根は写っていなかった。

保険会社は分析ツールを調査し、 住宅総合保険クレームの主要原因、 すなわち火災と水の
損害を軽減しようとしている（図10を参照）。今では保険会社は画像とデータ分析を活用し、
植生からの距離や住宅周辺の燃焼物負荷に関するデータへのアクセスによって動きの速い
山火事リスクの最も高い住宅を識別することができる （例えば、 30 フィート内の密生した植
物）。 これらのツールは植生の存在を詳細に判断 （6cm の解像度で） するだけでなく、 植
生の密度も判断し、 保険会社は特定地域の植生が山火事の拡大に拍車をかけるに十分な
密度かを評価できる 35。 その結果、 保険会社は個々の住宅またはリスクの高い植生に近い
一連の不動産をモニターし、 警告を発することができる。

火災発生場所と個々の資産所在地を重
ね合わせることにより、 火災発生の分析
に役立つ可能性がある

アナリティクスは保険会社のポートフォリオ
の山火事集積リスクの評価にも役立つ

保険会社は積極的に見込み客を絞り込
み、 代理店の見積もりに要する時間を短縮

今では保険会社は前回評価以降に加え
られた資産への変更に迅速に気付くこと
ができ…

…データを用いてリスクを評価し、 そのリ
スクの軽減が可能かを住宅所有者に通
知することもできる

31　「カナダの山火事：モデリングの進歩を通じた強靭性の育成」、 スイス・ リー ・インスティテュート、 2019 年 3月
32　住宅所有者の ROE 見通し、 エーオン社、 2018 年10月
33　「プリマス・ ロック、 住宅所有者向け保険契約にビッグデータを利用」、 デジタル・インシュアランス、 2019 年 6月

　17日
34　「ステート・オート保険会社、ケープアナリティクスを選択してAI ベースの空中資産情報を提供」、ケープアナリティクス、

　2019 年 3月26日
35　「このデータスタートアップは機械学習と空中画像を利用して山火事リスクの軽減を図っている」、 フォーブス、 2019

　年 4月3日
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スイミングプールは大きな賠償責任リスクの原因となり、 通常、 特別保険料が付加される。
しかし、住宅所有者はしばしば過小申告するため、物理的な調査による検証が必要である。
地理空間データを用いて自動的にプールを検出することで、 こうした情報ギャップを縮小す
ることが可能であり、保険会社は申告されなかったプールを自動的に検出できるだけでなく、
申告されたプールや地上階以上の高さにあるプール （屋上プールなど） の存在を検証する
ことも可能になる。 これらは、 契約更改時の適格性、 保険料率、 より正確な価格設定に有
用である 36。

構外利益保険
サプライチェーン関連の損害は巨額かつ破壊的となり得るものであり、 企業とその保険会
社にとって重大な問題である。 リスクの集積管理を向上させるためには、 要となるサプライ
ヤーを特定することが重要である。 小規模な工場群で発生したイベントが地域または世界
に大きな波及効果を及ぼすこともある。 例えば、 2018 年 5月には米国の特殊マグネシウ
ム製造工場の爆発による操業停止で自動車メーカー数社に事業の中断が生じた 37。 外部
データソースを、柔軟性に富むデータ構造に融和させ、結合させることにより、サプライチェー
ンに関する具体性のある知見を得ることができる。

商品種類ごとに顧客とサプライヤーの関係を分析することで特有の依存関係が明確にな
る。 例えば、 欧州の多くのプラスチック・サプライヤーは最近、 自動車部品の製造に使用す
る一部素材が供給不足の状態にあるとの警告を発した。 その原因は、 世界で 5つの工場
でしか製造されていない化学品であるアジポニトリルの不足であった 38。 図11は、OEM （相
手先商標製造会社） 数社への供給源が要であり、 ボトルネックとなる可能性もあるサプラ
イヤー1に行き着くまでの経路を示したものである。 保険会社はこうした情報を活用して、
引受時のリスクの選択とポートフォリオの管理を行うとともに、 顧客と対話する際にサプライ
チェーンに関する知見を活用することも可能であろう （エンタープライズ・リスク・マネジメント
など）。

より質の高いハザード情報を蓄積すること
で、 保険会社は質問に費やす時間を短く
することが可能

アナリティクスでサプライチェーンのボトル
ネックを明らかにすることが可能

情報を得ることで引受時におけるリスクの
選択とポートフォリオの管理が可能になる

図11 
サプライチェーンにおける潜在的ボトルネックを特定するための収束分析の図式化  
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36	「ケープ・アナリティクス、 地理空間画像によるプール自動検出サービスを開始」、 ケープ・アナリティクス、 2019 年　
　5月29日

37	イートンラピッズにあるメリディアン・マグネシウム・プロダクツ・オブ・アメリカの工場で 2018 年に爆発があり、 その
　　　後火災へと発展した。 この工場では主要自動車メーカー数社向けに内装部品を製造しており、 特定の部品を単
　　　一サプライヤーに依存することがいかにリスクの高いことであるかを示した。
38	T.	Larsson、 S.	Kamal 共著、 「2019 年トップ 10 サプライチェーン・ リスク」、 supplychainquarterly.com、 2019 年

　6月14日
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中小企業 （SME）
大企業とは異なり、 中小企業は本格的なリスク評価を行うには規模があまりにも小さく、 同
時に多様でもある。 スイス・ リー・インスティテュートが面談で聞いたところによると、 件数
が膨大であるため、 アンダーライターは中小企業向けの個々の提案にほとんど時間を割くこ
とができず （7～ 9分程度）、 契約の申込みの分析に使用するデータポイントも極めて少
ないという。 しかし、 分析ツールは、 アンダーライティングに関する疑問に応える何百もの中
小企業関連の外部データソースを集約することにより、 短時間でより内容の充実した分析を
行い、 リスク・スコアを算出し、 より信頼できるブローカーさえも発掘することが可能である。
例えば、 バークシャー・ハサウェイ・ガード ・インシュアランスは、 今では企業名と住所を入
力するだけでオンラインおよびオフラインで入手できるデータに基づいて必要な情報を取得
している。 その結果、 契約申込みから保険料の提示までの時間が短縮された 39。 	

こうしたツールを使用した初期的な試みでは、 アンダーライティングと販売費の大幅な改善が
見られた （最大 60％） 40。 保険金請求の観点からは、 事故一歩手前の情報 （消防車の
要請など） は、 保険会社の伝統的な情報源よりも、 地方自治体、 消防署の報告書、 ソー
シャルメディアなどの非伝統的なデータソースを通じた方が容易に把握可能である。 代替的
なデータを利用した顧客の個別的プロファイリングやスコアリングと災害モデルを組み合わせ
ることにより、 保険会社はその企業の特性に適合したリスク分析を実施し、 追加的なカバー
を提案し、 リスクを低減させるための選択肢を推奨することができる。

