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ウェルスマネジメント領域における
次なる一手

まずは2016年における証券各社のウェ
ルスマネジメント領域での取組みを対面
営業施策とデジタル施策に分けて振り返
り、次なる一手を考えたい。

対面営業については、フィデューシャ
リー・デューティーに対する取組みが加
速する中で、各社は顧客本位営業への転
換に大きく舵を切っている。ゴールベー
ス・アプローチ、資産管理型営業といっ
た言葉がメディアでも盛んに喧伝されて
いるが、顧客に取引させることで得られ
る売買手数料ではなく、顧客の利益を第
一に考えて中長期の信頼関係を構築し、
預かり残高に対するコンサルティング・
フィーを得るというモデルへと転換して
きている。先行している米国に目を向け
ると、マネージド・アカウント（MA）
と呼ばれる一任型の口座が大きく拡大
し、MAの残高から得られるコンサル
ティング・フィーで7割以上の収益を確

保する金融機関も出てきている。それに
比較すると、日本でのコンサルティング
型営業モデルの構築はまだ発展途上とい
うのが現状である。本邦金融機関が今
後、本格的にコンサルティング型営業モ
デルへの転換を成功させるためには、以
下の取組みが必要と考える。

1つ目は評価体系および組織の変革であ
る。売買手数料ではなく、顧客との信頼
関係を構築し、預かり資産を増やすこと
に重点を置いた評価体系を整備すること
に加えて、コンサルティング型営業モデ
ルを推進する専門部隊を作る必要があ
る。全ての営業員の営業スタイルを一斉
に変えていくのは非現実的であるため、
専門部隊がコンサルティング型営業モデ
ルの実践・拡大のミッションを主体的に
担っていくことが求められるだろう。

2つ目は顧客へのサービス品質が営業員
の個々人の能力に依存しない仕組み作り
である。コンサルティング型営業におい
ては、営業員の市況理解や提案内容に高

い品質が求められる。これまでの営業モ
デルでは、営業員個々人の能力差により
サービス品質にばらつきが出ているのが
実情だが、この状況から脱却し、全体と
してのサービス品質底上げが必要とな
る。具体的には、トップセールスやリ
サーチチームの知見をファーム・ビュー
としてまとめ、営業員に還元することが
考えられる。コンサルティング営業で先
行する外資系金融機関は既にこのような
取り組みを積極的に展開している。

3つ目は金融グループ内での協業や他業
種との連携も含め、魅力的な商品組成お
よび富裕層向けサービス拡充が必要と考
える。富裕層が金融機関に求める商品・
サービスは多岐にわたっており、顧客
ニーズに合わせて、いかに魅力的な商
品・サービスを訴求できるかがポイント
となる。さらに、富裕層向けのサービス
（対象者限定のプレミアムツアー等）の
強化に向けては金融の枠を超えた提携が
不可欠だろう。

～近未来社会と保険会社

InsTech（Insurance + Technology）の進化は加速度的となっている。グーグ
ルが出資しているオスカー・ヘルス・インシュランスに続き、2015年には
Lemonadeがアメリカ　ニューヨーク州をターゲットに家財保険に対する
サービスを展開しており、保険の「個」客体験に訴求したビジネスモデルで
一石を投じている。ChatBotを活用した事業費の極小化とユーザに対して
「いつでも、どこでも」の利便性を同時に満たすビジネスモデルは、レガ
シーに足踏みしている旧来の保険会社を脅かす存在になる可能性もある。

過去、FInTechに代表される技術革新や新たなビジネスモデルを起点とした保
険会社の成長シナリオなどについて述べてきたが、本稿では近未来の社会に
必要となる近未来の社会を支える保険会社の位置づけについて述べていき
たい。林　岳郎
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近未来社会
Society 5.0（超スマート社会の実現）

近未来社会のあり様を述べる際に、
Industry 4.0など加速する他国の取り組み
の後押しもあり、科学技術基本計画第5
期（2016年度から20年度）のキャッチ
フレーズとなっている「Society（ソサ
エティー）5.0」を見ていきたい。人類
がこれまで歩んできた「狩猟」「農耕」
「工業」「情報」に次ぐ第5の新たな社
会を、技術革新（イノベーション）に
よって生み出すSociety 5.0（超スマート
社会）とは、『産業競争力の徹底的強
化』、『人中心の社会の構築』、『社会・
経済課題の解決』の実現に資するシステ
ムの構築を官民連携で推進する取り組み
で、課題の解決のために11システムの開
発と共通利用可能な「モノのインター
ネット（Internet of Things以下、IoT）」

共通プラットフォーム構築を行い（図表
1）、社会・経済の構造が大きく変わる
「大変革時代」に備えるものである。

詳細は公知の情報に譲りたいが、セン
サーなどIoT技術を駆使したデータ収集
を起点とした近未来像を定義している
点、顧客の意識・価値観はモノからコト
（成果・体験）へシフトし個人の変革力
が増大すると予測している点、及び全て
の先進国が遅かれ早かれ直面する「課題
先進国」化という「危機」を「転機」と
捉え、国際競争力の強化ならびに地球規
模の課題解決へ寄与することを狙ってい
る点がメインのコンセプトであると理解
している。

それでは、この近未来社会で保険会社は
どのような変化に備え、またどのような
役割を担うべきなのか。

近未来社会の保険会社

超スマート社会において、保険会社とし
て提供すべき顧客価値の範囲と内容はど
の様にかわるのか。まず、既存の保険会
社のスコープについては、例えばウェラ
ブルやセンサーにより個人の健康状態を
常時・客観的に把握でき、そもそもの傷
病発生を抑制したり、個人の健康リスク
が可視化されることにより、特定の疾病
リスクのみの需要になったり（万人向け
の三大疾病などのパッケージ商品から、
個人が必要となる疾病のみのニーズ）な
ど、総じて既存の保険商品に対する需要
の減少が見込まれる。

一方で、従来の万が一の保証からリスク
抑制（予防）やQoL向上（アフターケ
ア）に対する需要が増大し、同時に、そ
れらのサービスを実現する仕組みに新た

2017年、保険業界を占う

次にデジタルの取組みについて見ていき
たい。2016年度はロボ・アドバイザー
等のFintechを活用した非対面チャネル
の施策が目立ったが、こうした取組みの
多くは、各社横並びの状況にあり、単に
デジタル施策に取組むだけでは、明確な
差別化要素となりづらくなっている。ま
たFintech専業プレイヤーの台頭も著し
い中、既存金融機関はいかに競争優位を
獲得・維持するか再考を迫られている。

弊社としては、デジタルとヒューマンの
融合が次の一手のカギとなると考えてい
る。デジタル施策はいかに工夫を凝らし
たとしても模倣が容易であり、単体では
差別化要素とはなり難い。また、弊社に
て実施した富裕層へのインタビュー調査
等でも、高額の投資の意思決定をする場
合には、デジタル感度が高い顧客であっ
ても対面で相談したいというニーズを強
く持っていることが分かっており、デジ
タルの中で、どのようにヒューマン要素を
組み入れるかが差別化のポイントとなる。

デジタルとヒューマンの融合には、非対
面チャネルにヒューマン・タッチポイン
トを追加するというアプローチと、対面
チャネルにデジタルを活用して強化する
というアプローチがあるが、本邦金融機
関の多くは対面チャネルを主としている
ため、ここでは後者について記述したい。

