
保険ビジネスの商品・サービス連携の方向性
 ～カスタマータッチポイント掌握に向けて

「日本の保険市場は今後成長するのか？」
クライアントをはじめとする保険業界関係者の方から、このような問いをいただく
ことがよくある。

答えは「Yes」であるが、今後を考えるに当たりポイントになるのは、「市場をどう定
義するか」である。

所謂、従来の保険商品で戦うのか、あるいはその周辺に存在する、しかし極めて
本質的な「より健康的な生活を送りたい」「安全・エコな運転をしたい」といった顧
客ニーズに新たなサービスをもって対応していくかによって、市場の捉え方は大
きく異なるだろう。

既に海外では、保険に留まらない保険周辺サービスについて大きなトレンドが生
まれており、技術的にだけでなくビジネスとして成功している事例も出てきている。
国内においては導入期に当たるであろう新たなビジネスモデルの必要性と可能
性について考察したい。
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来たる「カスタマータッチポイント」
覇権争い

Google、ウォルマート、イケア等、異
業種からの保険ビジネスへの参入が続
いている。今後、日本市場への展開を
含め、国内の異業種同様、現状の代理
店ビジネスに留まるのか、保険本業に
まで事業を拡大していくかは憶測の域
を出ない。しかしいずれにしても、保
険会社にとって脅威となるのは彼らの
持つ顧客基盤×接触頻度（以降、カスタ
マータッチポイント）であろう。

弊社調査によると、保険会社は顧客基
盤については一定規模保有している
が、接触頻度は異業種と比べても極端
に少ない（図表1）。異業種は本業であ
るWebサービスや小売りビジネスにお
いて豊富なカスタマータッチポイント
を有しており、これが保険ビジネスに
活用された場合、大きな差別化要素と
なる可能性を秘めている。

そもそも、保険会社にとってカスタ
マータッチポイント強化はこれまでも
主要課題の一つであり、各社とも取組
みを行ってきた。しかし、保険商品だ

けでは接触頻度の増加に限界があるこ
とに加え、販売チャネル（代理店や本
社への情報連携が必ずしも十分ではな
い営業職員）が介在することで保険会
社本社のカスタマータッチポイントが
間接化してしまうことなどが大きな要
因となり、十分な成果を出せていると
は言い難い。

今後、異業種動向も踏まえ、カスタ
マータッチポイントをめぐる競争は激
化の一途を辿り、保険会社にとってビ
ジネスの成否を分ける影響を及ぼす可
能性がある。

保険周辺サービスという方向性
～保険会社の取組み状況と課題

保険会社にとって、カスタマータッチ
ポイントの現状課題を解決し、異業種
と同等のレベルにまで強化する一つの
方向性として、保険ビジネスに親和性
の高いサービスの実現が考えられる。
例えば健康増進やテレマティクス関連
のサービスが挙げられるが、保険会社
はこうしたサービスでカスタマータッ
チポイントを活性化するとともに、保
険ビジネスも含めて成長できるような

ビジネスモデルに変革していくことが
求められる。

実際に、多くの保険会社が保険周辺
サービスの提供を始めており、中には
一定の成果を見せているものもある。
但し現状、その多くはサービスライン
アップが限定的なものに留まってい
る。また、カスタマータッチポイント
より得られる顧客情報を分析し、商
品・サービス（提供企業）間で共有の
上、顧客に最適なパッケージとして提
供するまでには至っていない。

自社にとって、保険周辺サービスを戦略
的にどのような位置付けにするかにも
よるが、カスタマータッチポイント強化
に向けては、量・質ともに高度化の余
地が残されているのではないだろうか。

商品・サービス連携のモデルケース
「Vitality」

保険周辺サービスの方向性を考える上
で、Vitalityは参考とすべき事例の一つ
である。Vitalityとは、南アフリカの保
険会社であるDiscovery社の健康増進
サービスであり、現在ではアメリカ、

イギリス、中国等グローバルに展開さ
れている。直近では、ドイツ・イタリ
アでGenerali、アメリカでJohn Hancock
がDiscovery社との提携に基づきVitality
の提供を決めている。Vitalityは顧客に
対し、その健康状態やニーズに応じ
て、提携企業を通じ各種サービスを提
供する。Vitalityへの参加は有料となる
ケースが多い（提供保険会社の方針に
よる）が、各種サービスが割引価格に
なることやポイント還元の仕組みによ
り、顧客にとって実質的な金銭的負担
は無いに等しい（図表2）。

Discovery社では、Vitality導入効果とし
て、利用顧客の保険金支払が通常より
約10～30%、解約失効が約40～50%低
減したとしている。また、提携企業に
対しても集客効果があり、好循環を生
むビジネスモデルが構築されていると
言っていい。

顧客は大きく以下のステップでVitality
を利用する。

1. 健康状態の把握

オンライン上のアンケートに基づき体年齢
を診断（健康診断結果も連携可能）

2. 個人目標の設定

健康状態を踏まえ、禁煙や減量等、健
康増進メニューを選択

3. 各種プログラムの実施

禁煙プログラムやジム、スポーツイベ
ント（マラソン等）といったレコメン
デーションに基づき、各種健康増進プ
ログラムへ参加（特定プログラムの活
動状況はウェアラブルデバイスを通じ
て記録）

4. ポイント・ステータス獲得

プログラム実施状況に応じてポイント
を獲得、提携商品・サービスに利用。
また獲得ポイント数に応じてステータ
スが上がり、商品・サービスの割引率
も向上

5. その他サービスの利用

健康増進だけでなく、航空券・ホテ
ル・映画鑑賞等の各種商品・サービス
を割引・ポイントで利用可能

カスタマータッチポイント強化という
観点でVitalityが特筆に値するのは、保
険商品だけではリーチし得ない（但し
顧客が真に望んでいる）健康増進と

いった日常的なニーズに対応している
こと、結果（健康になったか）よりも
プロセス（健康増進に資する活動をし
たか）を重視し顧客に利益を還元して
いること、その実現に向けスマート
フォンやウェアラブルデバイスといっ
た高密度の顧客接点を構築するととも
に大量の顧客データを分析・活用して
いる点にある。

顧客にとって保険会社は、健康増進に
向けたアドバイザーであり各種商品・
サービスのアグリゲーター（保険商品
もその一つ）であり、究極的にはより
良い生活を送るためのパートナーにな
りうる。

前述のVitalityのグローバル展開が加速
している背景として、成功モデルをい
ち早く取込み、他社に対して競争優位
性を迅速に確立したいという各社の思
惑が垣間見える。

