
本能の時代の保険業
保険料徴収者から永遠の守護者への進化



今後成長する保険会社は、保険料徴収者から 
永遠の守護者へと移行するでしょう。

保険会社に与えられた選択肢。それは、本能的に
なるか、絶滅するかです。

本レポートにより、トランスフォーメーション
を加速させましょう。
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保険業予測：
2030年の世界
保険会社は慎重に動いています。本質的にリスク回避的であり、厳しく規制されている保険業界は着実
に適応していることから、小売業や銀行業が経験したような混乱には直面してきませんでした。しかし、
状況は急速に変化しています。気候危機および世界規模での人口爆発、データの急増、デジタルリアリティ
の拡大により、リスクが高まり、新たな脅威がもたらされています。

保険会社が活動する未来の世界はどのようなものになるのかを理解するために、私たちはThe 
Future Laboratoryと提携し、トランスフォーメーションを支援するための指針を作成しました。消
費者、企業、社会が期待するものの変化に伴い、保険市場は現在とは違ったものになるでしょう。

本レポートでは、この変わりゆく世界において成功するために保険会社が起こすべき大きな変革につ
いて明らかにします。成長するために、組織はデータを中核に据え、あらゆる場面で人工知能（AI）を駆
使することで、迅速につながり、予測し、適応する必要があります。

· 現在の世界の現状

·  2030年までに保険業のトランスフォーメー
ションを引き起こす3つのグローバルマクロ
トレンド

·  今後保険会社はどのように生き残り、成長する
か

本ページ以降の内容は 
以下の通りです。
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保険料徴収者から 
永遠の守護者へ

次の5年から10年で保険業界が進歩し、保険
が私たちの生活において担う役割が進化す
る中で、否定的な見方を打破し、業界の基礎
となるコンセプトである信頼を再構築する
機会が訪れるでしょう。

データとAIを原動力として、保険業は私た
ちが大事にしているものを守るための、より
ダイナミックで積極的な役割を担うことに
なるでしょう。その働きは目立たず表立たっ
たものでもありませんが、保険は必要経費で
はなく、信頼できる大切なパートナーとして
認識されるようになるはずです。

保険会社は保険料徴収者から永遠の守護者
へと移行するでしょう。何かが起こる前に助
けてくれるのです。トラブルが発生したとき
には緊急サービスで対応します。真の付加価
値をもたらすサービスをデザインすること
で信頼を構築します。それにより、人々がリ
スクを減らし、今後何世代にもわたって個人
や家族、地域社会を守る助けとなります。



今日の保険業:
リスクを再定義する力
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2018年に、世界全体の保険料が初めて5兆ドルのラ
インを超えました。

出典：Swiss Re

保険会社を信用しているアメリカ人はわずか47%で
す。

出典：YouGov 2018

5兆2,000億ドル

47%

保険の補償が十分なものだと感じている小規模企業
はわずか37%です。
出典：Hanover Insurance Group／ 
フォーブス・インサイト 2018

37%6%

14億1,000万ドル

世界GDPに保険業界が占めるシェアは2002年の
7.5%から2019年の6%へと徐々に減少しています。
出典：Aon

2019年第2四半期には、69社のインシュアテックが
合計14億1,000万ドルの契約を獲得しました。
出典：ウィリス・タワーズワトソン

世界の現状：
現在の見解
一見すると、保険業界は上り調子で、世界規模で着実に成長しているように見えます。より詳しく見てみると、保険会社は変化
のスピードについていけないのが現状なのです。環境およびテクノロジー、世代の面での変化がリスクの本質を変えています。
保険業界は、消費者の期待に遅れずについていくために迅速に行動し、プロテクションギャップを埋め、初期段階の脅威に対
応する必要があります。

人々、財産、企業を守るという目的を原動力として、保険業界は今行動を起こす必要があります。さもなければ、その存在意義を失う可能性があり
ます。新たな脅威と新規参入企業により市場が混乱したことにより広がりつつある保障およびイノベーション、データ、信頼に関するギャップを
埋めなければなりません。



5

本能の時代の保険業  |  今日の保険業

2017年の自然災害および人災による世界全体で
の経済的損害（1年あたりの経済的損害としては
過去最高を記録）。合計損害補償額は1,440億ドル
であり、世界全体でのプロテクションギャップは
1,930億ドルとなりました。

出典：Swiss Re

保険会社はリスクと保険金請求の変化動向に関する
データを大量に保有しており、政府と協力して気候変
動に対する防御策を立案することが不可欠になるで
しょう。多くの人にとって保険費用が法外なものとな
らないようにすることが重要です。