対面営業へのデジタル導入は、各社で取
組みが始まっており、ライフプラン、
ポートフォリオシミュレーション、
CRM等のツールは既に導入されている
場合が多い。一方でそれらのツールが独
立して存在し、ライフプランやポート
フォリオシミュレーションの結果が
CRMに連携されず、貴重な顧客データ
を十分に営業に活用できていない等、デ
ジタル活用のメリットを十分に享受でき
ていない状況も見受けられる。

今後、独立して存在する各デジタルツー
ルを融合し、営業プロセスを一気通貫し
てサポートすることが、デジタル活用メ

リットの最大化に繋がり、大きな差別化
要素になると考える。弊社ではそのよう
な考えに従い、4つの機能群により営業
の全プロセスを統合的にサポートするデ
ジタル・ウェルス・マネジメントという
ソリューションを構築し、現在国内外の
金融機関への導入を進めている（図表
1）。このソリューションを活用するこ
とで、ターゲティング～モニタリングに
至る一連の営業の流れをシングルプラッ
トフォームでサポートし、情報連携の効
率化や顧客の深い理解を実現することが
可能になる。

マーケット領域における次なる一手

証券会社や投資銀行部門におけるマー
ケット領域としては、2016年の株価変
動による影響を顕著に受け、上期の赤字
から下期には黒字に転じるといったこと
も多々見受けられた。正にマーケットの
不透明性に左右された一年であったと認
識している。

加えて、多くの規制対応やガバナンス強
化に対する恒常的なコストが収益を圧迫
し、結果としてマーケット領域において
は戦略的施策が実施できず、投資抑制に
舵を切らざるを得ない状況となり、表向
きには各社横並びの施策が多かった年と
言える。

しかしながら、水面下では着々と次に向
けた準備が始まっている。Fintechに代
表されるイノベーティブなデジタル技術
を利用した新しい取り組みについては各
社ともに研究を続けている認識だ。一般
的に、このような技術はリテール事業で
あるウェルスマネジメント領域での起用
が期待されているが、マーケット領域に
おいてもブロックチェーンやクラウド、
ロボティクスプロセスオートメーション
（RPA）、AIなどはトレーディング、オ
ペレーション、コンプライアンス、コー
ポレート業務にまでわたって非常に有用
である。

2017年は、これらを用いた次なる一手
が命運を分けることになると考える。す
でに欧米の各国では新技術を用いた次な
る一手が始まっている。

本邦ではいまだPrivate Cloudの導入検討
が主流だが米国の金融機関ではシステム
運用コストの削減及び変動費率向上、IT
資産のスリム化を目的とした大胆な
Public Cloudへの移行を実施中である。

また、RPAに関しても本邦ではPOCを開
始した程度だが、欧米の金融機関におい
ては新規に発生した5,000人月程度の業
務オペレーションを1,000体のロボット
で代用するなど本格的な導入が開始され
ている。

これらは、あくまで先進事例の一部に過
ぎないが、横並び脱却を狙いとした本格
施行が開始されていることを証明して
いる。

今後は、大胆かつ明確なターゲットを
トップマネジメントレベルで策定し、全
社的な指針として次なる一手を打ちだ
し、実行していくことが必要である。そ
れに際し、弊社では「Top10 Challenge
（図表2）」と称してマーケット領域に
おける今後の重要テーマを策定して、そ
れぞれに対するソリューション案を提案
していくつもりである。

ブロックチェーンにおける次なる一手

昨今、金融機関においては「ブロック
チェーン」の導入が期待されている。事
実として多くの企業は研究チームを立ち
上げて、技術検証をしている。しかしな
がら、実用化まで見えている企業は少な
いのではないだろうか。

対象とする業務領域の選定、技術的な実
用化課題など、実用化にあたっては高い
ハードルが待ち受けている。業務領域の

選定については金融機関ごとに様々な施
策が取られると思うが、技術的な実用化
課題に対しては各社共通であると思わ
れる。

ここでは技術的な実用化課題の一つ
を解決する可能性がある、弊社が開
発した「訂正可能なブロックチェーン
（Redactable BlockChain）」を紹介したい。

従来のブロックチェーンは、各ブロック
が直前のブロックのハッシュ値を含んで
おり、それがブロック同士をリンクさせ
ていた。この仕組みにより、ハッシュ値
が変更されるとブロック間のリンクは失
われるため、絶対的な耐改ざん性が保証
されるというのが利点の一つであった。
ただ、この強固すぎる耐改ざん性は「修
正不可能」という問題を抱えさせてい
る。外部攻撃や人的ミスなどが発生した
場合は往来「ハードフォーク /ソフト
フォーク」のような手法を用いて、以降

のブロックを全て廃棄したり、全て上書
きしたりしていたため、ブロックチェー
ン利用に中断をもたらし、大きなコスト
負担が発生していた。

これに対してRedactable Blockchainは、
パーミッション型ブロックチェーンにお
いてカメレオンハッシュと呼ばれるハッ
シュを用いることで、チェーンを破壊せ
ず、ブロック間のリンクを解除し、新し
いブロックと古いブロックのみを置換さ
せ、修正による中断を最小限に抑えるこ
とを可能としている。また、ブロックの
変更は、半永久的かつ変更不能な形で自
動的に記録されるため、履歴管理やデー
タ監査に用いることも可能である。つま
り、訂正可能でありながらもブロック
チェーンのタンパーエビデンス性（未開
封保証機能）は維持されている。

なお訂正権限は、事前合意された複数の
管理者が分散保有する秘密鍵が組み合わ

さらない限り有効化されない。そのた
め、適切な抑制均衡が確保され、透明性
の高いガバナンスを構築可能である。

弊社は「訂正可能なブロックチェーン」
により、金融機関におけるブロック
チェーンソリューションの実用性と有用
性が高まり、その普及が加速されると見
ている。

終わりに

本稿での内容は差別化のための一例でし
かない。ただ、2017年における各社の
戦略で『差別化』というのは非常に重要
なテーマになると想定される。2016年
に検討した施策や技術の実用化や多様化
は企業の成長や収益拡大に大きく寄与す
るはずである。弊社としては差別化のた
めの「次なる一手」を用意して金融機関
の成長の手助けをしていきたいと考えて
いる。

なリスク（※）が発生することが想定さ
れ、保険会社の価値提供の対象と範囲は
広がっていくと弊社は考えている。（図
表2）

※新たなリスクの発生とは、例えば自動
運転の普及により、保険の対象者が自動
車の保有者や運転する人から、自動運転
を提供するメーカーに代わるように、予
防やアフターケアを支えるセンサー、ロ
ボットなどの製品・サービス提供会社に
対する保険商品のニーズが高まるなど、
生命保険会社が提供する新たな価値が対
象でも、そのサービスを社会的に普及さ
せるため、損害保険会社の役割が増える
ことなどを想定している。

また、顧客提供価値が多様化する中、保
険のバリューチェーンにも新たな業務機
能が必要となる。弊社はこの新たな業務
機能は3つのレイヤーの上に構築される
べきと考えている。