実現に向けた3つの要諦

Vitalityで実現されている成功要素は、
保険会社がカスタマータッチポイント
を強化しさらなる成長を実現していく

上で大いに参考になるのではないかと
考える。

要諦①　一連の顧客ニーズを満たす包
括的なサービスプログラムの提供
健康増進であれテレマティクスであ
れ、どこまでのサービスラインアップ
をカバーできるかが重要となる。求め
るサービスを提供できない場合、顧客
は他へ流れカスタマータッチポイント
は分断される。最適なサービスを提供
する上では、顧客ニーズが完結するビ
ジネスモデルであることが望ましい。

要諦②　高密度の接点構築
包括的なサービスプログラムを真に活
かすためには、顧客が求めるサービス
がタイムリーに提供されなければなら
ない。この実現に向けては、きめ細か
い顧客情報を可能な限りリアルタイム
に取得することが求められる。つまり
人的チャネルでは限界があると言える。

顧客情報収集に向けては、スマート
フォンアプリやウェアラブルデバイ
ス・センサーといった、顧客が自ら登
録する、あるいは自動的に吸上げる仕
組みが望ましい。

要諦③　他社に先駆けたスピーディな
展開（顧客分析基盤の構築）
顧客の健康増進ニーズに対応するため
には、保険会社がこれまで管理してこ
なかった顧客情報が重要な意味を持
つ。この情報をいかに早期に収集・分
析し、サービス提供につなげられるか
がポイントとなる。

事実、海外保険会社の事例を見ても、
まずは分析基盤構築のための顧客情報
収集を目的としたサービス展開（ス
モールスタート）を行うケースもあ
る。ここでは競争優位性確立に向け、
顧客情報の収集・分析をトライ＆エ
ラーで実現していくことが最も効果的
であると考えられているのである。

フロントランナーは誰か

国内における保険周辺サービスは未だ
導入期にあると考えられ、各社の今後
の動向が注目される。但し3つの要諦を
抑えることは決して容易ではない。保
険業界関係者の方と議論させていただ
く中でも、「プランは比較的容易だが
実現は極めて困難」という声が多いの
が事実である。

今回のような特性のサービスを実現し
ていく上では、「アジャイル型の実
行」×「外部パートナーの活用」という
発想が重要になってくると考える。

実現スピードを最優先とすると、従来
型のプランを固めてから実行ではな
く、プランと実行を繰り返しながらあ
るべき姿を模索すべきである。

また包括的なサービスプログラムを実
装するには、専門業者との提携は不可
欠となるであろう。これは量的な充足
だけでなく、サービス品質を担保する
点においても言える。

これに加え、Vitalityのような既に実証済
みのプラットフォームを活用するとい
う手段は、前述したグローバル展開動
向を見ても、極めて有効であると考える。

このようなアプローチは初期における
投資判断が難しいが、それを是としてい
ち早く実行に踏み切れる保険会社こそ
が勝者となりうるのではないだろうか。

ビジネスプロセス高度化のニーズ

市場の好況により多くの金融機関で投
資意欲が旺盛になってきた。それらの
金融機関では次なる一手として、グ
ループ会社内、グローバルグループ会
社内のビジネスプロセスの標準化の検
討事例が増えてきている。銀行では国
外金融機関を買収し業務効率性向上を
狙ったプロセス標準化の事例、保険業
界では大手保険会社における生保・損
保一体としたビジネスモデルの深化を
目的として、営業支援領域でビジネス
プロセス標準化を検討・推進している
事例がある。また、海外においては顧
客接点の満足度向上を狙い、One to One
のユーザエクスペリエンスを実現しよ
うと、多くの部門にまたがっていた顧
客対応業務をシームレスにするため
に、ユーザコンタクトを一元管理する
ものや、コンタクト履歴から次の商流
を捉え、部署を超えて確実に成果につ
なげていく保険会社の事例等、従来の
ビジネスプロセスをより高度化するこ
とに力点をおいた施策を検討する会社
が非常に増えてきている。

しかし、多くの会社では各業務システ
ムはサイロに作られており、部門横断
的なシステムを構築していくには課題
が多い。また、レガシーシステムその
ものが柔軟性に乏しいことも多く、ビ
ジネスプロセス高度化の足かせになっ
ているケースも少なくない。

結果、既存資産を活かしながら、業
務・システムを横断的につないでいく
ソリューションが求められている。

Pegaの有効性（図表1）

Pegaとはグローバルの大手金融機関に
対し多くの導入実績があるパッケージ
で、ビジネスプロセスのワークフロー
をシステム化していくことに優れてい
る。弊社はグローバルでPegaのプラチ
ナパートナーとして認定され、最も導
入実績の多い会社の一つである。Pega
は、ワークフロー・ユーザインター
フェース・システムインターフェー
ス・ルールエンジンなど、ビジネスプ
ロセスのワークフローをシステム化す
るために必要な部品をコーディングす
ることなく、コンフィグレーションで

構築することができる開発生産性の高
い開発基盤である。また、アドホック
に発生した業務を追加する機能、承認
者が不在だった場合の代行者を設定す
る機能など、ワークフローを実行する
際に有用である機能、およびビジネス
のパフォーマンスを把握するための
BAM（Business Activity Monitoring）
などを標準機能として提供する実行基
盤でもある。ビジネスプロセスの高度
化が必要な局面において最も有効なソ
リューションの一つになると考えてい
る。Pegaが優れているのは主に以下の
点である。

① ビジネスプロセスのモデリングから
システム化までを1パッケージでサ
ポート

システムを構築するにあたっては、ビ
ジネスプロセスのモデリング、U I
（ユーザインターフェース）の作成、
ビジネスルールの組み込み、他システ
ムとのインターフェースを構築してい
く必要がある。一般的にはビジネスプ
ロセス用のソフトウェア、ビジネスルー
ル用のソフトウェア、インターフェー

ス用のソフトウェアがそれぞれ個別の
製品として提供されており、それぞれ
が連例できる機能は提供されているも
のの、開発の際には都度開発ツールを
切り替える必要がある。しかしPegaは
これらがひとつのパッケージでシーム
レスに構築できるため、各機能の連携
に手間をかける必要がない。かつPega
は開発をコーディングすることなく、
コンフィグレーションで構築すること
ができるため、ユーザ要望をクイック
にシステムへ実現することに優れてい
る。加えて、ビジネスプロセスの標準
化に有効な機能をそろえている。例え
ばプロセスの標準化を行った際にはど
うしても発生する例外的なプロセス
を、Javaの「継承」の考え方を用いて、
標準プロセスに手を加えることなく一
定条件の場合にのみ実行することなど
ができる。この機能を用いると、グ
ローバルでのビジネスプロセスの標準
化推進と、各国で異なるレギュレー
ションの対応が共存できるようになる。