Genpact 保険担当副社長Steven Raynor

保険業にとっての正念場
異常気象の発生頻度が高まり、自然災害に関する損害補償額が増加しています。気候変動は
ガバナンス、戦略、リスク管理、事業に影響を及ぼすことから、保険会社にとってビジネス上
の大きな課題となっています。

保険会社にとって、今こそ地域社会と世界規模のレジリエンスを構築する上での自身の役割に
ついて考える正念場です。保険会社は、気候変動の原因と影響に向き合い、不安を抱いている顧
客や投資家に対して、今後何世代にもわたって地域社会を守っていく積極的な役割を果たして
いることを示さなければなりません。

3,370億ドル
“

”
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利用ベース保険市場は、2022年までに1,230億ドルを獲得すると見込
まれており、2016年から2022年のCAGRは36.4%になると予想され
ます。

出典：Allied Market Research 2018年

サイバーリスクが急激かつ指数関数的に増えている状態です。サイバー
リスクは急速に増加の一途をたどる一体のリスクカテゴリーですが、
サイバーリスクへのエクスポージャーを理解している人はほとんどい
ません。保険会社が個人のクライアントベースと合計ベースの両方で
自身がどのような保険を引き受けているのかを理解するのは非常に困
難です。一体どうやってサイバーリスクへのエクスポージャーに関す
る情報を集約すれば良いのでしょうか？

Mactavish テクニカルディレクターRob Smart

データの急増により保障が 
再定義されている
データを用いることで、リスクを予測し行動を予想することができる可能性が生まれることから、ニーズに対
する反応が早く臨機応変な対応が可能な新しい種類の個人向け保険商品の開発が進んでいます。利用ベース保
険やマイクロインシュアランス、パラメトリック保険の台頭により、保障の再定義が進んでいます。

世界のオンライン化が進むにつれ、サイバー攻撃やデータ漏洩、そしてサイバー戦争によって高まる脅威への対策としてサイバー保険とリスク
管理商品に対する需要が高まり続けるでしょう。

1,230億ドル
“

”



7

サイバー犯罪によって2021年までに企業や組織
に年間6兆ドルの損害が出ると予想されています。
出典：Cybercrime Ventures 2019年

6兆ドル

デジタル世界が絶え間ない 
脅威をもたらす
ハイパーコネクテッドワールドでは、コネクテッドデバイスやスマートシティ、インテリジェ
ント・インフラストラクチャによってリスクが再定義されています。組織はより良い製品とサー
ビスを提供するために、顧客の生活に関する詳細なデータを収集しています。データは盗難
のおそれがある非常に価値の高いコモディティです。保険会社のデータ保護能力とサイバー
防御能力は、消費者と企業を守り、企業の評判を維持するのに欠かせません。

皮肉なことに、イノベーションを可能にするデータテクノロジーは、規制の拡大につながり、新商品の将来性を無にしてしまう可能性のある倫理
的問題を引き起こすでしょう。物や建物、都市がデータで覚醒し、企業が私たちの動きを割り出すようになるため、責任や因果関係、法的責任の問
題はこれまで以上に複雑になります。全てのステークホルダーに対する影響がより明確になってきたことを受け、保険会社はステークホルダー
との議論を主導する必要があります。

本能の時代の保険業  |  今日の保険業

連邦政府に個人情報に関する基準と規則を設けてほ
しいと頼むのか、それとも自分たちで業界を自主規制
して、弁護士や医師と同じ方法で協定を結ぶのか？

Insurance Solutions Group  
マネージングパートナーStephen Applebaum

“
”
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ミレニアル世代の80%が、生活費や学生ローン債務、
経験重視の姿勢など、保険よりも重要な金銭的優先
事項があると述べています。 
出典：Life Happens調査 2017年

80% 65歳以上
2050年までに、世界人口の四分の一近くが65歳以
上になるでしょう。

出典：国際連合 出生率予測

異なる世代からの期待を全て実現するには
保険モデルの見直しが必要
世代ごとで異なるニーズと考え方は、業界に矛盾をもたらしています。若い世代は物質的な豊かさにあまり重きを置
いておらず、特定の資産を所有していることでその価値が決まる人生よりも、人生経験を重要視しています。一方経済
的ニーズが異なる高齢人口が複雑な社会的課題をもたらしているのです。

ライフステージが異なる様々なグループのニーズを全て満たすには、保険会社は経済モデルや製品開発、サービス提供を
大幅に見直し、真の付加価値を創出することが必要になるでしょう。
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オートメーションの加速が人間の 
潜在能力を解放する
保険金請求とアンダーライティングの自動化が進んでおり、AIと機械学習によって保険業界のトラン
スフォーメーションは進んでいます。人間の労働力のスキルがAIによって拡張されることで、人々はカ
スタマーエクスペリエンスや、より複雑なリスクに重点を置くことが可能になります。