・「1対多」型商品から「1対1」型商品に
対応したレイヤー1（保険商品）

・ テレマティクス装置やウェラブルなど
の各種センサーとつなぐレイヤー2
（テクノロジー）

・ そして最適な協業パートナーとつなぐ
レイヤー3（エコシステム・サービス）

この3レイヤーの上で、保険会社はバ
リューチェーンの拡張・自動化・適応を
行う業務機能を追加する必要がある。こ
の業務機能追加には

1）レガシーシステムのロードマップ策
定と遂行

2）イノベーションの取り込み方と迅
速・低コストでリリースしていく仕組み
作り

3）セキュリティーの脅威に対する準備
が必要となり、エンタープライズアーキ
テクチャ（EA）にこれまでとは違う新
たな設計思想を取り込む必要がある。

「Insurer of Things」の時代
「モノ・コトとつながる保険会社」

前章で述べた通り、保険業界の伝統的な
ビジネスモデルにおいて、従来の収益源
は依然として変わらないものの、IoTを
起点とする経済・社会環境下では、持続
可能性は弱まっていく。しかしながら、
この創造的破壊のなかにあっても機会は
存在する。保険会社は保険とテクノロ
ジー、エコシステム・サービス、そして
パートナーを組み込んだビジネスモデル
への大胆な再構築が求められ、それは、
保険会社が「モノ・コトとつながる保険
会社（Insurer of Things）」になること
を意味していると弊社は考えている。

弊社の調査（Accenture Consumer-Driven 
Innovation Survey）によれば、顧客が保
険会社に期待していることは、幅広い商

品ラインナップだけでなく、顧客ニーズ
に合わせてカスタマイズされた商品の提
供となっており、80%の顧客は、より
パーソナライズされた商品・サービスを
提供する保険会社に乗り換えたいと考え
ている。また、41%はこうしたサービス
への支出を増やしたいと考えている。

顧客接点の頻度も変化している。保険会
社はこれまで年に1度か2度、保険の更新
や保険金請求の際に顧客とやり取りする
のみであったが、IoTは、新しい顧客と
の関係性を構築するための、継続的、常
時かつ一貫したコミュニケーションの機
会を創出する。

これら顧客ニーズの変化と商品・住宅・
企業・都市全体が常時つながっている社
会が到来（図表3）することにより、従
来型のコアビジネスは破壊される可能性
があり、これは保険会社にも波及すると

考えている。弊社の調査でも80%の保険
会社が、IoTプラットフォームを基盤と
する社会は既存ビジネスを破壊しかねな
い大きな影響があると判断している。

しかし、競争環境の激化を前にしてもな
お、保険会社の多くは「個」客体験がも
たらす新たな機会を顧みていないことが
弊社調査により分かっている。保険以外
の商品／サービスの提供を計画している
保険会社は全体の3分の2未満（61%）
で、さらに以下のようなパーソナルなデ
ジタル／モバイル・サービスをリアルタ
イムで提供している保険会社となると、
全体のわずか22%にとどまっている。

• 顧客のニーズやすでに所有している商
品に基づくオファー

• 保険会社との関係や過去のインタラ
クションに基づいて作成されたメッ
セージ

• 顧客の行動様式や補償対象物の利用状
況、リスク防止策を反映した保険料

• リスク防止やロス軽減に向けた提案や
インセンティブ

十人十色から一人十色の顧客ニーズへの
対応は保険会社だけでなく、他の異業種
でも同じであり、日本の先駆的な経営者
は一人十色に対応する経営を準備若しく
は実行している。「モノ・コトとつなが
る保険会社」になることは、今後の保険
会社にとって十分要件ではなく、必要要
件となる。リスクと見るか、それとも勝
機と考え迅速に取り組み大きな機会を得
るか。答えは明白である。近未来社会で
の自社の役割定義を行い、その社会の中
で「モノ・コトとつながる保険会社」に
なるためのビジョンを策定し、その実現
に向けビジネスモデルを運用していくに
は、強力なリーダーシップが必要とな

り、また大きなリスクを伴う。ただ、何
も行わないリスクの方がはるかに大
きい。

まとめ

現在の社会基盤に果たす保険会社の役割
と同じくSociety5.0の社会でも保険会社
が果たす役割は大きい。近年、保険各社
はInsTechを経営重要施策として取り組
んでいるが、InsTechに求められるもの
は今後より高度化され、近未来の社会基
盤の一部となる必要がある。この勝負は
先を見据えた先駆者が勝者になる。
Googleがデータを、Appleがモバイルと
言うハードと今後決済機能を獲得するよ
うに、プラットフォームビジネスの勝者
の優位性は揺るぎない。保険会社が

Society5.0のプラットフォームを担うの
か、同業種もしくは異業種に握られるの
か、その勝敗は近未来の社会で取り返し
のつかない差を生むことになるであろ
う。そこには、既存の顧客層ではなく、
国民・万人が興味を抱き、顧客が自ら
データを提供する魅力的なサービスが必
要となる。

保険会社が近未来の社会で果たす役割を
描き、その社会の中で「モノ・コトとつ
ながる保険会社」になるための変革は容
易ではないと理解している。弊社は保険
会社の更なる繁栄のため、グローバル
ネットワークの活用、及びデジタル・イ
ノベーションを推進する立場として、あ
るべきコンサルティング並びに事業運営

のご支援を三人称ではなく、一人称とし
て身を引き締めつつ実施していきたいと
考えている。
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ウェルスマネジメント領域における
次なる一手

まずは2016年における証券各社のウェ
ルスマネジメント領域での取組みを対面
営業施策とデジタル施策に分けて振り返
り、次なる一手を考えたい。

対面営業については、フィデューシャ
リー・デューティーに対する取組みが加
速する中で、各社は顧客本位営業への転
換に大きく舵を切っている。ゴールベー
ス・アプローチ、資産管理型営業といっ
た言葉がメディアでも盛んに喧伝されて
いるが、顧客に取引させることで得られ
る売買手数料ではなく、顧客の利益を第
一に考えて中長期の信頼関係を構築し、
預かり残高に対するコンサルティング・
フィーを得るというモデルへと転換して
きている。先行している米国に目を向け
ると、マネージド・アカウント（MA）
と呼ばれる一任型の口座が大きく拡大
し、MAの残高から得られるコンサル
ティング・フィーで7割以上の収益を確

保する金融機関も出てきている。それに
比較すると、日本でのコンサルティング
型営業モデルの構築はまだ発展途上とい
うのが現状である。本邦金融機関が今
後、本格的にコンサルティング型営業モ
デルへの転換を成功させるためには、以
下の取組みが必要と考える。

1つ目は評価体系および組織の変革であ
る。売買手数料ではなく、顧客との信頼
関係を構築し、預かり資産を増やすこと
に重点を置いた評価体系を整備すること
に加えて、コンサルティング型営業モデ
ルを推進する専門部隊を作る必要があ
る。全ての営業員の営業スタイルを一斉
に変えていくのは非現実的であるため、
専門部隊がコンサルティング型営業モデ
ルの実践・拡大のミッションを主体的に
担っていくことが求められるだろう。

2つ目は顧客へのサービス品質が営業員
の個々人の能力に依存しない仕組み作り
である。コンサルティング型営業におい
ては、営業員の市況理解や提案内容に高

い品質が求められる。これまでの営業モ
デルでは、営業員個々人の能力差により
サービス品質にばらつきが出ているのが
実情だが、この状況から脱却し、全体と
してのサービス品質底上げが必要とな
る。具体的には、トップセールスやリ
サーチチームの知見をファーム・ビュー
としてまとめ、営業員に還元することが
考えられる。コンサルティング営業で先
行する外資系金融機関は既にこのような
取り組みを積極的に展開している。