② 柔軟なシステムインターフェース

業務ごとに作られたシステムの上に業
務横断的なビジネスプロセスを構築す
るには、レガシーシステムとのデータ
の授受が必須となる。Pegaはシステム
インターフェースをサポートするコネ
クタを豊富に提供しており、一般的な
システムインターフェースの手法であ
ればコンフィグレーションでシステム
インターフェースを実装することがで
きる。レガシーシステムの機能を活用
しながら、ビジネスプロセスを実行す
るにあたって必要なデータのみレガ
シーシステムから受領し、各処理を
Pega上で実施。処理が完了したものを
レガシーシステムに返していく、と
いった既存資産を有効に活用しなが
ら、不足している機能をPegaが補完で
きるのである。そのため、例えばIT部門
の余力がなく、どうしてもシステム化
の対応が遅れていた領域に対し、業務
部門が主導でPegaを用いてビジネスプ
ロセスを支えるシステムを構築し、最
後に最低限のデータ授受のみＩＴ部門
に対応を依頼する、といった事例も散
見される。

③ 業務KPIの可視化と業務変革のPDCA
実行

ビジネスプロセスの高度化には、現行
ビジネスのパフォーマンス計測は必須
であるが、Pegaはパフォーマンスを計
測するための機能をいくつか標準で提
供している。例えば「依頼を受けてか
ら処理を完了するまでの期間を案件単
位で可視化」や、「受けた依頼のうち、
どの程度の案件がエスカレーションさ
れているか？」などの情報を可視化す
ることに長けている。よって、ビジネ
スのパフォーマンスを見ながら、有効
な改善策を検討することができ、①の
特徴を生かしながら継続的なビジネス
変革を行うことが可能となる。

専門的組織による支援

最新テクノロジーの導入を進めるにあたっ
ては、専門的な組織を集中的に立ち上
げ、Shared Serviceの形でOne to Many
の体制を構築することが肝要と考える。
特にPegaの場合は、パッケージそのも
のが対応できる幅が広いこともあり、より
専門的な組織（Center of Excellence：CoE）
が提供できる価値は多くなるであろう
（図表2）。

Pegaに関する資産と人員を集約するこ
とで、あまりPegaになじみのないクラ
イアントに対しても早期にプロジェク
トを立ち上げ・推進する場面で有効に
なると考える。

① コンサルティングから開発・運用ま
でワンストップでサービス提供

従来弊社が個別にサポートしているビ
ジネスコンサルティング、システム開
発、アウトソーシングのノウハウをCoE
に集約することにより、ビジネスプロ
セスの高度化の施策をより早く実現す
るための体制を構築した。ビジネスコ
ンサルティングが業務KPIを基にビジネ
スプロセス高度化の施策を策定し、
Pega開発者がシステムを実装、一定期
間業務を実行した後、再度業務KPIを参
照しながら施策を検討するといったビ
ジネス高度化のPDCAをワンストップで
提供できる。結果、小さな施策を試行
しながら効果が高いところを見極め、
効果のあるところに対して大規模に投
資を行っていくような進め方もできる
ようになり、より効果的にビジネスプ
ロセスの高度化を行うことが可能に
なる。

② 専門家の効果的な利用

ビジネスプロセスの高度化を継続的に
実現できるシステムを構築するには、
十分な業務分析を行いながら標準プロ
セスを見極め、最も業務変革に寄与す
るような業務ルールを見極め、それら
をメンテナビリティ高く維持するため
のシステムの設計を行うことが不可欠
である。そのためにも、Pegaの特徴
を理解し、業務を分析できる B A
（Business Architect）と、システムをメ
ンテナビリティ高く設計できる S A
（System Architect）の存在が重要になっ
てくる。現時点の日本のマーケットに
おいて、PegaのBA/SAを担える人材は多
くないのが現状であり、限られた専門
家をCoEに集約し、One to Manyの体制
を構築することで、複数プロジェクト
を支援することができる。

③知識の集約・アセットの継続的な改善

アクセンチュア・グローバルでは金融
業界を中心に、すでに国内外50以上の
クライアントに100以上のプロジェクト
をデリバリーしており、世界で1000名
以上のPega専門家を有する。また、
Pegaの開発に最適化された独自の開発

方法論（Accenture Foundation Platform 
for Pega）を有しており、各種成果物の
テンプレートやベストプラクティスを
集約したガイドライン、開発を効率的
に進めるツールを有している。これら
の資産・知見をCoEで継続的にローカラ
イズすることで、各プロジェクトへの
最適化や、グローバルでの継続的なベ
ストプラクティスの取り込みなどを行
うことができる。

総括

前述のようなビジネスプロセスの高度
化は、複数部署や国が関与するため、
多くのステークホルダーが存在し、彼
らへの要件調整に多くの時間を割くこ
とも多い。しかし、Pega CoEを活用し
早期かつ継続的なプロセス改善を前提
とすることにより、要件調整の難しさ
を緩和することもできると考える。も
し、ビジネスプロセスの標準化や、横
断的なビジネスプロセスの構築を考え
ているのであれば、一度お問い合わせ
頂ければ幸いである。
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来たる「カスタマータッチポイント」
覇権争い

Google、ウォルマート、イケア等、異
業種からの保険ビジネスへの参入が続
いている。今後、日本市場への展開を
含め、国内の異業種同様、現状の代理
店ビジネスに留まるのか、保険本業に
まで事業を拡大していくかは憶測の域
を出ない。しかしいずれにしても、保
険会社にとって脅威となるのは彼らの
持つ顧客基盤×接触頻度（以降、カスタ
マータッチポイント）であろう。

弊社調査によると、保険会社は顧客基
盤については一定規模保有している
が、接触頻度は異業種と比べても極端
に少ない（図表1）。異業種は本業であ
るWebサービスや小売りビジネスにお
いて豊富なカスタマータッチポイント
を有しており、これが保険ビジネスに
活用された場合、大きな差別化要素と
なる可能性を秘めている。

そもそも、保険会社にとってカスタ
マータッチポイント強化はこれまでも
主要課題の一つであり、各社とも取組
みを行ってきた。しかし、保険商品だ

けでは接触頻度の増加に限界があるこ
とに加え、販売チャネル（代理店や本
社への情報連携が必ずしも十分ではな
い営業職員）が介在することで保険会
社本社のカスタマータッチポイントが
間接化してしまうことなどが大きな要
因となり、十分な成果を出せていると
は言い難い。

今後、異業種動向も踏まえ、カスタ
マータッチポイントをめぐる競争は激
化の一途を辿り、保険会社にとってビ
ジネスの成否を分ける影響を及ぼす可
能性がある。

保険周辺サービスという方向性
～保険会社の取組み状況と課題

保険会社にとって、カスタマータッチ
ポイントの現状課題を解決し、異業種
と同等のレベルにまで強化する一つの
方向性として、保険ビジネスに親和性
の高いサービスの実現が考えられる。
例えば健康増進やテレマティクス関連
のサービスが挙げられるが、保険会社
はこうしたサービスでカスタマータッ
チポイントを活性化するとともに、保
険ビジネスも含めて成長できるような