オープン・データソースを利用したマーケティング分析および行動経済学は、 新契約獲得コ
ストの低減と中小企業へのクロスセリングの改善を可能にする。 新たなデータソースを用い
ることにより、 保険会社は会社名と郵便番号のみに基づいて中小企業にテーラーメードの保
険を推奨し、 新契約獲得コストを低減した。 例を挙げると、 ヒスコックス社は 50 件以上の
オープン・データ・ポイントを活用することにより、 適切な保険カバーを推奨し、 オンライン
での保険料の提示に要する時間の短縮を図っている。 その結果、 ターゲット広告が功を奏
してクロスセリングは実質的に 35％増加し、 新契約獲得コストは 40％減少した 41。

新たな方法での外部データの利用によ
り、 トリアージ/事前スクリーニング調査を
通じた引受コストの削減が可能であろう
…

…そして、 テーラーメードの追加カバーを
個別的に提案することが可能になる

分析を実施することにより新契約獲得コ
ストの低減と中小企業へのクロスセリング
の改善を図ることができる

資材の流れ

39	「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、 プランクと提携して企業保険を対象とした完 
     全デジタル ・アンダーライティングを開始」、 プランク、 2019 年 3月7日
40	「シトラ社、 法人向け保険会社にリスク・ターゲッティングと選別とプライシングの優位性を提供」、 2018 年インシュ 
     アテック ・ インパクト 25、 オックスボウ ・パートナーズ、 2018 年
41	「デジタル ・ファインプリントのケーススタディ － オンラインでの顧客獲得の改善と中小企業の過小保険に挑戦する
     ため、 オープンデータと AI を活用」、 デジタル・ファインプリント、 2018 年
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海上保険
海上保険は、 市場や顧客セグメントが収益性の重要なけん引役となる、 循環的な保険種
目である。 伝統的な船舶の特徴 （船齢、 トン数、 船籍） が提供する運航行動に関する情
報は限られており、その船舶にどの程度のリスクが存在するかに関する情報も限られている。
いまやデータ・プロバイダーから10万隻以上の船舶に関する詳細な行動データや状態デー
タが入手可能であり、 保険会社は、 こうしたデータを利用して船舶を比較することで危険な
運航行動を識別するなど、 さまざまなアプリケーションを開発することができる （使用例に
ついては図12を参照）。 こうしたデータには、 速度、 他の船舶との距離、 同一港に同時に
停泊する船舶数 （集約度）、危険水域における滞在時間、メンテナンス （繰り延べ） レポー
トなどの変数が含まれる。

こうした行動データと他のデータ （例えば、 内部のクレームデータ、 エクスポージャーや気象
に関するデータなど） を結合することにより、 さまざまなインシデント ・カテゴリーの主な原
因を把握するモデルを構築することができる。 試験的な環境下で、 一部の海上保険会社
は 5年間のクレームデータとこうした新たなデータを結合した結果、 行動実態に基づいた小
さな変更で当該海上保険会社の損害率が最大7％低下することを発見した 42。 例を挙げ
れば、 保険会社は、 戦争または海賊地域を航行したにもかかわらず、 その事実を報告しな
かった特定船舶について、 不足分の保険料を徴収することができる。 現在、 保険会社は
現実世界における意思決定に役立てるため、 数百にも及ぶ新たな行動データポイントのど
れが伝統的な静的ファクターよりも優れた予測力を持つかを特定しようとしている。

さらに重要であるのは、 港湾や船舶の大型化に伴い、 リスクの集中を監視することがエクス
ポージャー管理の要となることである。 あらかじめ決められた地域や主要港の集積状況に
ついて警告を受け取っている保険会社は、 より賢明な保険の提案を行うことができる （例
えば、 控除額の増額や顧客に予防対策を促すなど）。 マーシュ、 ロイズ・シンジケートのアン
タレスやトランス再保険などの保険会社は、 より賢明なリスクの選択を目指して、 こうした行
動データの分析の可能性を探っている 43。 こうしたデータポイントを活用して、 保険会社は
現在のところ過少保険になっている船舶をターゲットにすることも可能であろう。

新たな船舶情報から行動実態を抽出す
ることでデータ駆動型の引受が可能にな
りうる

ポートフォリオの状況に関する洞察は保険
会社のより正確な保険料設定に役立つ…

図12 
海上保険における新たなデータの適用可能性

出典：	スイス・リー・インスティテュート

バリューチェーン 説明

リスク管理の再構築 損害の集中を最小限に抑えるためのリスク・エクスポージャーのリアルタイムでの認識（複数船舶

が同時に停泊・航行する港湾または危険地域の分析など）

行動に基づく

アンダーライティング

データ駆動型の行動リスク・ファクターを利用したアンダーライティングの改善（スピードの分析、メ

ンテナンスの繰り延べで保険会社は船舶の行動プロフィールを形成することができる）

より正確な

価格設定モデル

船舶の検査に関する伝統的なデータと新たなリスク指標を結合することによる価格設定モデ

ルの正確性を改善

より迅速な保険金支払審査
新たなデータは保険金支払査定にも役立つ。直近の当該船舶の行動と従来からの航行履歴

を比較することで、当該船舶が異なった動きをしていたのではないかを判断することが可能。

…そして、 リスク選択の改善とリスク集積
のモニタリングにも役立つ

財物保険と特殊保険におけるアナリティクス

42	「クエスト ・マリーン、 海上保険の損害率を7％改善するための洞察を発見」、 Concirrus、 2018 年 5月15日
43	「ロイズ・ シンジケートのアンタレスがクエスト ・マリーンに対してデータ駆動型のアンダーライティングに関するライセ
     ンスを供与」、 Concirrus、 2018 年11月14日
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積荷に関するリアルタイムのデータ取得は船舶以上に困難であるが、 その理由は輸送され
る積荷の多様性と量によるものである。 しかし、予想される海上貿易の伸びとブロックチェー
ンを活用したサプライチェーンのデジタル化に向けた取り組みで状況は変化する可能性があ
る 44。 アスコットやビーズリーなどの一部保険会社は、 センサー指示値と外部データを組み
合わせたデータフィードを活用することにより、 ニッチ分野 （例えば、 温度が制御されてい
る食品やバイオ医薬品などデリケートな積荷） に関するテーラーメードの保険をすでに試験
的に販売している 45。 その主要目的は予想されるイベントを追跡し、 クレームが発生した場
合には、 輸送中に記録されたイベントに基づいて、てん補額を決定するデータを用いること
にある。