3つ目は金融グループ内での協業や他業
種との連携も含め、魅力的な商品組成お
よび富裕層向けサービス拡充が必要と考
える。富裕層が金融機関に求める商品・
サービスは多岐にわたっており、顧客
ニーズに合わせて、いかに魅力的な商
品・サービスを訴求できるかがポイント
となる。さらに、富裕層向けのサービス
（対象者限定のプレミアムツアー等）の
強化に向けては金融の枠を超えた提携が
不可欠だろう。

近未来社会
Society 5.0（超スマート社会の実現）

近未来社会のあり様を述べる際に、
Industry 4.0など加速する他国の取り組み
の後押しもあり、科学技術基本計画第5
期（2016年度から20年度）のキャッチ
フレーズとなっている「Society（ソサ
エティー）5.0」を見ていきたい。人類
がこれまで歩んできた「狩猟」「農耕」
「工業」「情報」に次ぐ第5の新たな社
会を、技術革新（イノベーション）に
よって生み出すSociety 5.0（超スマート
社会）とは、『産業競争力の徹底的強
化』、『人中心の社会の構築』、『社会・
経済課題の解決』の実現に資するシステ
ムの構築を官民連携で推進する取り組み
で、課題の解決のために11システムの開
発と共通利用可能な「モノのインター
ネット（Internet of Things以下、IoT）」

共通プラットフォーム構築を行い（図表
1）、社会・経済の構造が大きく変わる
「大変革時代」に備えるものである。

詳細は公知の情報に譲りたいが、セン
サーなどIoT技術を駆使したデータ収集
を起点とした近未来像を定義している
点、顧客の意識・価値観はモノからコト
（成果・体験）へシフトし個人の変革力
が増大すると予測している点、及び全て
の先進国が遅かれ早かれ直面する「課題
先進国」化という「危機」を「転機」と
捉え、国際競争力の強化ならびに地球規
模の課題解決へ寄与することを狙ってい
る点がメインのコンセプトであると理解
している。

それでは、この近未来社会で保険会社は
どのような変化に備え、またどのような
役割を担うべきなのか。

近未来社会の保険会社

超スマート社会において、保険会社とし
て提供すべき顧客価値の範囲と内容はど
の様にかわるのか。まず、既存の保険会
社のスコープについては、例えばウェラ
ブルやセンサーにより個人の健康状態を
常時・客観的に把握でき、そもそもの傷
病発生を抑制したり、個人の健康リスク
が可視化されることにより、特定の疾病
リスクのみの需要になったり（万人向け
の三大疾病などのパッケージ商品から、
個人が必要となる疾病のみのニーズ）な
ど、総じて既存の保険商品に対する需要
の減少が見込まれる。

一方で、従来の万が一の保証からリスク
抑制（予防）やQoL向上（アフターケ
ア）に対する需要が増大し、同時に、そ
れらのサービスを実現する仕組みに新た

次にデジタルの取組みについて見ていき
たい。2016年度はロボ・アドバイザー
等のFintechを活用した非対面チャネル
の施策が目立ったが、こうした取組みの
多くは、各社横並びの状況にあり、単に
デジタル施策に取組むだけでは、明確な
差別化要素となりづらくなっている。ま
たFintech専業プレイヤーの台頭も著し
い中、既存金融機関はいかに競争優位を
獲得・維持するか再考を迫られている。

弊社としては、デジタルとヒューマンの
融合が次の一手のカギとなると考えてい
る。デジタル施策はいかに工夫を凝らし
たとしても模倣が容易であり、単体では
差別化要素とはなり難い。また、弊社に
て実施した富裕層へのインタビュー調査
等でも、高額の投資の意思決定をする場
合には、デジタル感度が高い顧客であっ
ても対面で相談したいというニーズを強
く持っていることが分かっており、デジ
タルの中で、どのようにヒューマン要素を
組み入れるかが差別化のポイントとなる。

デジタルとヒューマンの融合には、非対
面チャネルにヒューマン・タッチポイン
トを追加するというアプローチと、対面
チャネルにデジタルを活用して強化する
というアプローチがあるが、本邦金融機
関の多くは対面チャネルを主としている
ため、ここでは後者について記述したい。

対面営業へのデジタル導入は、各社で取
組みが始まっており、ライフプラン、
ポートフォリオシミュレーション、
CRM等のツールは既に導入されている
場合が多い。一方でそれらのツールが独
立して存在し、ライフプランやポート
フォリオシミュレーションの結果が
CRMに連携されず、貴重な顧客データ
を十分に営業に活用できていない等、デ
ジタル活用のメリットを十分に享受でき
ていない状況も見受けられる。

今後、独立して存在する各デジタルツー
ルを融合し、営業プロセスを一気通貫し
てサポートすることが、デジタル活用メ

リットの最大化に繋がり、大きな差別化
要素になると考える。弊社ではそのよう
な考えに従い、4つの機能群により営業
の全プロセスを統合的にサポートするデ
ジタル・ウェルス・マネジメントという
ソリューションを構築し、現在国内外の
金融機関への導入を進めている（図表
1）。このソリューションを活用するこ
とで、ターゲティング～モニタリングに
至る一連の営業の流れをシングルプラッ
トフォームでサポートし、情報連携の効
率化や顧客の深い理解を実現することが
可能になる。

マーケット領域における次なる一手

証券会社や投資銀行部門におけるマー
ケット領域としては、2016年の株価変
動による影響を顕著に受け、上期の赤字
から下期には黒字に転じるといったこと
も多々見受けられた。正にマーケットの
不透明性に左右された一年であったと認
識している。

加えて、多くの規制対応やガバナンス強
化に対する恒常的なコストが収益を圧迫
し、結果としてマーケット領域において
は戦略的施策が実施できず、投資抑制に
舵を切らざるを得ない状況となり、表向
きには各社横並びの施策が多かった年と
言える。

しかしながら、水面下では着々と次に向
けた準備が始まっている。Fintechに代
表されるイノベーティブなデジタル技術
を利用した新しい取り組みについては各
社ともに研究を続けている認識だ。一般
的に、このような技術はリテール事業で
あるウェルスマネジメント領域での起用
が期待されているが、マーケット領域に
おいてもブロックチェーンやクラウド、
ロボティクスプロセスオートメーション
（RPA）、AIなどはトレーディング、オ
ペレーション、コンプライアンス、コー
ポレート業務にまでわたって非常に有用
である。

2017年は、これらを用いた次なる一手
が命運を分けることになると考える。す
でに欧米の各国では新技術を用いた次な
る一手が始まっている。

本邦ではいまだPrivate Cloudの導入検討
が主流だが米国の金融機関ではシステム
運用コストの削減及び変動費率向上、IT
資産のスリム化を目的とした大胆な
Public Cloudへの移行を実施中である。

また、RPAに関しても本邦ではPOCを開
始した程度だが、欧米の金融機関におい
ては新規に発生した5,000人月程度の業
務オペレーションを1,000体のロボット
で代用するなど本格的な導入が開始され
ている。