ビジネスモデルに変革していくことが
求められる。

実際に、多くの保険会社が保険周辺
サービスの提供を始めており、中には
一定の成果を見せているものもある。
但し現状、その多くはサービスライン
アップが限定的なものに留まってい
る。また、カスタマータッチポイント
より得られる顧客情報を分析し、商
品・サービス（提供企業）間で共有の
上、顧客に最適なパッケージとして提
供するまでには至っていない。

自社にとって、保険周辺サービスを戦略
的にどのような位置付けにするかにも
よるが、カスタマータッチポイント強化
に向けては、量・質ともに高度化の余
地が残されているのではないだろうか。

商品・サービス連携のモデルケース
「Vitality」

保険周辺サービスの方向性を考える上
で、Vitalityは参考とすべき事例の一つ
である。Vitalityとは、南アフリカの保
険会社であるDiscovery社の健康増進
サービスであり、現在ではアメリカ、

イギリス、中国等グローバルに展開さ
れている。直近では、ドイツ・イタリ
アでGenerali、アメリカでJohn Hancock
がDiscovery社との提携に基づきVitality
の提供を決めている。Vitalityは顧客に
対し、その健康状態やニーズに応じ
て、提携企業を通じ各種サービスを提
供する。Vitalityへの参加は有料となる
ケースが多い（提供保険会社の方針に
よる）が、各種サービスが割引価格に
なることやポイント還元の仕組みによ
り、顧客にとって実質的な金銭的負担
は無いに等しい（図表2）。

Discovery社では、Vitality導入効果とし
て、利用顧客の保険金支払が通常より
約10～30%、解約失効が約40～50%低
減したとしている。また、提携企業に
対しても集客効果があり、好循環を生
むビジネスモデルが構築されていると
言っていい。

顧客は大きく以下のステップでVitality
を利用する。

1. 健康状態の把握

オンライン上のアンケートに基づき体年齢
を診断（健康診断結果も連携可能）

2. 個人目標の設定

健康状態を踏まえ、禁煙や減量等、健
康増進メニューを選択

3. 各種プログラムの実施

禁煙プログラムやジム、スポーツイベ
ント（マラソン等）といったレコメン
デーションに基づき、各種健康増進プ
ログラムへ参加（特定プログラムの活
動状況はウェアラブルデバイスを通じ
て記録）

4. ポイント・ステータス獲得

プログラム実施状況に応じてポイント
を獲得、提携商品・サービスに利用。
また獲得ポイント数に応じてステータ
スが上がり、商品・サービスの割引率
も向上

5. その他サービスの利用

健康増進だけでなく、航空券・ホテ
ル・映画鑑賞等の各種商品・サービス
を割引・ポイントで利用可能

カスタマータッチポイント強化という
観点でVitalityが特筆に値するのは、保
険商品だけではリーチし得ない（但し
顧客が真に望んでいる）健康増進と

いった日常的なニーズに対応している
こと、結果（健康になったか）よりも
プロセス（健康増進に資する活動をし
たか）を重視し顧客に利益を還元して
いること、その実現に向けスマート
フォンやウェアラブルデバイスといっ
た高密度の顧客接点を構築するととも
に大量の顧客データを分析・活用して
いる点にある。

顧客にとって保険会社は、健康増進に
向けたアドバイザーであり各種商品・
サービスのアグリゲーター（保険商品
もその一つ）であり、究極的にはより
良い生活を送るためのパートナーにな
りうる。

前述のVitalityのグローバル展開が加速
している背景として、成功モデルをい
ち早く取込み、他社に対して競争優位
性を迅速に確立したいという各社の思
惑が垣間見える。

実現に向けた3つの要諦

Vitalityで実現されている成功要素は、
保険会社がカスタマータッチポイント
を強化しさらなる成長を実現していく

上で大いに参考になるのではないかと
考える。

要諦①　一連の顧客ニーズを満たす包
括的なサービスプログラムの提供
健康増進であれテレマティクスであ
れ、どこまでのサービスラインアップ
をカバーできるかが重要となる。求め
るサービスを提供できない場合、顧客
は他へ流れカスタマータッチポイント
は分断される。最適なサービスを提供
する上では、顧客ニーズが完結するビ
ジネスモデルであることが望ましい。

要諦②　高密度の接点構築
包括的なサービスプログラムを真に活
かすためには、顧客が求めるサービス
がタイムリーに提供されなければなら
ない。この実現に向けては、きめ細か
い顧客情報を可能な限りリアルタイム
に取得することが求められる。つまり
人的チャネルでは限界があると言える。

顧客情報収集に向けては、スマート
フォンアプリやウェアラブルデバイ
ス・センサーといった、顧客が自ら登
録する、あるいは自動的に吸上げる仕
組みが望ましい。

要諦③　他社に先駆けたスピーディな
展開（顧客分析基盤の構築）
顧客の健康増進ニーズに対応するため
には、保険会社がこれまで管理してこ
なかった顧客情報が重要な意味を持
つ。この情報をいかに早期に収集・分
析し、サービス提供につなげられるか
がポイントとなる。

事実、海外保険会社の事例を見ても、
まずは分析基盤構築のための顧客情報
収集を目的としたサービス展開（ス
モールスタート）を行うケースもあ
る。ここでは競争優位性確立に向け、
顧客情報の収集・分析をトライ＆エ
ラーで実現していくことが最も効果的
であると考えられているのである。

フロントランナーは誰か

国内における保険周辺サービスは未だ
導入期にあると考えられ、各社の今後
の動向が注目される。但し3つの要諦を
抑えることは決して容易ではない。保
険業界関係者の方と議論させていただ
く中でも、「プランは比較的容易だが
実現は極めて困難」という声が多いの
が事実である。

今回のような特性のサービスを実現し
ていく上では、「アジャイル型の実
行」×「外部パートナーの活用」という
発想が重要になってくると考える。

実現スピードを最優先とすると、従来
型のプランを固めてから実行ではな
く、プランと実行を繰り返しながらあ
るべき姿を模索すべきである。

また包括的なサービスプログラムを実
装するには、専門業者との提携は不可
欠となるであろう。これは量的な充足
だけでなく、サービス品質を担保する
点においても言える。