農業保険
保険会社は、 農業リスク・ポートフォリオの効率的な管理を目指す一方、 農業セクターの成
長に期待を寄せている。 データ量の増加とマッピング （データの関連付け） の正確性向上
により、 手作業でデータを収集するコストを発生させることなく、 各農家のリスク・エクスポー
ジャーに関する詳細な情報を得ることができる。 保険会社は高解像度の衛星画像を捕捉
し、 画像を分割・分類する技術を用いて分別することにより、 作物畑と作物の種類別マッ
プを作成することができる （図13 を参照）。 こうした技術を用いることにより、 極めて正確
に （ほぼ 90％の確率） 生育作物の種類 （例えば、 大豆と大麦など） を把握し、 区分けす
ることができる。 アウトプットは作物畑の区分や種類で表示される。 こうした情報は、 最新
の時代遅れの公有地使用情報を高精度作物マップと入れ替えることにより、 作物生育モデ
ルの正確性を向上させることができる 46。 	

こうしたツールは、 アンダーライターによる、 作物に重要な地域の特定やリスク選択の向上に
伴う損害率の改善を支援することによって、 作物畑の評価やリスクの選択を改善させる。 保
険引受成績は、 とりわけ伝統的な補償商品の場合、 低リスクの選択への依存度が極めて
高い。 賢明なリスクの選択を行うためには、 作物の生育場所、 作付け時期、 土壌の水分
量など、様々な詳細情報が必要である。損害が発生した場合、自らのポートフォリオの内容（正
確な生育場所、 生育中の作物） を熟知している保険会社は、 最も影響の大きかった場所
を特定することにより、 損害査定を進めることができる。 また、 このことは、 第三者による
損害支払検査時のモラルハザードの発見を可能にするとともに、 損害が発生した場合に迅
速な保険金支払を提供するパラメトリック・ トリガーを持つテーラーメードの保険商品も可能
にする。

積荷に関する新たなデータソースは現在
のところ限られているが、 長期的な可能
性は大きい

農産物保険については、 新たなデータを
利用することで作物生育モデルの精度を
向上させることができる

図13 
衛星画像の農業保険への適用

出典：	スイス・リー

ビッグデータ
による方法

リモート
センシング

データの補足 
高解像度衛星画像

活用 
地域ごとの収穫量、

成長を推定	機械学習

モデル 
画像の分割と分類

結果 
作物の種類の掌握

…そして、 新たな商品の開発を可能にし、
プライシングの正確性を向上させ、 保険
金の支払を迅速化させる

44	ソリューション概要第2版、 TradeLens、 2019 年 5月
45	「アスコットおよびビーズリー、 中小企業向けに 5,000万ドルのインシュアテック・ リンクのカーゴ・コンソーシアムを		
				立ち上げ」、 insurancejournal.com、 2019 年 2月13日
46	作物生育モデルは、 葉、 根、 茎、 穀物などの各部分の成長を予測することにより、 実際の作柄をモデル化また
				は模倣する。
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労働者災害補償保険での不正の発見や金額が拡大しがちなクレームの特定にて、 データ分析の活用は確立されている。 ニッチな災害
保険種目 （例えば、製造物賠償責任や会社役員損害賠償責任など） は、テキスト分析を活用することにより訴訟の原因やサプライチェー
ンを理解し、 初期的な危険信号を捕捉することができる。 環境賠償責任やサイバー関連などの新興保険種目は、 信頼に足る過去のデー
タが存在しないことから、 リスク・プロファイルの構築を目指してデータ分析を活用している。

表7 
保険種目別のアナリティクスの活用

出典：保険会社、ブローカー、コンサルティング会社およびテクノロジー・ベンダーから報告された試験的事例をスイス・リー・インスティテュートが編集したもの

 
 
 
 
 
 
 
保険種目

成長を可能にする 顧客エンゲージメント ポートフォリオの最適化 効率性の改善

労働者災害補償 新契約、 契約更改時の

データ駆動型の知見

労働者の安全性改善の

ための具体的行動に関

する明確な知見の取得

損害規模が拡大し得る

クレームの早期発見

オンライン情報の活用で

不正を迅速に発見

製造物賠償責任 科学的な記録や裁判所

の記録を分析することに

より、初期的な危険信号

を通じた戦略の精緻化

分析によって可能になっ

たリスク・コンサルティン

グ・ サービス （例えば、

製造物安全性分析、 製

造物信頼性分析など）

非構造化データ （リコー

ル/出荷データ） と構

造化データを結合するこ

とによるリコールに関する

知見

サプライチェーンに関す

るデータ駆動型の知見

を得ることにより、 保険

金支払額と訴訟コストの

削減を図る

会社役員損害賠償責任 保障ギャップや過少保

険の企業の発見

M&A、 規制の変更など

の課題分析によるリスク・

コンサルティング

訴訟トレンドを予測する

とともに、 クレームの発

生原因についての認識

を高める

訴訟リスクに関するデー

タを多く集めることによ

り、 アンダーライティング

を改善

環境賠償責任 とりわけ新興市場を中心

とした新たなリスクプー

ルの拡大

環境リスクについて当局

や顧客に助言

外部データを分析するこ

とによりアンダーライティ

ングを改善 （例： 設備

監視システム）

賠償責任エクスポー

ジャーに対する理解度を

深めることにより、 リスク

評価コストを低減

サイバー・リスク リアルタイムのデータが

リスクに関する知見を提

供。 過去のデータの価

値は低い

アウトサイドインのサード

パーティ・データを分析

することによるリスク・コ

ンサルティング

外部データとリスク判断

を結合することにより、 蓄

積シナリオや蓄積モデル

をテスト

サードパーティ・データを

利用することにより、 リス

ク評価コストと見積もりに

要する時間を削減

自動車（法人向け

および個人向け）

データから得られた知見

を通じて区分を精緻化

（例えば、 料率化市場な

ど）

リアルタイムの運転デー

タの収集 /分析を通じて

運転挙動を類型化

データ分析を活用するこ

とにより、 保険料とエク

スポージャーのミスマッ

チを特定

データ駆動型のトリアー

ジングによりクレーム対

応コストを低減

労働者災害補償
労働者災害補償保険は、 最初に分析が行われた保険種目の一つであった。 その理由は労
働災害補償保険には膨大なデータが集積され、 不正が発見できる可能性があり、 訴訟や
そのほかの理由で時間とともに深刻度が増す可能性のある保険金請求を発見する必要が
あったためである。 保険料の伸びが保険損害の伸びを上回ったが （図14 の左側のグラフ
を参照）、 その理由の一つはリスクの選択やアンダーライティングに高度な分析を採用したこ
とにある 47。 米国における労働者災害補償保険のコンバインド ・レシオは、 ここ数十年間で
過去最低の水準にまで改善した。 しかし、 保険会社上位25パーセントと下位 25パーセン
トのコンバインド ・ レシオには大幅な差異があり、 しかもその差異は拡大し続けている （右
側のグラフを参照）。 AM ベストによると、 アナリストたちは、 こうした差異の一因は優れたコ
ンバインド・レシオを誇る保険会社がより優れたデータ分析を実施していることにあると考え
ているという 48。 .1