これらは、あくまで先進事例の一部に過
ぎないが、横並び脱却を狙いとした本格
施行が開始されていることを証明して
いる。

今後は、大胆かつ明確なターゲットを
トップマネジメントレベルで策定し、全
社的な指針として次なる一手を打ちだ
し、実行していくことが必要である。そ
れに際し、弊社では「Top10 Challenge
（図表2）」と称してマーケット領域に
おける今後の重要テーマを策定して、そ
れぞれに対するソリューション案を提案
していくつもりである。

ブロックチェーンにおける次なる一手

昨今、金融機関においては「ブロック
チェーン」の導入が期待されている。事
実として多くの企業は研究チームを立ち
上げて、技術検証をしている。しかしな
がら、実用化まで見えている企業は少な
いのではないだろうか。

対象とする業務領域の選定、技術的な実
用化課題など、実用化にあたっては高い
ハードルが待ち受けている。業務領域の

選定については金融機関ごとに様々な施
策が取られると思うが、技術的な実用化
課題に対しては各社共通であると思わ
れる。

ここでは技術的な実用化課題の一つ
を解決する可能性がある、弊社が開
発した「訂正可能なブロックチェーン
（Redactable BlockChain）」を紹介したい。

従来のブロックチェーンは、各ブロック
が直前のブロックのハッシュ値を含んで
おり、それがブロック同士をリンクさせ
ていた。この仕組みにより、ハッシュ値
が変更されるとブロック間のリンクは失
われるため、絶対的な耐改ざん性が保証
されるというのが利点の一つであった。
ただ、この強固すぎる耐改ざん性は「修
正不可能」という問題を抱えさせてい
る。外部攻撃や人的ミスなどが発生した
場合は往来「ハードフォーク /ソフト
フォーク」のような手法を用いて、以降

のブロックを全て廃棄したり、全て上書
きしたりしていたため、ブロックチェー
ン利用に中断をもたらし、大きなコスト
負担が発生していた。

これに対してRedactable Blockchainは、
パーミッション型ブロックチェーンにお
いてカメレオンハッシュと呼ばれるハッ
シュを用いることで、チェーンを破壊せ
ず、ブロック間のリンクを解除し、新し
いブロックと古いブロックのみを置換さ
せ、修正による中断を最小限に抑えるこ
とを可能としている。また、ブロックの
変更は、半永久的かつ変更不能な形で自
動的に記録されるため、履歴管理やデー
タ監査に用いることも可能である。つま
り、訂正可能でありながらもブロック
チェーンのタンパーエビデンス性（未開
封保証機能）は維持されている。

なお訂正権限は、事前合意された複数の
管理者が分散保有する秘密鍵が組み合わ

さらない限り有効化されない。そのた
め、適切な抑制均衡が確保され、透明性
の高いガバナンスを構築可能である。

弊社は「訂正可能なブロックチェーン」
により、金融機関におけるブロック
チェーンソリューションの実用性と有用
性が高まり、その普及が加速されると見
ている。

終わりに

本稿での内容は差別化のための一例でし
かない。ただ、2017年における各社の
戦略で『差別化』というのは非常に重要
なテーマになると想定される。2016年
に検討した施策や技術の実用化や多様化
は企業の成長や収益拡大に大きく寄与す
るはずである。弊社としては差別化のた
めの「次なる一手」を用意して金融機関
の成長の手助けをしていきたいと考えて
いる。

なリスク（※）が発生することが想定さ
れ、保険会社の価値提供の対象と範囲は
広がっていくと弊社は考えている。（図
表2）

※新たなリスクの発生とは、例えば自動
運転の普及により、保険の対象者が自動
車の保有者や運転する人から、自動運転
を提供するメーカーに代わるように、予
防やアフターケアを支えるセンサー、ロ
ボットなどの製品・サービス提供会社に
対する保険商品のニーズが高まるなど、
生命保険会社が提供する新たな価値が対
象でも、そのサービスを社会的に普及さ
せるため、損害保険会社の役割が増える
ことなどを想定している。

また、顧客提供価値が多様化する中、保
険のバリューチェーンにも新たな業務機
能が必要となる。弊社はこの新たな業務
機能は3つのレイヤーの上に構築される
べきと考えている。

・「1対多」型商品から「1対1」型商品に
対応したレイヤー1（保険商品）

・ テレマティクス装置やウェラブルなど
の各種センサーとつなぐレイヤー2
（テクノロジー）

・ そして最適な協業パートナーとつなぐ
レイヤー3（エコシステム・サービス）

この3レイヤーの上で、保険会社はバ
リューチェーンの拡張・自動化・適応を
行う業務機能を追加する必要がある。こ
の業務機能追加には

1）レガシーシステムのロードマップ策
定と遂行

2）イノベーションの取り込み方と迅
速・低コストでリリースしていく仕組み
作り

3）セキュリティーの脅威に対する準備
が必要となり、エンタープライズアーキ
テクチャ（EA）にこれまでとは違う新
たな設計思想を取り込む必要がある。

「Insurer of Things」の時代
「モノ・コトとつながる保険会社」

前章で述べた通り、保険業界の伝統的な
ビジネスモデルにおいて、従来の収益源
は依然として変わらないものの、IoTを
起点とする経済・社会環境下では、持続
可能性は弱まっていく。しかしながら、
この創造的破壊のなかにあっても機会は
存在する。保険会社は保険とテクノロ
ジー、エコシステム・サービス、そして
パートナーを組み込んだビジネスモデル
への大胆な再構築が求められ、それは、
保険会社が「モノ・コトとつながる保険
会社（Insurer of Things）」になること
を意味していると弊社は考えている。

弊社の調査（Accenture Consumer-Driven 
Innovation Survey）によれば、顧客が保
険会社に期待していることは、幅広い商

品ラインナップだけでなく、顧客ニーズ
に合わせてカスタマイズされた商品の提
供となっており、80%の顧客は、より
パーソナライズされた商品・サービスを
提供する保険会社に乗り換えたいと考え
ている。また、41%はこうしたサービス
への支出を増やしたいと考えている。

顧客接点の頻度も変化している。保険会
社はこれまで年に1度か2度、保険の更新
や保険金請求の際に顧客とやり取りする
のみであったが、IoTは、新しい顧客と
の関係性を構築するための、継続的、常
時かつ一貫したコミュニケーションの機
会を創出する。

これら顧客ニーズの変化と商品・住宅・
企業・都市全体が常時つながっている社
会が到来（図表3）することにより、従
来型のコアビジネスは破壊される可能性
があり、これは保険会社にも波及すると

考えている。弊社の調査でも80%の保険
会社が、IoTプラットフォームを基盤と
する社会は既存ビジネスを破壊しかねな
い大きな影響があると判断している。

しかし、競争環境の激化を前にしてもな
お、保険会社の多くは「個」客体験がも
たらす新たな機会を顧みていないことが
弊社調査により分かっている。保険以外
の商品／サービスの提供を計画している
保険会社は全体の3分の2未満（61%）
で、さらに以下のようなパーソナルなデ
ジタル／モバイル・サービスをリアルタ
イムで提供している保険会社となると、
全体のわずか22%にとどまっている。