これに加え、Vitalityのような既に実証済
みのプラットフォームを活用するとい
う手段は、前述したグローバル展開動
向を見ても、極めて有効であると考える。

このようなアプローチは初期における
投資判断が難しいが、それを是としてい
ち早く実行に踏み切れる保険会社こそ
が勝者となりうるのではないだろうか。

図表1   カスタマータッチポイント（顧客基盤×接触頻度）比較

ビジネスプロセス高度化のニーズ

市場の好況により多くの金融機関で投
資意欲が旺盛になってきた。それらの
金融機関では次なる一手として、グ
ループ会社内、グローバルグループ会
社内のビジネスプロセスの標準化の検
討事例が増えてきている。銀行では国
外金融機関を買収し業務効率性向上を
狙ったプロセス標準化の事例、保険業
界では大手保険会社における生保・損
保一体としたビジネスモデルの深化を
目的として、営業支援領域でビジネス
プロセス標準化を検討・推進している
事例がある。また、海外においては顧
客接点の満足度向上を狙い、One to One
のユーザエクスペリエンスを実現しよ
うと、多くの部門にまたがっていた顧
客対応業務をシームレスにするため
に、ユーザコンタクトを一元管理する
ものや、コンタクト履歴から次の商流
を捉え、部署を超えて確実に成果につ
なげていく保険会社の事例等、従来の
ビジネスプロセスをより高度化するこ
とに力点をおいた施策を検討する会社
が非常に増えてきている。

しかし、多くの会社では各業務システ
ムはサイロに作られており、部門横断
的なシステムを構築していくには課題
が多い。また、レガシーシステムその
ものが柔軟性に乏しいことも多く、ビ
ジネスプロセス高度化の足かせになっ
ているケースも少なくない。

結果、既存資産を活かしながら、業
務・システムを横断的につないでいく
ソリューションが求められている。

Pegaの有効性（図表1）

Pegaとはグローバルの大手金融機関に
対し多くの導入実績があるパッケージ
で、ビジネスプロセスのワークフロー
をシステム化していくことに優れてい
る。弊社はグローバルでPegaのプラチ
ナパートナーとして認定され、最も導
入実績の多い会社の一つである。Pega
は、ワークフロー・ユーザインター
フェース・システムインターフェー
ス・ルールエンジンなど、ビジネスプ
ロセスのワークフローをシステム化す
るために必要な部品をコーディングす
ることなく、コンフィグレーションで

構築することができる開発生産性の高
い開発基盤である。また、アドホック
に発生した業務を追加する機能、承認
者が不在だった場合の代行者を設定す
る機能など、ワークフローを実行する
際に有用である機能、およびビジネス
のパフォーマンスを把握するための
BAM（Business Activity Monitoring）
などを標準機能として提供する実行基
盤でもある。ビジネスプロセスの高度
化が必要な局面において最も有効なソ
リューションの一つになると考えてい
る。Pegaが優れているのは主に以下の
点である。

① ビジネスプロセスのモデリングから
システム化までを1パッケージでサ
ポート

システムを構築するにあたっては、ビ
ジネスプロセスのモデリング、U I
（ユーザインターフェース）の作成、
ビジネスルールの組み込み、他システ
ムとのインターフェースを構築してい
く必要がある。一般的にはビジネスプ
ロセス用のソフトウェア、ビジネスルー
ル用のソフトウェア、インターフェー

ス用のソフトウェアがそれぞれ個別の
製品として提供されており、それぞれ
が連例できる機能は提供されているも
のの、開発の際には都度開発ツールを
切り替える必要がある。しかしPegaは
これらがひとつのパッケージでシーム
レスに構築できるため、各機能の連携
に手間をかける必要がない。かつPega
は開発をコーディングすることなく、
コンフィグレーションで構築すること
ができるため、ユーザ要望をクイック
にシステムへ実現することに優れてい
る。加えて、ビジネスプロセスの標準
化に有効な機能をそろえている。例え
ばプロセスの標準化を行った際にはど
うしても発生する例外的なプロセス
を、Javaの「継承」の考え方を用いて、
標準プロセスに手を加えることなく一
定条件の場合にのみ実行することなど
ができる。この機能を用いると、グ
ローバルでのビジネスプロセスの標準
化推進と、各国で異なるレギュレー
ションの対応が共存できるようになる。

② 柔軟なシステムインターフェース

業務ごとに作られたシステムの上に業
務横断的なビジネスプロセスを構築す
るには、レガシーシステムとのデータ
の授受が必須となる。Pegaはシステム
インターフェースをサポートするコネ
クタを豊富に提供しており、一般的な
システムインターフェースの手法であ
ればコンフィグレーションでシステム
インターフェースを実装することがで
きる。レガシーシステムの機能を活用
しながら、ビジネスプロセスを実行す
るにあたって必要なデータのみレガ
シーシステムから受領し、各処理を
Pega上で実施。処理が完了したものを
レガシーシステムに返していく、と
いった既存資産を有効に活用しなが
ら、不足している機能をPegaが補完で
きるのである。そのため、例えばIT部門
の余力がなく、どうしてもシステム化
の対応が遅れていた領域に対し、業務
部門が主導でPegaを用いてビジネスプ
ロセスを支えるシステムを構築し、最
後に最低限のデータ授受のみＩＴ部門
に対応を依頼する、といった事例も散
見される。

③ 業務KPIの可視化と業務変革のPDCA
実行

ビジネスプロセスの高度化には、現行
ビジネスのパフォーマンス計測は必須
であるが、Pegaはパフォーマンスを計
測するための機能をいくつか標準で提
供している。例えば「依頼を受けてか
ら処理を完了するまでの期間を案件単
位で可視化」や、「受けた依頼のうち、
どの程度の案件がエスカレーションさ
れているか？」などの情報を可視化す
ることに長けている。よって、ビジネ
スのパフォーマンスを見ながら、有効
な改善策を検討することができ、①の
特徴を生かしながら継続的なビジネス
変革を行うことが可能となる。

専門的組織による支援

最新テクノロジーの導入を進めるにあたっ
ては、専門的な組織を集中的に立ち上
げ、Shared Serviceの形でOne to Many
の体制を構築することが肝要と考える。
特にPegaの場合は、パッケージそのも
のが対応できる幅が広いこともあり、より
専門的な組織（Center of Excellence：CoE）
が提供できる価値は多くなるであろう
（図表2）。

Pegaに関する資産と人員を集約するこ
とで、あまりPegaになじみのないクラ
イアントに対しても早期にプロジェク
トを立ち上げ・推進する場面で有効に
なると考える。

① コンサルティングから開発・運用ま
でワンストップでサービス提供

従来弊社が個別にサポートしているビ
ジネスコンサルティング、システム開
発、アウトソーシングのノウハウをCoE
に集約することにより、ビジネスプロ
セスの高度化の施策をより早く実現す
るための体制を構築した。ビジネスコ
ンサルティングが業務KPIを基にビジネ
スプロセス高度化の施策を策定し、
Pega開発者がシステムを実装、一定期
間業務を実行した後、再度業務KPIを参
照しながら施策を検討するといったビ
ジネス高度化のPDCAをワンストップで
提供できる。結果、小さな施策を試行
しながら効果が高いところを見極め、
効果のあるところに対して大規模に投
資を行っていくような進め方もできる
ようになり、より効果的にビジネスプ
ロセスの高度化を行うことが可能に
なる。