保険会社は労働者災害補償保険にて有
効な分析方法を発見した

図14 
労働者災害補償保険の引受成績指標（米国）

注：DPW	=	元受正味保険料。右のグラフは米国の正味収入保険料の約90％を占める上位60社を対象としたものである。

出典：AMベスト、SNL、スイス・リー・インスティテュート

災害保険のアナリティクス

47	「予測的分析が企業保険種目を取り扱う保険会社のパフォーマンスを向上させ、 引受サイクルのバランスをとって
　　　いる」 を参照、 AM ベスト、 2018 年 4月2日
48	同上
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労働者災害補償保険の不正は年間72億米ドルと推定されており、 米国における保険の不
正では最も急速に増加しつつあるセグメントである 49。 多くの保険会社がソーシャルメディア
分析を実施して個人の不正な保険金請求を検知している。 その事例として、 オールステート
保険は不正を早期に発見するため、 オンライン情報を活用している （例えば、 重傷を負っ
て働けないと主張する保険金請求者が乗馬などの激しい運動を行っている） 50。 しかし、
大規模な犯罪組織が関係している場合、 雇用主は1件の案件について平均1,000万米
ドルの損害を被ることも少なくない。 これは個人の不正保険金請求 （平均30,000 米ドル）
を大幅に上回るものである 51。 分析は、 一定の疑わしい保険事故についてフラグを立てる
ことにより、 こうした大規模な不正の発見を可能にする （例えば、 小規模な医療クリニック
が大量の保険金請求を行った場合など）。 個々の保険会社では、 大規模な不正を検知す
るには十分なデータが揃っていなくても、 法執行機関は一定のパターンを発見するための分
析ノウハウで保険会社と連携することができる （同業者からの類似請求書の調査など）。

主要保険会社の保険金支払部門は分析チームと協力して、 保険金支払業務の請求から完
結までの各段階に対応したモデルを構築している。 チューリッヒ保険のモデルは保険金請
求ファイルの裏で常時稼働しており、 ファイルが更新される度、 担当者に通知される 52。 例
えば、 労働者がオピオイドを使用した場合、 早期警戒信号が発せられる。 また、 AIG の先
端傷害分析は、 結果を最も複雑な事例に反映させるために３０日ごとにデータをリフレッシュ
する100以上の時間区切りタイプのフォーミュラを用いて継続的に保険金請求を検証してい
る。 同社は複雑性を予見できる 30以上のファクターを実際に適用することにより、 可能な
限り早期に最も深刻な保険金請求を特定している 53。 	

アナリティクスを実施することにより、 早期に解決することのできる案件を特定することも可
能である。 長期にわたるクレームはコストを大幅に増大させる。 例えば、 分析結果によると、
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保険会社は不正な保険金請求の特定で
も成功を収めた

分析チームは保険金請求の極めて早い
段階で請求処理がどのような展開を見せ
るかを予測…

49	保険金請求に関する不正分析：「概要と突出したプロバイダー」、 ノバリカ、 2019 年 5月
50	「オールステート、革新的なデータ会社と提携して不正を早期発見」、www.prnewswire.com、2017年11月28日
51 「なぜ医師の詐欺組織が労働者災害補償保険関連の主要課題であるのか、 そしてどう対処すべきか」、 Risk	and	

　Insurance	Management	Society、 2018 年 9月18日
52 「労働者災害補償保険の保険金支払業務で予測的分析が成果を上げている」、 チューリッヒ保険、 2018 年 6月

　14日
53	「労働者災害補償保険の先端的傷害分析」、 AIG、 https://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/

　us/documents/claims/wc-advanced-injury-analytics.pdf を参照
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保険金請求書が最初に提出されてから 90日以内に看護師を紹介した場合、 保険金請求
の総コストと最終支払額にプラスに影響することが分かっているが、 看護師数は限られてお
り、 すべての保険金請求に対応することはできない 54。 チューリッヒ保険はアナリティクスを用
いることにより、 この期間中に看護師を割り当てることのできる案件かを判断している。 その
結果、 保険金請求案件ごとの節減額は6,000 米ドルから 26,000 米ドルとなっており、 全体
のコストはほぼ50％低下した 55。

雇用者が注力すべきことは、データを使用して分析を行うことで、安全性を改善するために、
明確な知見を得て具体的な行動を取ることである、 と保険会社は強調している。 保険会社
は、 負傷した労働者の職務特性に関する詳細な情報を取得することができるため、 保険
金請求に至った根本原因の特定にて雇用者と協力することができる。 また、 データは労働
者の教育訓練のために使用することもできる。 マーシュ社は従業員が常時、 背中の痛みに
悩まされている飲料製造会社について検討を行った。 傷害・疾病データ履歴の分析の結
果、 肩の損傷は飲料ケースやパレットを扱う従業員にとってのリスクであることが判明し、 飲
料ケースやパレットの持ち上げ方について職務に特化したトレーニングが開発された 56。 別
の事例では、 キャタピラー社がウェアラブル機器のデータを使用して、 従業員の危険性の
高い持ち上げ回数を 80％減少させた。 これにより傷害の発生件数は半分に減少し、 クレー
ム件数も減少した 57。

製造物賠償責任
賠償請求の大半 （約 60％） は製品の瑕疵や作業の拙劣が原因である 58。 製造業が依
存する世界のサプライチェーンは拡大し、 複雑さを増し、 実態把握を困難にしている。 相手
先商標製造会社 （OEM） はしばしば、 欠陥完成品の責任をサプライチェーンの部品製造
業者に転嫁することにより、 リコールに伴う自らの賠償責任リスクを軽減する。 構造化データ
は、 複雑かつ常に変化するメーカーとサプライヤーの間の関係について限定的な知見しか
提供してくれない。