保険会社によるAIに対する2020年
までの推定総支出額

出典：デロイト

470億ドル
大手保険会社に関する調査によると、
ビッグデータが保険契約管理の仕事量
の削減に役立ち（50%）、正確な損害保
険金請求予測の一助となり（80%）、緊
急ではない保険金請求処理を加速し
（90%）、不正検知率が向上する（60%）
と予測されています。

出典：Munich Re 2018年

今後5年間で、今日の保険業界におけ
る仕事の約50%の在り方が変わるで
しょう。

Insurance Solutions Group  
マネージングパートナーStephen 
Applebaum

保険会社は、AIによりもたらされる効率および標準化と、複雑さを増すリスクに対して必要な専門知識のバランスを取る必要があります。従業員
にAIと共に働く力を与えることで、ロボットと人間が協働し、人工知能と感情的知性を融合することが可能になるでしょう。

“
”
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インシュアテックが 
イノベーションをもたらす
インシュアテックの台頭は、フィンテックによる銀行セクターのトランスフォーメーション
に続くものです。これにより大きな混乱がもたらされ、競争がさらに激化することが予測さ
れますが、新規と既存の市場参加者の間で協力する新たな機会も生まれます。

未来の軸となるのは競争ではなく協力関係です。
保険会社の96%がインシュアテック企業と協
力したいと述べています。

出典：World InsurTech 2018年

96%
スタートアップ企業によるイノベーションは保険会
社によって促進される必要があります。保険会社の関
与によりイノベーションが阻害されてしまうリスク
があります。保険会社は、インシュアテックが簡単に
自社のビジネスについての情報を得ることができる
よう、協力的なイノベーション環境を創出する必要が
あります。

Genpact 保険担当副社長Steven Raynor

保険業界はテクノロジーの採用において他の業界に後れを取っています。新しい企業に追い抜
かされないようにするためには、今行動しなければなりません。革命的なビジネスモデルを見
つけるか、インシュアテックを買収することで、大手テクノロジー企業が市場に参入してくる
までの短い間ではあるものの、チャンスを手にすることができます。

“

”



11

2030年の保険業 :
世界を変えるであろう
3つのトレンド
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2030年の保険業 :  
グローバルマクロトレンド

新世代が期待するものの変化をきっかけに、3つのマクロトレンドが2030年の世界を形作
るでしょう。成功するためには、保険会社はその変化に適応しなければなりません。  

私たちは各トレンドを調査し、先行企業を明確にし、企業が成功するために講じることがで
きる手段を共有します。

01
オプティマイズド・ 
リアリティ

02
エシカルインパクト

03
システム全体の 
プランニング



タッチポイントの反応が迅速化し、流動的で多
様なものになるにつれて、企業は顧客の行動と
ニーズに合わせて体験と製品、サービスを企画
するようになるでしょう。

01
オプティマイズド・
リアリティ
保険業は固定補償から、先を見込した予防へと活動軸を移行しなければなりません。



本能の時代の保険業  |   2030年の保険業  |  オプティマイズド・リアリティ

マイクロトレンド

•  リスクのデジタル化には保障の再定義が必要にな
ります

•  一年更新型個別保険契約から調整可能な総合保障
へ

•  人工知能によって効率および正確性、カスタマーエ
クスペリエンスのトランスフォーメーションが進
んでいます

•  人々はほぼ潜在意識レベルで自身の気分と行動と
波長の合う体験を求めています

オプティマイズド・リアリティ

拡張労働力総合的な保障 先を見越した補償

テクノロジーの進歩は、革新的なテクノロジーにより
促進され、人々の感情をきっかけとして、またはそれ
に対応する形で、事業と顧客対応がますますシームレ
スでフリクションレスになるということを意味します。
保険のタッチポイントは反応が迅速化し、流動的で多
様なものになり、最終的に体験とサービスを個人のニー
ズに合わせることが可能になるでしょう。

保険を、過去のデータを用いて未来を保障する仕事と
して定義するのであれば、その目的の遂行はデータを
用いたリアルタイムでのリスク評価の実施によって
変化します。有害事象が発生する可能性を予測する能
力が高まることで、保険モデルは保険金支払活動から
保険金請求防止サービスへと移行します。
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総合的な保障
顧客の生活に合わせる
エクスペリエンス・エコノミーにより、保険業界には新しい商品とサービスの開発が求めら
れています。スマートホーム向け保険や価格最適化、利用ベース保険、マイクロインシュア
ランスは、消費者のニーズおよび行動、期待の変化に対応して、反応の早いシームレスなサー
ビスを提供する商品の具体例です。