② 専門家の効果的な利用

ビジネスプロセスの高度化を継続的に
実現できるシステムを構築するには、
十分な業務分析を行いながら標準プロ
セスを見極め、最も業務変革に寄与す
るような業務ルールを見極め、それら
をメンテナビリティ高く維持するため
のシステムの設計を行うことが不可欠
である。そのためにも、Pegaの特徴
を理解し、業務を分析できる B A
（Business Architect）と、システムをメ
ンテナビリティ高く設計できる S A
（System Architect）の存在が重要になっ
てくる。現時点の日本のマーケットに
おいて、PegaのBA/SAを担える人材は多
くないのが現状であり、限られた専門
家をCoEに集約し、One to Manyの体制
を構築することで、複数プロジェクト
を支援することができる。

③知識の集約・アセットの継続的な改善

アクセンチュア・グローバルでは金融
業界を中心に、すでに国内外50以上の
クライアントに100以上のプロジェクト
をデリバリーしており、世界で1000名
以上のPega専門家を有する。また、
Pegaの開発に最適化された独自の開発

方法論（Accenture Foundation Platform 
for Pega）を有しており、各種成果物の
テンプレートやベストプラクティスを
集約したガイドライン、開発を効率的
に進めるツールを有している。これら
の資産・知見をCoEで継続的にローカラ
イズすることで、各プロジェクトへの
最適化や、グローバルでの継続的なベ
ストプラクティスの取り込みなどを行
うことができる。

総括

前述のようなビジネスプロセスの高度
化は、複数部署や国が関与するため、
多くのステークホルダーが存在し、彼
らへの要件調整に多くの時間を割くこ
とも多い。しかし、Pega CoEを活用し
早期かつ継続的なプロセス改善を前提
とすることにより、要件調整の難しさ
を緩和することもできると考える。も
し、ビジネスプロセスの標準化や、横
断的なビジネスプロセスの構築を考え
ているのであれば、一度お問い合わせ
頂ければ幸いである。

出典：生命保険協会、生保文化センター、総務省「平成25年
通信利用動向調査」、新日本スーパーマーケット協会「2014
年版スーパーマーケット白書」、各社HP、アクセンチュア消
費者調査よりアクセンチュア試算

 

 
接触頻度

顧
客
基
盤（
数
）

小売
（Walmart等）

保険
（生保例）

29倍

2倍

24倍

65倍

·  保険業界のカスタマータッチポイ
ントは異業種と比較すると極端に
弱い

·  特に既存顧客との接触頻度は抜本
的な改善が求められる

© 2015 Accenture All rights reserved. 
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11

来たる「カスタマータッチポイント」
覇権争い

Google、ウォルマート、イケア等、異
業種からの保険ビジネスへの参入が続
いている。今後、日本市場への展開を
含め、国内の異業種同様、現状の代理
店ビジネスに留まるのか、保険本業に
まで事業を拡大していくかは憶測の域
を出ない。しかしいずれにしても、保
険会社にとって脅威となるのは彼らの
持つ顧客基盤×接触頻度（以降、カスタ
マータッチポイント）であろう。

弊社調査によると、保険会社は顧客基
盤については一定規模保有している
が、接触頻度は異業種と比べても極端
に少ない（図表1）。異業種は本業であ
るWebサービスや小売りビジネスにお
いて豊富なカスタマータッチポイント
を有しており、これが保険ビジネスに
活用された場合、大きな差別化要素と
なる可能性を秘めている。

そもそも、保険会社にとってカスタ
マータッチポイント強化はこれまでも
主要課題の一つであり、各社とも取組
みを行ってきた。しかし、保険商品だ

けでは接触頻度の増加に限界があるこ
とに加え、販売チャネル（代理店や本
社への情報連携が必ずしも十分ではな
い営業職員）が介在することで保険会
社本社のカスタマータッチポイントが
間接化してしまうことなどが大きな要
因となり、十分な成果を出せていると
は言い難い。

今後、異業種動向も踏まえ、カスタ
マータッチポイントをめぐる競争は激
化の一途を辿り、保険会社にとってビ
ジネスの成否を分ける影響を及ぼす可
能性がある。

保険周辺サービスという方向性
～保険会社の取組み状況と課題

保険会社にとって、カスタマータッチ
ポイントの現状課題を解決し、異業種
と同等のレベルにまで強化する一つの
方向性として、保険ビジネスに親和性
の高いサービスの実現が考えられる。
例えば健康増進やテレマティクス関連
のサービスが挙げられるが、保険会社
はこうしたサービスでカスタマータッ
チポイントを活性化するとともに、保
険ビジネスも含めて成長できるような

ビジネスモデルに変革していくことが
求められる。

実際に、多くの保険会社が保険周辺
サービスの提供を始めており、中には
一定の成果を見せているものもある。
但し現状、その多くはサービスライン
アップが限定的なものに留まってい
る。また、カスタマータッチポイント
より得られる顧客情報を分析し、商
品・サービス（提供企業）間で共有の
上、顧客に最適なパッケージとして提
供するまでには至っていない。

自社にとって、保険周辺サービスを戦略
的にどのような位置付けにするかにも
よるが、カスタマータッチポイント強化
に向けては、量・質ともに高度化の余
地が残されているのではないだろうか。

商品・サービス連携のモデルケース
「Vitality」

保険周辺サービスの方向性を考える上
で、Vitalityは参考とすべき事例の一つ
である。Vitalityとは、南アフリカの保
険会社であるDiscovery社の健康増進
サービスであり、現在ではアメリカ、

イギリス、中国等グローバルに展開さ
れている。直近では、ドイツ・イタリ
アでGenerali、アメリカでJohn Hancock
がDiscovery社との提携に基づきVitality
の提供を決めている。Vitalityは顧客に
対し、その健康状態やニーズに応じ
て、提携企業を通じ各種サービスを提
供する。Vitalityへの参加は有料となる
ケースが多い（提供保険会社の方針に
よる）が、各種サービスが割引価格に
なることやポイント還元の仕組みによ
り、顧客にとって実質的な金銭的負担
は無いに等しい（図表2）。

Discovery社では、Vitality導入効果とし
て、利用顧客の保険金支払が通常より
約10～30%、解約失効が約40～50%低
減したとしている。また、提携企業に
対しても集客効果があり、好循環を生
むビジネスモデルが構築されていると
言っていい。

顧客は大きく以下のステップでVitality
を利用する。

1. 健康状態の把握

オンライン上のアンケートに基づき体年齢
を診断（健康診断結果も連携可能）

2. 個人目標の設定

健康状態を踏まえ、禁煙や減量等、健
康増進メニューを選択

3. 各種プログラムの実施

禁煙プログラムやジム、スポーツイベ
ント（マラソン等）といったレコメン
デーションに基づき、各種健康増進プ
ログラムへ参加（特定プログラムの活
動状況はウェアラブルデバイスを通じ
て記録）