リコールに関する報告書や出荷記録などの非構造化データを取り込むことにより、 より深い
知見を得ることができる。 例えば、 米国における自動車リコール件数は増加しているものの
（図15 を参照）、 リコールに関する構造化データベースには通常、 リコールに関する基本的
な情報しか備わっていない （リコールの対象となったOEM、自動車メーカー、 型式、モデル、
部品など）。 しかし、 個々のリコールに関する PDF 文書からは、 より詳細な情報を取得する
ことが可能である。 テキストマイニング・ツールを駆使することにより、 こうした情報は、 抽出・
デジタル化され、 リコールにかかわった企業の、 製品情報を含めた顧客・サプライヤー関係
を視覚化するために使用することができる。

被保険者は保険会社とデータを共有す
ることで予防と安全に対する知見を得る
ことが可能になり、 それによる恩恵を受け
ることができる

製造物賠償責任については、 断片化さ
れたデータしかないこととサプライチェー
ンが複雑であることから実態把握が困難

しかし、 個々の損害記録やリコール記録
から得られるデータはリスク評価の精緻
化に役立つ…

図15 
米国における自動車の 
リコール台数と件数   

	 出典：	米高速道路交通安全局
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…そして、 危機シミュレーションやリコール
計画などの付加価値サービスを下支えする

こうした対策を取ることにより、 各案件の
早期解決を通じて損害規模の軽減を図
ることができる

災害保険のアナリティクス

54	E.	Siegel 著、 「賢明な開業医	－	予測的分析インタビュー・シリーズ：ギャラガー・バセットのゲーリー・アンダーバー
　グ博士」、 Predictive Analytics Times、 2019 年 3月4日

55	「予測的分析 + 医療知識 = 負傷した労働者の症状改善」、 チューリッヒ保険、 2018 年 7月24日
56	「安全な職場の創出と予測的分析と技術によるコスト削減」、マーシュ、 2015 年
57	「企業保険における IoTの約束」、 CFO.com、 2017年 4月3日
58	グローバル ・ クレームズ・ レビュー、 AGCS （アリアンツ・グローバル・コーポレート ・アンド ・スペシアリティ）、　　　　

　2018 年12月
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こうして得られた詳細な情報をもとに、 一部の保険会社は顧客企業との長期的関係を築
く事故発生前コンサルティング・サービスを提供し始めた。 例を挙げると、 AXA	XL社は製
造物の安全性・信頼性分析などのテーラーメードのサービスを提供することにより、 製造業
者の危機シミュレーション、 リコール計画、 サプライヤー承認プロセスを支援している 59。

科学誌からのデータマイニングが可能な新たなツールを利用することにより、 保険会社は、
科学者たちがある物質または製品に何らかの損傷を発生させるリスクが存在するとのコンセ
ンサスに達する可能性を推定することもできる。 こうした情報を追跡するための作業は通常
ほとんどが手作業であり、 保険会社は数十人単位の科学者を雇用する必要が生じる。 しか
し、 これらのツールを利用することで、 保険会社はより幅広い情報を捕捉することが可能と
なるほか、 原告による製品リスクに関する提訴が認められそうかをより正しく判断することも
可能になる。 さらに、 こうした情報は、 賠償責任リスクの蓄積の可能性を見極めるため、 保
険会社のポートフォリオに重ね合わせることができる 60。 例えば、アリアンツ・グローバル・コー
ポレート ・アンド ・スペシャルティは分析会社と提携して、 こうした分析リソースを保険契約者
に提供することにより、 賠償責任保険の顧客が抱える製造物安全性リスクの軽減を図って
いる 61。

科学誌の大規模なマイニングにより、 早
い段階で訴訟の前兆を把握することがで
きる

保険金請求書が最初に提出されてから 90日以内に看護師を紹介した場合、 保険金請求
の総コストと最終支払額にプラスに影響することが分かっているが、 看護師数は限られてお
り、 すべての保険金請求に対応することはできない 54。 チューリッヒ保険はアナリティクスを用
いることにより、 この期間中に看護師を割り当てることのできる案件かを判断している。 その
結果、 保険金請求案件ごとの節減額は6,000 米ドルから 26,000 米ドルとなっており、 全体
のコストはほぼ50％低下した 55。

雇用者が注力すべきことは、データを使用して分析を行うことで、安全性を改善するために、
明確な知見を得て具体的な行動を取ることである、 と保険会社は強調している。 保険会社
は、 負傷した労働者の職務特性に関する詳細な情報を取得することができるため、 保険
金請求に至った根本原因の特定にて雇用者と協力することができる。 また、 データは労働
者の教育訓練のために使用することもできる。 マーシュ社は従業員が常時、 背中の痛みに
悩まされている飲料製造会社について検討を行った。 傷害・疾病データ履歴の分析の結
果、 肩の損傷は飲料ケースやパレットを扱う従業員にとってのリスクであることが判明し、 飲
料ケースやパレットの持ち上げ方について職務に特化したトレーニングが開発された 56。 別
の事例では、 キャタピラー社がウェアラブル機器のデータを使用して、 従業員の危険性の
高い持ち上げ回数を 80％減少させた。 これにより傷害の発生件数は半分に減少し、 クレー
ム件数も減少した 57。

製造物賠償責任
賠償請求の大半 （約 60％） は製品の瑕疵や作業の拙劣が原因である 58。 製造業が依
存する世界のサプライチェーンは拡大し、 複雑さを増し、 実態把握を困難にしている。 相手
先商標製造会社 （OEM） はしばしば、 欠陥完成品の責任をサプライチェーンの部品製造
業者に転嫁することにより、 リコールに伴う自らの賠償責任リスクを軽減する。 構造化データ
は、 複雑かつ常に変化するメーカーとサプライヤーの間の関係について限定的な知見しか
提供してくれない。

リコールに関する報告書や出荷記録などの非構造化データを取り込むことにより、 より深い
知見を得ることができる。 例えば、 米国における自動車リコール件数は増加しているものの
（図15 を参照）、 リコールに関する構造化データベースには通常、 リコールに関する基本的
な情報しか備わっていない （リコールの対象となったOEM、自動車メーカー、 型式、モデル、
部品など）。 しかし、 個々のリコールに関する PDF 文書からは、 より詳細な情報を取得する
ことが可能である。 テキストマイニング・ツールを駆使することにより、 こうした情報は、 抽出・
デジタル化され、 リコールにかかわった企業の、 製品情報を含めた顧客・サプライヤー関係
を視覚化するために使用することができる。