• 顧客のニーズやすでに所有している商
品に基づくオファー

• 保険会社との関係や過去のインタラ
クションに基づいて作成されたメッ
セージ

• 顧客の行動様式や補償対象物の利用状
況、リスク防止策を反映した保険料

• リスク防止やロス軽減に向けた提案や
インセンティブ

十人十色から一人十色の顧客ニーズへの
対応は保険会社だけでなく、他の異業種
でも同じであり、日本の先駆的な経営者
は一人十色に対応する経営を準備若しく
は実行している。「モノ・コトとつなが
る保険会社」になることは、今後の保険
会社にとって十分要件ではなく、必要要
件となる。リスクと見るか、それとも勝
機と考え迅速に取り組み大きな機会を得
るか。答えは明白である。近未来社会で
の自社の役割定義を行い、その社会の中
で「モノ・コトとつながる保険会社」に
なるためのビジョンを策定し、その実現
に向けビジネスモデルを運用していくに
は、強力なリーダーシップが必要とな

り、また大きなリスクを伴う。ただ、何
も行わないリスクの方がはるかに大
きい。

まとめ

現在の社会基盤に果たす保険会社の役割
と同じくSociety5.0の社会でも保険会社
が果たす役割は大きい。近年、保険各社
はInsTechを経営重要施策として取り組
んでいるが、InsTechに求められるもの
は今後より高度化され、近未来の社会基
盤の一部となる必要がある。この勝負は
先を見据えた先駆者が勝者になる。
Googleがデータを、Appleがモバイルと
言うハードと今後決済機能を獲得するよ
うに、プラットフォームビジネスの勝者
の優位性は揺るぎない。保険会社が

Society5.0のプラットフォームを担うの
か、同業種もしくは異業種に握られるの
か、その勝敗は近未来の社会で取り返し
のつかない差を生むことになるであろ
う。そこには、既存の顧客層ではなく、
国民・万人が興味を抱き、顧客が自ら
データを提供する魅力的なサービスが必
要となる。

保険会社が近未来の社会で果たす役割を
描き、その社会の中で「モノ・コトとつ
ながる保険会社」になるための変革は容
易ではないと理解している。弊社は保険
会社の更なる繁栄のため、グローバル
ネットワークの活用、及びデジタル・イ
ノベーションを推進する立場として、あ
るべきコンサルティング並びに事業運営

超スマート社会サービスプラットフォームと11のシステム

• 人、ロボット・AIとの共生
• 個人にカスタマイズされたサービス

• 潜在ニーズを先取りしたサービスの提供

• サービス格差の解消

• 誰もがサービスを提供する側に

図表1   官民連携で超スマート社会の実現を支えるシステムの構築に取組む
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のご支援を三人称ではなく、一人称とし
て身を引き締めつつ実施していきたいと
考えている。

出典：経団連「新たな経済社会の実現に向けて」を基に弊社作成

高度道路
交通システム

超スマート社会
サービスプラットフォーム
（IoT共通プラットフォーム）

新たな
ものづくりシステム

地球環境情報
プラットフォーム

スマートフード
チェーンシステム

統合型材料
開発システム

インフラ
維持管理・更新

自然災害に
対する強靭な社会

地域包括
ケアシステム

おもてなし
システム

エネルギー
バリューチェーン

スマート生産
システム

健康医療

超スマート社会が生み出す価値
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近未来社会
Society 5.0（超スマート社会の実現）

近未来社会のあり様を述べる際に、
Industry 4.0など加速する他国の取り組み
の後押しもあり、科学技術基本計画第5
期（2016年度から20年度）のキャッチ
フレーズとなっている「Society（ソサ
エティー）5.0」を見ていきたい。人類
がこれまで歩んできた「狩猟」「農耕」
「工業」「情報」に次ぐ第5の新たな社
会を、技術革新（イノベーション）に
よって生み出すSociety 5.0（超スマート
社会）とは、『産業競争力の徹底的強
化』、『人中心の社会の構築』、『社会・
経済課題の解決』の実現に資するシステ
ムの構築を官民連携で推進する取り組み
で、課題の解決のために11システムの開
発と共通利用可能な「モノのインター
ネット（Internet of Things以下、IoT）」

共通プラットフォーム構築を行い（図表
1）、社会・経済の構造が大きく変わる
「大変革時代」に備えるものである。

詳細は公知の情報に譲りたいが、セン
サーなどIoT技術を駆使したデータ収集
を起点とした近未来像を定義している
点、顧客の意識・価値観はモノからコト
（成果・体験）へシフトし個人の変革力
が増大すると予測している点、及び全て
の先進国が遅かれ早かれ直面する「課題
先進国」化という「危機」を「転機」と
捉え、国際競争力の強化ならびに地球規
模の課題解決へ寄与することを狙ってい
る点がメインのコンセプトであると理解
している。

それでは、この近未来社会で保険会社は
どのような変化に備え、またどのような
役割を担うべきなのか。

近未来社会の保険会社

超スマート社会において、保険会社とし
て提供すべき顧客価値の範囲と内容はど
の様にかわるのか。まず、既存の保険会
社のスコープについては、例えばウェラ
ブルやセンサーにより個人の健康状態を
常時・客観的に把握でき、そもそもの傷
病発生を抑制したり、個人の健康リスク
が可視化されることにより、特定の疾病
リスクのみの需要になったり（万人向け
の三大疾病などのパッケージ商品から、
個人が必要となる疾病のみのニーズ）な
ど、総じて既存の保険商品に対する需要
の減少が見込まれる。

一方で、従来の万が一の保証からリスク
抑制（予防）やQoL向上（アフターケ
ア）に対する需要が増大し、同時に、そ
れらのサービスを実現する仕組みに新た

図表2  超スマート社会において、生保会社として提供すべき顧客価値の範囲・内容と、それを支えるバリューチェーンはどの
ように変わるのか
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なリスク（※）が発生することが想定さ
れ、保険会社の価値提供の対象と範囲は
広がっていくと弊社は考えている。（図
表2）

※新たなリスクの発生とは、例えば自動
運転の普及により、保険の対象者が自動
車の保有者や運転する人から、自動運転
を提供するメーカーに代わるように、予
防やアフターケアを支えるセンサー、ロ
ボットなどの製品・サービス提供会社に
対する保険商品のニーズが高まるなど、
生命保険会社が提供する新たな価値が対
象でも、そのサービスを社会的に普及さ
せるため、損害保険会社の役割が増える
ことなどを想定している。

また、顧客提供価値が多様化する中、保
険のバリューチェーンにも新たな業務機
能が必要となる。弊社はこの新たな業務
機能は3つのレイヤーの上に構築される
べきと考えている。

・「1対多」型商品から「1対1」型商品に
対応したレイヤー1（保険商品）

・ テレマティクス装置やウェラブルなど
の各種センサーとつなぐレイヤー2
（テクノロジー）

・ そして最適な協業パートナーとつなぐ
レイヤー3（エコシステム・サービス）

この3レイヤーの上で、保険会社はバ
リューチェーンの拡張・自動化・適応を
行う業務機能を追加する必要がある。こ
の業務機能追加には

1）レガシーシステムのロードマップ策
定と遂行

2）イノベーションの取り込み方と迅
速・低コストでリリースしていく仕組み
作り

3）セキュリティーの脅威に対する準備
が必要となり、エンタープライズアーキ
テクチャ（EA）にこれまでとは違う新
たな設計思想を取り込む必要がある。

「Insurer of Things」の時代
「モノ・コトとつながる保険会社」

前章で述べた通り、保険業界の伝統的な
ビジネスモデルにおいて、従来の収益源
は依然として変わらないものの、IoTを
起点とする経済・社会環境下では、持続
可能性は弱まっていく。しかしながら、
この創造的破壊のなかにあっても機会は
存在する。保険会社は保険とテクノロ
ジー、エコシステム・サービス、そして
パートナーを組み込んだビジネスモデル
への大胆な再構築が求められ、それは、
保険会社が「モノ・コトとつながる保険
会社（Insurer of Things）」になること
を意味していると弊社は考えている。