4. ポイント・ステータス獲得

プログラム実施状況に応じてポイント
を獲得、提携商品・サービスに利用。
また獲得ポイント数に応じてステータ
スが上がり、商品・サービスの割引率
も向上

5. その他サービスの利用

健康増進だけでなく、航空券・ホテ
ル・映画鑑賞等の各種商品・サービス
を割引・ポイントで利用可能

カスタマータッチポイント強化という
観点でVitalityが特筆に値するのは、保
険商品だけではリーチし得ない（但し
顧客が真に望んでいる）健康増進と

いった日常的なニーズに対応している
こと、結果（健康になったか）よりも
プロセス（健康増進に資する活動をし
たか）を重視し顧客に利益を還元して
いること、その実現に向けスマート
フォンやウェアラブルデバイスといっ
た高密度の顧客接点を構築するととも
に大量の顧客データを分析・活用して
いる点にある。

顧客にとって保険会社は、健康増進に
向けたアドバイザーであり各種商品・
サービスのアグリゲーター（保険商品
もその一つ）であり、究極的にはより
良い生活を送るためのパートナーにな
りうる。

前述のVitalityのグローバル展開が加速
している背景として、成功モデルをい
ち早く取込み、他社に対して競争優位
性を迅速に確立したいという各社の思
惑が垣間見える。

実現に向けた3つの要諦

Vitalityで実現されている成功要素は、
保険会社がカスタマータッチポイント
を強化しさらなる成長を実現していく

上で大いに参考になるのではないかと
考える。

要諦①　一連の顧客ニーズを満たす包
括的なサービスプログラムの提供
健康増進であれテレマティクスであ
れ、どこまでのサービスラインアップ
をカバーできるかが重要となる。求め
るサービスを提供できない場合、顧客
は他へ流れカスタマータッチポイント
は分断される。最適なサービスを提供
する上では、顧客ニーズが完結するビ
ジネスモデルであることが望ましい。

要諦②　高密度の接点構築
包括的なサービスプログラムを真に活
かすためには、顧客が求めるサービス
がタイムリーに提供されなければなら
ない。この実現に向けては、きめ細か
い顧客情報を可能な限りリアルタイム
に取得することが求められる。つまり
人的チャネルでは限界があると言える。

顧客情報収集に向けては、スマート
フォンアプリやウェアラブルデバイ
ス・センサーといった、顧客が自ら登
録する、あるいは自動的に吸上げる仕
組みが望ましい。

要諦③　他社に先駆けたスピーディな
展開（顧客分析基盤の構築）
顧客の健康増進ニーズに対応するため
には、保険会社がこれまで管理してこ
なかった顧客情報が重要な意味を持
つ。この情報をいかに早期に収集・分
析し、サービス提供につなげられるか
がポイントとなる。

事実、海外保険会社の事例を見ても、
まずは分析基盤構築のための顧客情報
収集を目的としたサービス展開（ス
モールスタート）を行うケースもあ
る。ここでは競争優位性確立に向け、
顧客情報の収集・分析をトライ＆エ
ラーで実現していくことが最も効果的
であると考えられているのである。

フロントランナーは誰か

国内における保険周辺サービスは未だ
導入期にあると考えられ、各社の今後
の動向が注目される。但し3つの要諦を
抑えることは決して容易ではない。保
険業界関係者の方と議論させていただ
く中でも、「プランは比較的容易だが
実現は極めて困難」という声が多いの
が事実である。

今回のような特性のサービスを実現し
ていく上では、「アジャイル型の実
行」×「外部パートナーの活用」という
発想が重要になってくると考える。

実現スピードを最優先とすると、従来
型のプランを固めてから実行ではな
く、プランと実行を繰り返しながらあ
るべき姿を模索すべきである。

また包括的なサービスプログラムを実
装するには、専門業者との提携は不可
欠となるであろう。これは量的な充足
だけでなく、サービス品質を担保する
点においても言える。

これに加え、Vitalityのような既に実証済
みのプラットフォームを活用するとい
う手段は、前述したグローバル展開動
向を見ても、極めて有効であると考える。

このようなアプローチは初期における
投資判断が難しいが、それを是としてい
ち早く実行に踏み切れる保険会社こそ
が勝者となりうるのではないだろうか。

図表2   Discoveryビジネスモデル

ビジネスプロセス高度化のニーズ

市場の好況により多くの金融機関で投
資意欲が旺盛になってきた。それらの
金融機関では次なる一手として、グ
ループ会社内、グローバルグループ会
社内のビジネスプロセスの標準化の検
討事例が増えてきている。銀行では国
外金融機関を買収し業務効率性向上を
狙ったプロセス標準化の事例、保険業
界では大手保険会社における生保・損
保一体としたビジネスモデルの深化を
目的として、営業支援領域でビジネス
プロセス標準化を検討・推進している
事例がある。また、海外においては顧
客接点の満足度向上を狙い、One to One
のユーザエクスペリエンスを実現しよ
うと、多くの部門にまたがっていた顧
客対応業務をシームレスにするため
に、ユーザコンタクトを一元管理する
ものや、コンタクト履歴から次の商流
を捉え、部署を超えて確実に成果につ
なげていく保険会社の事例等、従来の
ビジネスプロセスをより高度化するこ
とに力点をおいた施策を検討する会社
が非常に増えてきている。

しかし、多くの会社では各業務システ
ムはサイロに作られており、部門横断
的なシステムを構築していくには課題
が多い。また、レガシーシステムその
ものが柔軟性に乏しいことも多く、ビ
ジネスプロセス高度化の足かせになっ
ているケースも少なくない。

結果、既存資産を活かしながら、業
務・システムを横断的につないでいく
ソリューションが求められている。

Pegaの有効性（図表1）

Pegaとはグローバルの大手金融機関に
対し多くの導入実績があるパッケージ
で、ビジネスプロセスのワークフロー
をシステム化していくことに優れてい
る。弊社はグローバルでPegaのプラチ
ナパートナーとして認定され、最も導
入実績の多い会社の一つである。Pega
は、ワークフロー・ユーザインター
フェース・システムインターフェー
ス・ルールエンジンなど、ビジネスプ
ロセスのワークフローをシステム化す
るために必要な部品をコーディングす
ることなく、コンフィグレーションで

構築することができる開発生産性の高
い開発基盤である。また、アドホック
に発生した業務を追加する機能、承認
者が不在だった場合の代行者を設定す
る機能など、ワークフローを実行する
際に有用である機能、およびビジネス
のパフォーマンスを把握するための
BAM（Business Activity Monitoring）
などを標準機能として提供する実行基
盤でもある。ビジネスプロセスの高度
化が必要な局面において最も有効なソ
リューションの一つになると考えてい
る。Pegaが優れているのは主に以下の
点である。