サブスクリプションモデル スマートホーム

Droverは自動車所有に関するサブスクリプション
モデルを利用しており、顧客は融通の利く月単位で車
を所有することができます。費用には自動車と保険、
メンテナンス、修理、税金、故障補償が含まれます。

Neosはスマートテクノロジーと24時間年中無休の
サポートを総合住宅保険と組み合わせたサービスを
提供しています。センサーを利用して、水漏れまたは
侵入者を早期発見することができます。これは全てア
プリで制御されています。

保険は総合サービスの一環として製品に組み込まれるため、顧客の保険体験は今と違ったもの
になるはずです。一年更新型から調整可能な総合保障へと移行していくことで、消費者は自身
の生活に寄り添い、リアルタイムのリスクに関するアドバイスを提供してくれるスマート保険
を求めるようになるでしょう。
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人々の生活に組み込まれたコネクテッド
デバイスが災害について事前に警告をす
ることからもわかるように、保険会社は
保険金支払活動から保険金請求防止活動
へと移行するでしょう。

̶   Insurance Solutions Group  
マネージングパートナーStephen Applebaum

“

”
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拡張労働力
新しい種類の人材
オートメーションにより保険バリューチェーン全体が拡張されることになります。AIが人々
の役割を強化するのに伴い、保険会社は自社の従業員に新しいスキルを習得させ、方向転換
を図らなければなりません。

Lemonadeは従業員が他の業務を実施する時間を
作り出す自社のAIアルゴリズムに誇りを持っていま
す。同社のオートメーション指数から、従業員一人あ
たりの保険契約件数は2,500件に上り、競合を大幅
に上回っていることが分かります。

Cytoraの小規模企業向け保険の自動アンダーライティ
ングサービスは、保険会社によるCytoraのAPIを用
いた完全自動見積りプラットフォームの構築を可能
にします。顧客はたった4つの質問に答えるだけで見
積りを取ることができ、たったの数分で保険に加入す
ることができます。

人間に力を与える 強力なプラットフォーム

AIが労働者のスキルを拡張することで、労働者は自身の専門知識と判断力を複雑なリスクに、
そして共感力と感情的知性をカスタマーエクスペリエンスにおいて発揮できるようになります。 
保険会社はリアルタイムのリスクに対してテクノロジーを活用できる可能性に期待を寄せており、
今後業界に新しい種類の人材を呼び込むことになるでしょう。



18

本能の時代の保険業  |   2030年の保険業  |  オプティマイズド・リアリティ

先を見越した補償
リアルタイムでのリスクの価格設定
コネクテッドデバイスと外部ソースからのデータを利用して展開する脅威を検知できるというこ
とは、保険会社はリアルタイムでリスクの評価を行うことができることを意味します。新しいインシュ
アテックは保険会社と協力して顧客にこれから起こる事象について先回りして通知しています。

Flockは、ドローン業界向けにリアルタイムデータ（気
象条件や高リスクエリアとの距離感など）を利用した
世界初の地理空間リスク分析ツールを構築しました。
このツールは、1時間ごとにドローンの飛行を定量化
して保険を掛けることで、世界最大のドローン隊にリ
アルタイムのリスク分析と保険を提供しています。

Trovのスマート保険プラットフォームは、近代的車
両とマルチモーダル輸送向けの特注のオンデマンド
保険を提供します。コネクテッドカーからのリアルタ
イムデータを利用して、各瞬間のリスクのレベルに厳
密に合わせた適切な水準の補償範囲を提供します。

飛行リスク オンデマンド保険

保険会社はオープンソースの原則を採用し、賢くビッグデータを利用することで、リアルタイムでリスクの価格設定を行い、
リスクを軽減します。保険の透明性が高まるにつれて、顧客は個々のリスクプロファイルに合った、より公正な価格設定を求
めるようになります。データリッチなインサイトを利用者と共有し、可視化することで、利用者はより安全に運転し、飛行し、
生活することができるようになるでしょう。そうすることで、見返りがあることを利用者は分かっているからです。
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一部の保険は強制加入であるため、保険会社はリスク管理市場に
参入し、『このルートを通って運転を続けてよいのですか？』といっ
た具合に行動に関する提案という形で付加価値の提供を始めるこ
とができるでしょう。アリアンツはWazeと提携し、凍結した道路
を避ければ一回の移動ごとの保険料を2ポンド節約できると通知
してくれます。