被保険者は保険会社とデータを共有す
ることで予防と安全に対する知見を得る
ことが可能になり、 それによる恩恵を受け
ることができる

製造物賠償責任については、 断片化さ
れたデータしかないこととサプライチェー
ンが複雑であることから実態把握が困難

しかし、 個々の損害記録やリコール記録
から得られるデータはリスク評価の精緻
化に役立つ…

図15 
米国における自動車の 
リコール台数と件数   

	 出典：	米高速道路交通安全局
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…そして、 危機シミュレーションやリコール
計画などの付加価値サービスを下支えする

59自動車部品のリコール、 AXA	XL、 https://axaxl.com/insurance/insurancecoverage/professional-insurance/
　automotive-product-recall-excess を参照

60	「賠償責任リスクの発生」、 ロイズ・エマージング・ リスク ・ レポート、 ロイズ、 2015 年12月
61	「AGCS、 賠償責任保険の顧客が抱える製造物安全性リスクを軽減するため、 プラエディカ社と提携」、 AGCS、　

　2018 年11月27日
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会社役員損害賠償責任 （D&O）
最近実施された調査によると、 2018 年に D&O 保険プログラムに加えられた変化で最も重
要なものは、 契約者にとって契約条件がより有利になったことであると保険契約者の 58％
が発言している 62。 契約条件が契約者にとって有利になる環境においては、 より賢明な事
業のかじ取りを可能にするために市場トレンドや保険金請求トレンドに関する理解を深めるこ
とが必要である。 多くの保険会社ではその D&O専門職損害賠償責任ポートフォリオの成
績が低迷しており、何が損失の原因となっているかを正確に特定しようと悪戦苦闘している。
チャブ社は最近、 11社のうち1社近くは訴訟を起こされる恐れがあると言及している 63。 保
険会社は、 訴訟のトレンドを理解するために、 裁判所に提出された D&O関連および集団
訴訟の書類を業種ごとに分析することで訴訟全体の損害発生頻度と損害率を定量化する
ことができる。 ポートフォリオ・データにこうした業種別損害トレンドを重ね合わせることにより、
保険会社は自らの専門職損害賠償責任ポートフォリオへの理解を深め、 最適化することが
できる。

専門職損害賠償責任を扱うアンダーライターは、 賠償責任エクスポージャーに関する理解
を深めるため、 複数のデータソースを集約するエクスポージャー管理ツールを利用し始めて
いる。 リスクを選別するためのこうしたアプローチにおいては、予測モデルに外部データを取
り込むことにより、 訴訟の予見性 （例えば、 企業が今後12 ヵ月以内に証券集団訴訟に直
面する確率はどの程度か） などの課題にかかわる直感的な引受判断の補完が可能であ
る。 例えば、 ソーシャルメディアへの怒りの投稿やその他オンラインでの大衆の一般的な怒
りの表現と評判の失墜による多大な損害の発生は強い相関関係を持つ 64。 こうした初期的
な兆候を活用することにより、 D&O のアンダーライターは保険金請求事例やそれに準ずる
事例などから得た経験的な尺度にとどまることなく、 問題発生が予見される事象 （例えば、
特定の薬剤や機器に関する苦情など） に関する将来予測的なモデルの作成へと前進する
ことが可能になる 65。

環境賠償責任
環境賠償責任保険を扱う保険会社は価格と補償範囲の拡大に関して競争しているが、 ホ
テルや病院など、 人口密集リスクの高い一部の場所については引受に前向きではない。 こ
れは、 屋内の大気環境、 かび、 そしてレジオネラ菌の大流行に関係するクレーム件数の増
加が予想されるからである 66。 例を挙げるならば、 保険会社は通常、 レジオネラ菌の大流
行を保険の対象外にするが、 その理由は、 人的資源を使用して定期的に水道システムの
状態をモニターすることに多額のコストと手間がかかるからである。 東京海上キルンは最近、
高度な分析と水道システムのモニタリング技術を統合することにより、 レジオネラ菌補償に関
する優遇契約条件を提供し始めた 67。 アンダーライターは、月次レポートやリアルタイムのダッ
シュボードを通じて保険契約者のリスク特性がどのように変化するかを見ることができる。

さらに、 新興市場の保険会社は、 環境リスク事業に進出する際に、 より成熟した市場の分
析的アプローチを活用することができる。 例えば、 中南米などの新興市場の規制当局は、
より厳格な環境保護法を制定しつつある。 こうした市場における保険会社は、 環境賠償
責任リスクを細部にわたって評価するといった経験を持ち合わせていないことが通例である
（例を挙げれば、 中国の保険会社は、 徐々に拡大する環境汚染に対する補償を盛り込ん
だ保険契約にそれほど精通していない）。 こうした情報ギャップに対処するため、 保険会社
はビッグデータからリスク・スコアを生成し、 こうしたスコアと環境汚染リスクを抱える企業に
関する定量的・定性的調査の結果を結合させ、 環境リスクに関する見解を形成することが
可能である。

D&O の保険会社は、 裁判所の申立書
類を分析することにより、 市場トレンドや
法的トレンドを追跡することが可能

複数のデータソースを分析することにより、
パフォーマンスの問題点に関する初期的
な兆候を得ることができる

分析とセンサーデータを統合することによ
り、 保険会社はこれまで除外されてきたリ
スクの引受も可能になる

一部の地域で、 新興市場の保険会社は
アナリティクスを通じて環境リスク事業に
進出することが可能になる

災害保険のアナリティクス

62	ウイリス・ タワーズワトソン経営賠償責任 （会社役員） 2018 年米国調査、 ウイリス・タワーズワトソン、 2018 年 7　
　月18日

63	「市場がハード化する中、 D&O 保険料は急上昇」、 businessinsurance.com、 2019 年 6月25日
64	「会社役員は今や個人的リスクに直面している」、 Risk	and	Insurance、 2016 年12月16日
65	ヘルスケア分析を手掛けるスタートアップ企業の Pharm3r は、 医療機器や医薬品メーカーの賠償責任リスクに関