① ビジネスプロセスのモデリングから
システム化までを1パッケージでサ
ポート

システムを構築するにあたっては、ビ
ジネスプロセスのモデリング、U I
（ユーザインターフェース）の作成、
ビジネスルールの組み込み、他システ
ムとのインターフェースを構築してい
く必要がある。一般的にはビジネスプ
ロセス用のソフトウェア、ビジネスルー
ル用のソフトウェア、インターフェー

ス用のソフトウェアがそれぞれ個別の
製品として提供されており、それぞれ
が連例できる機能は提供されているも
のの、開発の際には都度開発ツールを
切り替える必要がある。しかしPegaは
これらがひとつのパッケージでシーム
レスに構築できるため、各機能の連携
に手間をかける必要がない。かつPega
は開発をコーディングすることなく、
コンフィグレーションで構築すること
ができるため、ユーザ要望をクイック
にシステムへ実現することに優れてい
る。加えて、ビジネスプロセスの標準
化に有効な機能をそろえている。例え
ばプロセスの標準化を行った際にはど
うしても発生する例外的なプロセス
を、Javaの「継承」の考え方を用いて、
標準プロセスに手を加えることなく一
定条件の場合にのみ実行することなど
ができる。この機能を用いると、グ
ローバルでのビジネスプロセスの標準
化推進と、各国で異なるレギュレー
ションの対応が共存できるようになる。

② 柔軟なシステムインターフェース

業務ごとに作られたシステムの上に業
務横断的なビジネスプロセスを構築す
るには、レガシーシステムとのデータ
の授受が必須となる。Pegaはシステム
インターフェースをサポートするコネ
クタを豊富に提供しており、一般的な
システムインターフェースの手法であ
ればコンフィグレーションでシステム
インターフェースを実装することがで
きる。レガシーシステムの機能を活用
しながら、ビジネスプロセスを実行す
るにあたって必要なデータのみレガ
シーシステムから受領し、各処理を
Pega上で実施。処理が完了したものを
レガシーシステムに返していく、と
いった既存資産を有効に活用しなが
ら、不足している機能をPegaが補完で
きるのである。そのため、例えばIT部門
の余力がなく、どうしてもシステム化
の対応が遅れていた領域に対し、業務
部門が主導でPegaを用いてビジネスプ
ロセスを支えるシステムを構築し、最
後に最低限のデータ授受のみＩＴ部門
に対応を依頼する、といった事例も散
見される。

③ 業務KPIの可視化と業務変革のPDCA
実行

ビジネスプロセスの高度化には、現行
ビジネスのパフォーマンス計測は必須
であるが、Pegaはパフォーマンスを計
測するための機能をいくつか標準で提
供している。例えば「依頼を受けてか
ら処理を完了するまでの期間を案件単
位で可視化」や、「受けた依頼のうち、
どの程度の案件がエスカレーションさ
れているか？」などの情報を可視化す
ることに長けている。よって、ビジネ
スのパフォーマンスを見ながら、有効
な改善策を検討することができ、①の
特徴を生かしながら継続的なビジネス
変革を行うことが可能となる。

専門的組織による支援

最新テクノロジーの導入を進めるにあたっ
ては、専門的な組織を集中的に立ち上
げ、Shared Serviceの形でOne to Many
の体制を構築することが肝要と考える。
特にPegaの場合は、パッケージそのも
のが対応できる幅が広いこともあり、より
専門的な組織（Center of Excellence：CoE）
が提供できる価値は多くなるであろう
（図表2）。

Pegaに関する資産と人員を集約するこ
とで、あまりPegaになじみのないクラ
イアントに対しても早期にプロジェク
トを立ち上げ・推進する場面で有効に
なると考える。

① コンサルティングから開発・運用ま
でワンストップでサービス提供

従来弊社が個別にサポートしているビ
ジネスコンサルティング、システム開
発、アウトソーシングのノウハウをCoE
に集約することにより、ビジネスプロ
セスの高度化の施策をより早く実現す
るための体制を構築した。ビジネスコ
ンサルティングが業務KPIを基にビジネ
スプロセス高度化の施策を策定し、
Pega開発者がシステムを実装、一定期
間業務を実行した後、再度業務KPIを参
照しながら施策を検討するといったビ
ジネス高度化のPDCAをワンストップで
提供できる。結果、小さな施策を試行
しながら効果が高いところを見極め、
効果のあるところに対して大規模に投
資を行っていくような進め方もできる
ようになり、より効果的にビジネスプ
ロセスの高度化を行うことが可能に
なる。

② 専門家の効果的な利用

ビジネスプロセスの高度化を継続的に
実現できるシステムを構築するには、
十分な業務分析を行いながら標準プロ
セスを見極め、最も業務変革に寄与す
るような業務ルールを見極め、それら
をメンテナビリティ高く維持するため
のシステムの設計を行うことが不可欠
である。そのためにも、Pegaの特徴
を理解し、業務を分析できる B A
（Business Architect）と、システムをメ
ンテナビリティ高く設計できる S A
（System Architect）の存在が重要になっ
てくる。現時点の日本のマーケットに
おいて、PegaのBA/SAを担える人材は多
くないのが現状であり、限られた専門
家をCoEに集約し、One to Manyの体制
を構築することで、複数プロジェクト
を支援することができる。

③知識の集約・アセットの継続的な改善

アクセンチュア・グローバルでは金融
業界を中心に、すでに国内外50以上の
クライアントに100以上のプロジェクト
をデリバリーしており、世界で1000名
以上のPega専門家を有する。また、
Pegaの開発に最適化された独自の開発

方法論（Accenture Foundation Platform 
for Pega）を有しており、各種成果物の
テンプレートやベストプラクティスを
集約したガイドライン、開発を効率的
に進めるツールを有している。これら
の資産・知見をCoEで継続的にローカラ
イズすることで、各プロジェクトへの
最適化や、グローバルでの継続的なベ
ストプラクティスの取り込みなどを行
うことができる。

総括

前述のようなビジネスプロセスの高度
化は、複数部署や国が関与するため、
多くのステークホルダーが存在し、彼
らへの要件調整に多くの時間を割くこ
とも多い。しかし、Pega CoEを活用し
早期かつ継続的なプロセス改善を前提
とすることにより、要件調整の難しさ
を緩和することもできると考える。も
し、ビジネスプロセスの標準化や、横
断的なビジネスプロセスの構築を考え
ているのであれば、一度お問い合わせ
頂ければ幸いである。

出典：Discovery Insure公開資料よりアクセンチュア作成（サービス内容は一例）
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