弊社の調査（Accenture Consumer-Driven 
Innovation Survey）によれば、顧客が保
険会社に期待していることは、幅広い商

品ラインナップだけでなく、顧客ニーズ
に合わせてカスタマイズされた商品の提
供となっており、80%の顧客は、より
パーソナライズされた商品・サービスを
提供する保険会社に乗り換えたいと考え
ている。また、41%はこうしたサービス
への支出を増やしたいと考えている。

顧客接点の頻度も変化している。保険会
社はこれまで年に1度か2度、保険の更新
や保険金請求の際に顧客とやり取りする
のみであったが、IoTは、新しい顧客と
の関係性を構築するための、継続的、常
時かつ一貫したコミュニケーションの機
会を創出する。

これら顧客ニーズの変化と商品・住宅・
企業・都市全体が常時つながっている社
会が到来（図表3）することにより、従
来型のコアビジネスは破壊される可能性
があり、これは保険会社にも波及すると

考えている。弊社の調査でも80%の保険
会社が、IoTプラットフォームを基盤と
する社会は既存ビジネスを破壊しかねな
い大きな影響があると判断している。

しかし、競争環境の激化を前にしてもな
お、保険会社の多くは「個」客体験がも
たらす新たな機会を顧みていないことが
弊社調査により分かっている。保険以外
の商品／サービスの提供を計画している
保険会社は全体の3分の2未満（61%）
で、さらに以下のようなパーソナルなデ
ジタル／モバイル・サービスをリアルタ
イムで提供している保険会社となると、
全体のわずか22%にとどまっている。

• 顧客のニーズやすでに所有している商
品に基づくオファー

• 保険会社との関係や過去のインタラ
クションに基づいて作成されたメッ
セージ

• 顧客の行動様式や補償対象物の利用状
況、リスク防止策を反映した保険料

• リスク防止やロス軽減に向けた提案や
インセンティブ

十人十色から一人十色の顧客ニーズへの
対応は保険会社だけでなく、他の異業種
でも同じであり、日本の先駆的な経営者
は一人十色に対応する経営を準備若しく
は実行している。「モノ・コトとつなが
る保険会社」になることは、今後の保険
会社にとって十分要件ではなく、必要要
件となる。リスクと見るか、それとも勝
機と考え迅速に取り組み大きな機会を得
るか。答えは明白である。近未来社会で
の自社の役割定義を行い、その社会の中
で「モノ・コトとつながる保険会社」に
なるためのビジョンを策定し、その実現
に向けビジネスモデルを運用していくに
は、強力なリーダーシップが必要とな

り、また大きなリスクを伴う。ただ、何
も行わないリスクの方がはるかに大
きい。

まとめ

現在の社会基盤に果たす保険会社の役割
と同じくSociety5.0の社会でも保険会社
が果たす役割は大きい。近年、保険各社
はInsTechを経営重要施策として取り組
んでいるが、InsTechに求められるもの
は今後より高度化され、近未来の社会基
盤の一部となる必要がある。この勝負は
先を見据えた先駆者が勝者になる。
Googleがデータを、Appleがモバイルと
言うハードと今後決済機能を獲得するよ
うに、プラットフォームビジネスの勝者
の優位性は揺るぎない。保険会社が

Society5.0のプラットフォームを担うの
か、同業種もしくは異業種に握られるの
か、その勝敗は近未来の社会で取り返し
のつかない差を生むことになるであろ
う。そこには、既存の顧客層ではなく、
国民・万人が興味を抱き、顧客が自ら
データを提供する魅力的なサービスが必
要となる。

保険会社が近未来の社会で果たす役割を
描き、その社会の中で「モノ・コトとつ
ながる保険会社」になるための変革は容
易ではないと理解している。弊社は保険
会社の更なる繁栄のため、グローバル
ネットワークの活用、及びデジタル・イ
ノベーションを推進する立場として、あ
るべきコンサルティング並びに事業運営

のご支援を三人称ではなく、一人称とし
て身を引き締めつつ実施していきたいと
考えている。

将来の社会の具体像 問い 範囲・観点

生活を
維持できなくなる

リスク

思わぬ出費が
かさむリスク

保有資産が
毀損するリスク

長生きする
リスク

家事・育児支援の拡充による生活負
担の少ない日々を過ごせるようにな
る結果、女性の社会進出が促進さ
れる

ロボット・AIによる活動支援/代替
により、高齢に伴う身体的不自由さ
を感じることなく日常生活を過ごす
ことができる

顧客提供価値
生保会社として提供すべき顧
客への価値の範囲と内容が、
どのように変わるか

バリューチェーン
顧客提供価値が多様化するなか
• 生保の既存業務の内容・や
り方が、どのように変わるか

• 新たに必要となる業務機能
は何か

個人の健康状態を常に客観的に把握
でき、傷病発生時に迅速・高品質な
治療を受けることが可能になる

センサやドローン等によるリアルタ
イム監視・予防保守により、個人の
保有資産を長寿命化できる

価値提供の内容

リスク補償 社会価値  リスク抑制／ 
QoL向上

マーケ
ティング

商品
開発

保険金
支払

新たな業務機能
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近未来社会
Society 5.0（超スマート社会の実現）

近未来社会のあり様を述べる際に、
Industry 4.0など加速する他国の取り組み
の後押しもあり、科学技術基本計画第5
期（2016年度から20年度）のキャッチ
フレーズとなっている「Society（ソサ
エティー）5.0」を見ていきたい。人類
がこれまで歩んできた「狩猟」「農耕」
「工業」「情報」に次ぐ第5の新たな社
会を、技術革新（イノベーション）に
よって生み出すSociety 5.0（超スマート
社会）とは、『産業競争力の徹底的強
化』、『人中心の社会の構築』、『社会・
経済課題の解決』の実現に資するシステ
ムの構築を官民連携で推進する取り組み
で、課題の解決のために11システムの開
発と共通利用可能な「モノのインター
ネット（Internet of Things以下、IoT）」

共通プラットフォーム構築を行い（図表
1）、社会・経済の構造が大きく変わる
「大変革時代」に備えるものである。

詳細は公知の情報に譲りたいが、セン
サーなどIoT技術を駆使したデータ収集
を起点とした近未来像を定義している
点、顧客の意識・価値観はモノからコト
（成果・体験）へシフトし個人の変革力
が増大すると予測している点、及び全て
の先進国が遅かれ早かれ直面する「課題
先進国」化という「危機」を「転機」と
捉え、国際競争力の強化ならびに地球規
模の課題解決へ寄与することを狙ってい
る点がメインのコンセプトであると理解
している。