　する知見を提供
66	「2019 年の建設業界の現実 － 環境賠償責任」、 ウイリス・タワーズワトソン、 2019 年 3月29日
67	リスク分析会社のシェパード、 保険ブローカーのロックトン、 専門保険会社の東京海上キルンは、 レジオネラ菌に
　　　関するコンプライアンス責任を有するマネージャー向けに商品を開発した。「レジオネラ菌コンプライアンスの見張り
　　　犬」、　シェパード、 2019 年を参照
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サイバーリスク
サイバーリスクに関するクレームの過去データがほとんど存在しないため、 将来的な損害額
（失敗した攻撃を含む頻度と損害規模のいずれも） に関する情報を類推することは困難で
ある。 このため、 保険会社はどちらかと言えば原始的なアプローチで定量的モデルを作成
している。 損害額の実績値は、 情報流出のような日常的なイベントが発生する現実的な可
能性を推定する場合には十分な規模かもしれないが、 滅多に発生しない重大な事象に関
して過去の情報に依拠すると、 誤りにつながる可能性がある。 この問題に対処するために、
保険会社は自然災害に対する保険で採用しているシナリオと同じような脅威シナリオを策定
してサイバーリスクの累積を特定し、 モデル化し、 数値化している。

このアプローチでは、 被保険者の潜在的なエクスポージャーは複数の仮定的シナリオに基
づいて評価される （長期の送電停止、 ソフトウェア・システムまたはクラウドサービスプロバイ
ダーの脆弱性による財務情報の窃盗など） 68。 シナリオ通りのことが起こった場合に発生し
得る損害額の規模の推定値を求める際、 分析モデルは決定論的見解をとる （「仮定に基
づいた」 影響の推定値）。 しかし、 純粋な決定論的シナリオ分析の欠点は、 こうしたイベン
トが起こる可能性を確定し難い点にある。 推定した損害額にどの程度の比重を置くかを明ら
かにすることは難しい。

こうした制約に対処するため、 アナリストは潜在的な損失額を評価する確率モデルを開発し
つつある。 例えば、 2017年以来17の決定論的シナリオを発表してきたリスク・モデル会
社のAIR は最近、 サイバーリスクを対象とした確率モデルを導入した。 このモデルでは、 約
77,000 件のインシデントから発生したクレームのデータと10万社を超える企業のサイバーセ
キュリテイ特性に基づいて調整が行われている 69。 決定論的ツールと異なり、 こうしたモデ
ルは、 単独の最善の推定値ではなく、 将来の損害額の完全な確率分布の定量化を目指
すものである。 それでも、サイバーリスクによる極端に高額な損害は滅多に発生しないため、
モデル作成者は定性的情報を頼りに損害総額の分布を推定しなければならない。

実際の事例から見て、 これまでに発生したサイバーインシデント関連のデータのうち、 毎年
20 ～ 50% は陳腐化している。 そのため、 保険会社は分析結果を用いて、 「outside-in （外
部環境の変化を予測して対応する）」 データを取得し、 一部企業の多次元リスク特性を作
成する。 保険会社は、ウェブのスキャンとクロールを行なう専門会社と連携して、outside-in（非
侵入型の真正性サードパーティ・データ） からリスクを評価するための数千のデータポイン
トを手に入れる。 例えば、 盗まれたパスワードなどのセキュリテイ情報がどれだけ頻繁にダー
クウェブ （闇サイト） のフォーラムに出現するかなどである。 保険会社はまだこうしたデータ
の予測力を評価しようとしている段階にある。 かかる分析は保険引受業務の専門知識やリ
スクベースの判断を代替するものではないが、 一連のリスク評価ツールを補完することが可
能である。

法人向け自動車保険
他の保険種目に比べ法人向け自動車保険では、 分析によってもたらされる洞察は、 依然と
して保険引受業務の向上につながっていない。 企業は車両の安全、 位置管理およびサプ
ライチェーンの最適化のためにテレマティクスを活用しているが、 必ずしも保険目的では利用
していない。 保険会社は、 テレマティクスのデータを料率決定とクレームの解決に利用し始
めたが、 リスクの引受方法を変えるには至っていない。 むしろ、 保険会社は、 企業と個人の
過去のデータを用いる従来型の手法に頼っている70。 テレマティクスの利用増によって運転
行動が定型化されれば、 事故の頻度と重大性が抑制されると期待されるが、 データが法
廷で運転者の過失を証明するために利用されれば、 裁定額が増加する可能性もある71。 		

大半の企業は精細な定量的サイバーリス
クモデルを利用も保有もしていない

通常、決定論的シナリオ分析を通じてリス
クを定量化する

しかし最近、 サイバーリスクを定量化する
ため、 確率モデルの運用を開始した研究
者もいる

サイバー分析会社と提携することによって
伝統的な保険数理的分析を強化する保
険会社もある

他の保険種目の保険会社に比べ、 法人
向け自動車保険会社が引受成績向上の
ためにデータを活用する度合いは依然と
して低い

68	「クラウド障害が米国経済に及ぼす影響」、 ロイズ、 2018 年 2月
69	「確率論的サイバー・ リスク・ モデルを ARC（オーディオ・ リターン・チャネル） に導入」、 AIR、 2018年 10月31日
70	「データのエンリッチ化が後押しする企業向け自動車保険セクター」、 lexisnexis.com、 2019 年 3月　　
71	米国では電子ログ記録装置 （ELD） の利用が義務づけられており、 一部の保険会社はこのデータを共有する　　

　適格トラック会社に対して保険料の割引を行っている。 「まだ上り坂が続く企業向け自動車保険市場」、
　　　insurancejournal.com、 2018 年 2月5日を参照。
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法人向け自動車保険のポートフォリオのクオリティ評価は困難な作業である。 すなわち、 1）
リスク選択の失敗と、 2)	車両の利用率上昇によるエクスポージャーの拡大のいずれが保険
金支払額の増加要因なのか、 必ずしも明確になるとは限らない。 前者の場合、 保険会社
は引受基準を厳格化できるが、 後者はエクスポージャーと保険価格のミスマッチを反映して
いる可能性がある。 アンダーライターは被保険者からの報告の活用やポートフォリオの監査
を通じて、 エクスポージャーに関するより多くの情報にアクセスしようとしている。 こうしたデー
タによって保険会社は、 保険料がエクスポージャーに見合っていないセグメントを細分化して
特定することが可能になる。

 
個人向け自動車保険
個人向け自動車保険会社は、 特に填補請求額の査定を中心に、 バリューチェーン全体を分
析することにより不正を検出し、 損害率の抑制を図っている。 分析によって疑わしいクレーム
を専門調査部門に回し、 支払査定者の負担を軽減できる。 例えば、 個人物件の引受保
険会社は、 分析を活用して保険金目当ての故意の事故を特定し、 そうしたクレームの特定、
トリアージ方式による優先順位の決定、 適切な取り扱いを確実にしている 72。 一つの例とし
て、 保険会社のイーシュア社は不正の検出と特定に要する時間の短縮に着手した。 このプ
ロジェクトの結果、 12 ヵ月以内に正味 ROI に好影響が表れたほか、 調査のために保留とな
る保険金目当ての故意の事故は12%増加し、 調査が必要なケースを指定するために要す
る時間は 54%短縮された 73。

