保険業界のデジタル変革

～世界で加速するデジタル技術の活用
テクノロジーの進化により、ビジネス環境は激変している。あらゆる業界で
イノベーションが起こり、デジタル技術を活用した革新的な商品・サービス
が産み出されている。デジタル化に成功した企業は、新たな顧客体験をもた
らして飛躍的な成長を遂げる一方、それが出来ない企業は顧客から見放され
る時代に突入した。

保険業界においても、変革に向けた様々な取り組みが進んでいる。弊社が

行った調査では、約6割の保険会社が変革プログラムへの投資を拡大してい
くと回答しており、保険業界の変革は更に加速していくであろう。
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変革に必要なデジタル技術は何か、今後のテクノロジーはどのように進化す
るのか。当寄稿では、これから本格化する保険業界のデジタル変革について
考察する。
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1.世界的に拡大する変革への投資
保険会社を取り巻く環境は、厳しさを増
している。保険の対象であるヒト、モノ
は変化し、従来の経営では収益が見込め
なくなってきている。そのため保険会社
は、戦略的な変革プログラムを立ち上
げ、様々な改革に乗り出している。

弊社が実施した調査Financial Services
Change Survey 2017 （日本を含む世界
8か国、金融機関の経営幹部787人に対

する調査、内292人が保険会社の経営幹
部）では、戦略的な変革プログラムへの
投資が拡大傾向にあることが読み取れ

る。図表1は保険会社の調査結果である
が、世界全体では、現在（図表1：A）で

も戦略的な変革プログラムに対して約

30%が大規模投資を行っているのに対
し、今後12ヶ月の投資予定（図表1：B）

としては、約60%が拡大予定となってい
る。また、投資先としても「効率化・コ
ストコントロール」向け、「顧客サービ
ス・体験」向けといった5分野の全てに

おいて、その拡大傾向が見られた。この
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投資傾向からも分かるように、保険会社

術への投資が前述の差を生んでいると考

と考えられる。

術の活用について検討・検証を進めてい

の変革スピードは世界的に加速していく

2. デジタル技術への投資が少ない
日本
前述の調査に関して、日本の投資傾向を
見ていきたいと思う。現在の投資規模と

しては、全5分野で概ね20%が大規模投
資を行っている。その内、世界平均との
ギャップが最も大きい分野は、「新デジ
タル技術・チャネル」の-19%（世界平
均：35%、日本平均：16%）であった。

また、この「新デジタル技術・チャネ

ル」に対する今後の投資予定としては、
拡大予定と回答した割合で-20%の

ギャップ（世界平均：61%、日本平均：

41%）が存在している。つまり、「新デ
ジタル技術・チャネル」向けの投資にお
ける世界と日本の差は、今後も拡大して
いく可能性が高い。

日本では、チャネル向けの投資を行って
いる保険会社は多いため、新デジタル技

えられる。日本の保険会社は、新しい技
る段階であり、本格的な大規模投資には
至っていないのであろう。

3. 変革に必要なデジタル技術と
は？
世界の保険会社は、どのようなデジタル
技術に投資しているのか。図表2は、保

険会社が変革プログラムを進める上で、
重要視しているデジタル技術の調査結果

である。1位は「ビッグデータ／アナリ
ティクス」であり、これは世界も日本も
同じであった。デジタル化が進み、多種
多様なデータがビジネスに活用されてい
ることが伺える。世界と日本で比較的大
きなギャップがあったのは、「クラウ
ド」と「ソーシャルメディア／コラボ
レーション」であった。「クラウド」

は、日本の保険会社でも活用が進んでい
るが、営業支援や情報系といった限定的
な範囲での活用に留まっていることが要

因と考えられる。「ソーシャルメディア／

図表1 戦略的変革プログラムに対する投資規模
A. 現在の投資規模
（左：世界平均、右：日本平均）
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コラボレーション」は、一般消費者への
普及は進んでいるものの、保険ビジネス
での活用が欧米に比べて低いのが実状で
あろう。

今後の保険業界に必要なデジタル技術は
何か。技術革新のスピードが増す現代で
は、特定の技術に絞り込むことは難し

い。図表2の調査結果においても、最下
位の「ロボティクス」でさえ世界の保険

Technology Vision 2017
～5つのITトレンド～

・AIは新しいユーザーインターフェース
～「体験」を第一に～

・無限の可能性を持つエコシステム
～“Weエコノミー”を解放する～

・人材のマーケットプレイス
～未来を創造する～

を考えた場合、顧客と企業をつなぐユー

ザーインターフェースとしてのAI活用が
鍵となる。

Amazon Echoのように、顧客はAIとの直

接的な接点を持ち始めている。顧客はAI

を通じて企業とのコミュニケーションを

持ち、そのAIが企業のデジタルブランド
を形成していく。

会社の43%が重要と考えており、全方位

・“ひと”のためのデザイン

保険業界においては、ヘルプデスクの問

では、デジタル技術向けの投資は、どの

・未踏の領域へ

おいて、AIの活用が始まっている。一

的な投資が行われていると推測される。
ように進めていくべきか。この難題に向
き合うためには、テクノロジーのトレン
ドを把握し、今後の技術革新を先読みす
ることが肝要である。