それでは、この近未来社会で保険会社は
どのような変化に備え、またどのような
役割を担うべきなのか。

近未来社会の保険会社

超スマート社会において、保険会社とし
て提供すべき顧客価値の範囲と内容はど
の様にかわるのか。まず、既存の保険会
社のスコープについては、例えばウェラ
ブルやセンサーにより個人の健康状態を
常時・客観的に把握でき、そもそもの傷
病発生を抑制したり、個人の健康リスク
が可視化されることにより、特定の疾病
リスクのみの需要になったり（万人向け
の三大疾病などのパッケージ商品から、
個人が必要となる疾病のみのニーズ）な
ど、総じて既存の保険商品に対する需要
の減少が見込まれる。

一方で、従来の万が一の保証からリスク
抑制（予防）やQoL向上（アフターケ
ア）に対する需要が増大し、同時に、そ
れらのサービスを実現する仕組みに新た

図表3   IoTは、住宅・自動車・ヒト・組織、そして都市全体までもつなげつつあります
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なリスク（※）が発生することが想定さ
れ、保険会社の価値提供の対象と範囲は
広がっていくと弊社は考えている。（図
表2）

※新たなリスクの発生とは、例えば自動
運転の普及により、保険の対象者が自動
車の保有者や運転する人から、自動運転
を提供するメーカーに代わるように、予
防やアフターケアを支えるセンサー、ロ
ボットなどの製品・サービス提供会社に
対する保険商品のニーズが高まるなど、
生命保険会社が提供する新たな価値が対
象でも、そのサービスを社会的に普及さ
せるため、損害保険会社の役割が増える
ことなどを想定している。

また、顧客提供価値が多様化する中、保
険のバリューチェーンにも新たな業務機
能が必要となる。弊社はこの新たな業務
機能は3つのレイヤーの上に構築される
べきと考えている。

・「1対多」型商品から「1対1」型商品に
対応したレイヤー1（保険商品）

・ テレマティクス装置やウェラブルなど
の各種センサーとつなぐレイヤー2
（テクノロジー）

・ そして最適な協業パートナーとつなぐ
レイヤー3（エコシステム・サービス）

この3レイヤーの上で、保険会社はバ
リューチェーンの拡張・自動化・適応を
行う業務機能を追加する必要がある。こ
の業務機能追加には

1）レガシーシステムのロードマップ策
定と遂行

2）イノベーションの取り込み方と迅
速・低コストでリリースしていく仕組み
作り

3）セキュリティーの脅威に対する準備
が必要となり、エンタープライズアーキ
テクチャ（EA）にこれまでとは違う新
たな設計思想を取り込む必要がある。

「Insurer of Things」の時代
「モノ・コトとつながる保険会社」

前章で述べた通り、保険業界の伝統的な
ビジネスモデルにおいて、従来の収益源
は依然として変わらないものの、IoTを
起点とする経済・社会環境下では、持続
可能性は弱まっていく。しかしながら、
この創造的破壊のなかにあっても機会は
存在する。保険会社は保険とテクノロ
ジー、エコシステム・サービス、そして
パートナーを組み込んだビジネスモデル
への大胆な再構築が求められ、それは、
保険会社が「モノ・コトとつながる保険
会社（Insurer of Things）」になること
を意味していると弊社は考えている。

弊社の調査（Accenture Consumer-Driven 
Innovation Survey）によれば、顧客が保
険会社に期待していることは、幅広い商

品ラインナップだけでなく、顧客ニーズ
に合わせてカスタマイズされた商品の提
供となっており、80%の顧客は、より
パーソナライズされた商品・サービスを
提供する保険会社に乗り換えたいと考え
ている。また、41%はこうしたサービス
への支出を増やしたいと考えている。

顧客接点の頻度も変化している。保険会
社はこれまで年に1度か2度、保険の更新
や保険金請求の際に顧客とやり取りする
のみであったが、IoTは、新しい顧客と
の関係性を構築するための、継続的、常
時かつ一貫したコミュニケーションの機
会を創出する。

これら顧客ニーズの変化と商品・住宅・
企業・都市全体が常時つながっている社
会が到来（図表3）することにより、従
来型のコアビジネスは破壊される可能性
があり、これは保険会社にも波及すると

考えている。弊社の調査でも80%の保険
会社が、IoTプラットフォームを基盤と
する社会は既存ビジネスを破壊しかねな
い大きな影響があると判断している。

しかし、競争環境の激化を前にしてもな
お、保険会社の多くは「個」客体験がも
たらす新たな機会を顧みていないことが
弊社調査により分かっている。保険以外
の商品／サービスの提供を計画している
保険会社は全体の3分の2未満（61%）
で、さらに以下のようなパーソナルなデ
ジタル／モバイル・サービスをリアルタ
イムで提供している保険会社となると、
全体のわずか22%にとどまっている。

• 顧客のニーズやすでに所有している商
品に基づくオファー

• 保険会社との関係や過去のインタラ
クションに基づいて作成されたメッ
セージ

• 顧客の行動様式や補償対象物の利用状
況、リスク防止策を反映した保険料

• リスク防止やロス軽減に向けた提案や
インセンティブ

十人十色から一人十色の顧客ニーズへの
対応は保険会社だけでなく、他の異業種
でも同じであり、日本の先駆的な経営者
は一人十色に対応する経営を準備若しく
は実行している。「モノ・コトとつなが
る保険会社」になることは、今後の保険
会社にとって十分要件ではなく、必要要
件となる。リスクと見るか、それとも勝
機と考え迅速に取り組み大きな機会を得
るか。答えは明白である。近未来社会で
の自社の役割定義を行い、その社会の中
で「モノ・コトとつながる保険会社」に
なるためのビジョンを策定し、その実現
に向けビジネスモデルを運用していくに
は、強力なリーダーシップが必要とな

り、また大きなリスクを伴う。ただ、何
も行わないリスクの方がはるかに大
きい。

まとめ

現在の社会基盤に果たす保険会社の役割
と同じくSociety5.0の社会でも保険会社
が果たす役割は大きい。近年、保険各社
はInsTechを経営重要施策として取り組
んでいるが、InsTechに求められるもの
は今後より高度化され、近未来の社会基
盤の一部となる必要がある。この勝負は
先を見据えた先駆者が勝者になる。
Googleがデータを、Appleがモバイルと
言うハードと今後決済機能を獲得するよ
うに、プラットフォームビジネスの勝者
の優位性は揺るぎない。保険会社が

Society5.0のプラットフォームを担うの
か、同業種もしくは異業種に握られるの
か、その勝敗は近未来の社会で取り返し
のつかない差を生むことになるであろ
う。そこには、既存の顧客層ではなく、
国民・万人が興味を抱き、顧客が自ら
データを提供する魅力的なサービスが必
要となる。

保険会社が近未来の社会で果たす役割を
描き、その社会の中で「モノ・コトとつ
ながる保険会社」になるための変革は容
易ではないと理解している。弊社は保険
会社の更なる繁栄のため、グローバル
ネットワークの活用、及びデジタル・イ
ノベーションを推進する立場として、あ
るべきコンサルティング並びに事業運営
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モノのインターネット
（Internet of Things）

現在進行形のIoT 急速な拡大 新たな経済成長 保険業界関連領域へ
の影響

昨年度の銀行業、保険業界に
おけるM2M（Machine to 
Machine）接続数

2030年までにIoTがもたらす全
世界のGDP増加額

全世界のコネクテ
ッド・カー総数
コネクテッド・ホ
ーム導入数

ウェアラブル機器

のご支援を三人称ではなく、一人称とし
て身を引き締めつつ実施していきたいと
考えている。