データ間の関係に着目し、 異なるシステムの情報と合わせて利用すれば、 保険会社は組
織的犯罪集団の不正を検知することが可能になる。 トルコの保険情報・監視機関である
SBM は、 不正の分析を 9 ヵ月間実行した結果、 8,600万米ドル相当の不正請求の可能性
があることを発見した 74。 別の事例を挙げると、 保険会社のアナドル・シゴルタ社は 50人
からなる不正検知チームを設置し、 手作業で毎月2万5,000 件から 3万件の保険金請求
をチェックしていた。 不正分析の恩恵によって、 不正検出プロセスは15日からほぼリアルタ
イムにまで短縮され、 数百万ドル分の不正な保険金請求と不正検出費用が節約された75。

多くの国では、 隣接する地域の自動車盗難や衝突事故のリスク水準は全面的に異なる。
分析を行うことにより、 リスクの識別と地域特有の事故リスクに対する保険エクスポージャー
を理解することが可能となり、 保険会社はすべてのリスク特性に対応した保険料設定に関
する情報を統合し、 引受成績の振るわない保険契約を好転させることが可能になろう。 完
全に料率が定められている強制保険市場で営業する保険会社もある。 そうした保険会社
は保険料を引き上げることはできないが、 その保険料で引き受けるリスクを改善することは
できる。 業界エキスパートは、 こうした改善措置が大きな効果をあげるには少なくとも 3年
はかかると示唆しているが、その理由は、 保険会社が社員への周知を図るためには事業運
営と営業努力に調整を加える必要があるためである。

アンダーライターは、 被保険者からの報
告を活用して、 より多くのエクスポージャー
情報を得ようとしている

より迅速かつ正確な不正の検出で現場
のクレーム担当者の負担は低減する…

…そして、 時間と費用の大幅な節約につ
ながる

分析の結果、 引受成績不振の自動車保
険が好転する可能性はあるが、 これには
数年を要するであろう

図 16 
自動車保険のクレームにおいてアナリティクスを活用することのメリット

出典：Intellimec、https://www.intellimec.com/zurich-claims-telematics-case-study
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72	故意の事故では、 犯罪者が罪のない自動車運転者からむち打ち症を騙って賠償金をだまし取る。 こうした事
　　　故が組織的な自動車保険詐欺の半分近くを占めている。 「詐欺のために起こされた事故」、 アビバ社、 https://
　　　broker.aviva.co.uk/news/article/334/fraudulently-induced-accidents/	を参照。
73	「2019 年セレント ・ モデル ・インシュアラー：データ、 分析および人工知能」、 セレント、 2019 年 4月12日
74 「不正保険金請求を取り締まる SBM の不正検出率が 5 倍に向上」、 SAS	インスティテュート
　　　https://www.sas.com/en_us/customers/sbm-tr.html を参照
75 「顧客導入事例、アナドル・シゴルタ」、FRISS、	https://www.friss.com/customer-story/anadolu-sigorta/　を参照。
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近年、 事故の状況を正確に再現するうえでテレマティクスが重要な役割を果たしてきた。 図
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76 「SV Versicherung、 Cognotekt 社の AI を利用」、 Cognotekt、 2017年12月7日
77 「Bitesize Impact 25: Cognotekt」、 オックスボウ ・パートナーズ、 2018 年 7月13日
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結論

これまで保険業界は新たなテクノロジーの採用で後れを取ってきた。 こうした状況は、 保険
の様々な種目において、それぞれ異なる度合いで変化しつつある。損害保険のバリューチェー
ンの重要な構成要素で、 技術の進歩と新たなデータ分析技術がもたらす変化が始まろう
としている。 その先駆けとなった活用事例がポートフォリオの最適化と効率性の向上である。
今後、用途が大幅に拡大し、新たなリスクプールの理解に活用されるとスイス・リー・インスティ
テュートは予想する。 保険会社にとって、 分析能力は競争上の強みとして必須の要素になる
だろう。 ただし、 真にポテンシャルを活かすには、 業界固有のインフラ、 リソースおよび知識
の開発が不可欠となろう。 	

課題もある。 分析ツールは、 過度に単純化したアウトプット （単一のリスク・スコア、 不正で
ある確率、 弁護士の勝訴率など） を生成するよう設計されている場合が少なくない。 多く
の分析チームがアウトプットやスコアの利用者レベルを低く設定し、 背景にある決定要因の
透明性を低下させる傾向にある。 しかし、 アンダーライターをはじめとするユーザーとの信頼
を構築するには、 結果の明確な説明が必要である。 ユーザーが結果を解釈しやすくするた
めには透明性が必要である。 保険会社は、プロセスの初期にアンダーライターやその他ユー
ザーと連携するのが賢明であろう。

保険会社はしばしば必要とされる文化的な変革の程度を過小評価する。 組織の障壁を克
服するためには、 分析プロジェクトを事業の目的に合わせて明確に調整すべきである。 本
質的に分析プロジェクトの成果は不確実であり、 成功する確率を最大化するために、 経営
者はあるべき姿、 実現可能性、 発展性を兼ね備えた戦略を優先すべきである。 また、 初
期段階から明確な説明責任と現実的な期待値を兼ね備えた複数の部署が関与すべきで
ある。 そうすれば、 アウトプットの理解に苦しみ、 利用を敬遠されるようなことにはならず、 分
析結果が作業プロセスの確実な一部になるだろう。

しかし、 新たなツールやアプローチは新たな問題も提起する。 規制当局は高度な分析に熟
達しつつあり、 様々な地域で 「試験運用」 プログラムが承認されている。 ただし、 機械学
習が関係する高度な商品から生じる問題点も課題となっており、 特に消費者ヘの影響や消
費者データの利用が注目されている。 今後、 進化するテクノロジーからの新たなデータを取
り込むためには、 分析モデルに調整を加える必要があり、 データの質とガバナンスの枠組み
がデジタル化のメリットを生かす鍵となろう。

損害保険のバリューチェーンは、 新たな
データおよび分析から幅広い恩恵を受け
ることができる

まだやるべきことがある。 結果を説明でき
ることが信頼の構築と適用のカギとなる

意識改革は難しいが、 いかなる分析の取
り組みにおいても成功に必須の重要な要
素である

新たなデータソースの利用に関しては、
保険会社は規制の変化に適応する必要
がある .
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