4. テクノロジートレンドから見る今
後のデジタル変革

～新たな行動を喚起する～
～新しい産業と標準の創出～

本稿では、この5つのトレンドの内、海
外の保険業界で実用化が進んでいる3つ

を踏まえながら、今後のデジタル変革に
ついて考察する。

弊社では、今後3～5年間のうちに企業、

• AIは新しいユーザーインターフェース

される新たなIT分野の事象をTechnology

状は社内の業務効率化やコスト削減を対

政府機関等に大きな影響を及ぼすと予想
Visionとして毎年特定している。

AIの活用は日本でも始まっているが、現
象としていることが多い。これからのAI

い合わせ業務、損害調査の画像診断等に
方、これから進むユーザーインター
フェースとしてのAI活用は、保険の加

入・保全・支払における顧客接点がター

ゲットとなる。今後顧客は、AIを通じて
保険の相談・各種請求を行ったり、AIに
よる最適なアドバイスを享受したりして
いくと予想される。また、機械同士の対
話が発展してくと、自動車に搭載された
装置が事故を検知し、その情報を基に保
険金が自動的に請求されるようなことも

考えられる。社内向け中心のAIが、社外
の顧客向けに転換する日も近い。
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図表2 変革プログラムを進める上で重要なデジタル技術は？（上段：世界平均、下段：日本平均）
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• 人材のマーケットプレイス

世界的には、フリーランサー等の活用に
よるクラウドソーシングが進展してい

る。必要な時に、必要な人材を確保でき
るオンデマンド型の潮流が起こり、労働
力が流体化している。また、人事系テク
ノロジーのスタートアップ企業も台頭

し、クラウドソーシングのプラット
フォーム提供も始まっている。

保険業界においても、クラウドソーシン

グの活用が想定される。アメリカの
WeGoLookは、調査サービスを提供して

いるが、その調査は“LOOKERS”と呼ば
れる登録エージェント（一般人）が行っ
ている。エージェントは、依頼された現
場の写真・動画を撮り、それを依頼人に
送信するというスキームであり、エー

ジェントを活用したビジネスモデルとい
う意味ではUberに近い。同社は、保険

会社向けのサービスも提供しており、損
害調査等での活用が見込まれる。
• “ひと”のためのデザイン
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従来、“ひと”がテクノロジーに合わせる
部分が多かったが、これからはテクノロ

ジーが“ひと”に合わせていく時代を迎え
る。先進的なテクノロジーは、自ら学習
することができ、文脈解析や画像認識に
より人間と同じように思考することが可
能となる。今後のテクノロジーは、“ひ

と”の欲求やニーズに合わせて、継続的
に自らを変えていくであろう。

フランスのEurop Assistanceは、モー

ションセンサーを組み込んだスマート
ボックスを活用し、先進的なケアサービ
スを提供している。このスマートボック
スを家庭に設置すると、テクノロジーが
“ひと”の日常的な行動パターンを学習し、

提供するサービスを最適化していく。例
えば、キッチンの利用頻度が下がった場
合は栄養関連のアドバイスを行ったり、
外出が減った場合は社会的な孤立をア

ラートしたりする。また行動データは、
家族に送信することも可能であり、遠方
に住む高齢者向けのケアサービスとして
も役立てられている。このようなサービ

スは、少子高齢化が進む日本において
も、ニーズが高いのではないだろうか。

5. まとめ

保険業界は変革期を迎えている。世界で
は、様々な戦略的投資が行われ、その規
模も拡大している。この投資に成功し、
変革を成し遂げた保険会社が新たな時代
をリードしていくであろう。

世界と日本では、デジタル技術への投資
に違いが見られた。世界的にはデジタル
技術の実用化が進み、保険会社が提供す
るサービスも変化してきている。日本の
保険会社もデジタル化を加速していく必
要があるのではないかと考えている。

技術革新のスピードが増す現代では、個
別のデジタル技術の見極めに多くの時間
を要している余裕はない。これから必要
なことは、今後の技術動向を踏まえ、技
術の進化を先読みし、先進技術を柔軟に
取り込んでいくことである。日本の保険
業界においても、デジタル化が進み、日
本発の新たな商品・サービスが産まれる

よう、弊社も取り組んでいきたいと思う。