̶   Flock CEO Ed Klinger

“

”
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適応する

オプティマイズド・リアリティ

保険会社が備えておくべきこと
固定保障から、先を見越した予防へと活動軸を移行するには、保険会社は次のようなトランス
フォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

様々なデータを解明し、つなげる
契約上でのリスクの追加や削減など、保険契約に関する意
思決定にライフイベントと保険金請求に関するデータを
結びつけます。リスク・報酬メカニズムにつながる行動を
奨励します。

外部データの活用
様々なデータソースを活用し、予測的アナリティクスを
用いて発生するリスクの検知と正確な価格設定、リスク
プロファイリングを行います。

エクスポージャーの可視化
顧客が自身のリスクエクスポージャーを理解できるよう
に十分な可視化をすることで、顧客とインサイトを共有
します。データを用いて、安全な行動を取っていた顧客に
対しては報酬を提供し、顧客の安全への意識を高めます。

人間のスキルの拡張
非構造化データを集め、分析するために様々なデータソース
を利用し、機械学習を適用することで、アンダーライターと保
険金請求専門家が判断力を基により良い意思決定を行うこと
を可能にします。

カスタマーエクスペリエンスに重点を置く
データを迅速かつ正確に入力する能力よりも、対人スキルを
重要視することから、従業員の業務の焦点をデータ処理係から、
カスタマーサービスの専門家へと移行していきます。

つなげる 予測する

本能の時代の保険業  |   2030年の保険業  |  オプティマイズド・リアリティ



社会が企業に求めることは、地域社会において倫理に基づ
いた積極的な役割を担い、最も重要な問題に関して立場を
明確にすることです。

02
エシカル
インパクト
保険業は包括契約から、責任のある守護者としての役割へと活動の軸を移行しなければなりません。
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エシカルインパクト

マイクロトレンド

イノベーションの受け入れ保障の提供 適切な投資

経済・環境の状況が変化する中で消費者が企業に期待
するのは、これまで以上に努力し、社会変化を促し、社
会のために新しい価値体系を創出することです。

これは保険会社にとって、リスクの管理と軽減に対す
る責任を有する業界としての役割を見直し、信頼構築
のために世代横断型の戦略を実施することを意味し
ます。

•  人々はエシカルなアプローチを求め、価値志向の意
思決定を行っています

•  取締役会と経営幹部チームは、エシカル投資と保険
料負担可能性に関する消費者の期待に応えること
へのさらなるプレッシャーにさらされています

•  データ利用に関する懸念が高まっていることから、
保険会社は透明性を確保し、AIの利用を進める上で
人間の倫理的な視点を保持する必要があるでしょ
う

•  保険契約を促進する要因が、文化的、経済的、宗教的
であるということは、世界人口の大部分が無保険で
あるということを示しています
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保障の提供
最も必要としている人を対象に
目的に合った手頃な保険を、それを必要とする全ての人に提供するという課題に向き合うことで新しいビジネスモデルと革新的なパート
ナーシップが構築され、保険会社が社会に影響を及ぼすための戦略が生まれています。

MoneyLoopは、消費者が予期せぬ事態で使用する
緊急時費用を管理する手助けをします。顧客が免責金
額を分割払いすることができるようにするために、無
利子で無料のホワイトラベルの金融ソリューション
を提供し、保険金請求プロセスにおいて顧客にかかる
金銭的ストレスを軽減します。

Swiss Reはオランダのスタートアップ企業である
VanderSatと協力し、未開拓市場に作物保険を提供
しています。人工衛星を利用して、土壌の湿度と温度
を世界中で毎日測定することで、Swiss Reは所定の
レベルの干ばつが発生した場合に農業従事者に支払
いを行うパラメトリック保険商品を提供しています。

緊急事態を緩和する パラメトリック保険契約

英国の保険会社であるアビバは、利用者が追加費用な
しで月額を支払うことを可能にし、契約のキャンセル
または変更にかかる料金を排除した柔軟な保険契約
であるAvivaPlusを発売しました。

顧客第一

世界では非常に多くの人々が無保険の状態である上に、壊滅的な損害の増大に直面しているこ
とを受け、勇気のある保険会社は弱者を守ることで得られる長期的な利益を見据えて、短期的な
利益の減少を受け入れることができるでしょう。
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イノベーションの受け入れ
信頼を高めるためのデータ共有
オープンインシュアランスへの移行により、オープンバンキングが銀行業界のトランスフォーメーションを引き起
こしたのと同様に、保険業界でもトランスフォーメーションが引き起こされるでしょう。アプリケーションプログ
ラミングインターフェース（API）を通してデータ、アルゴリズム、そしてプロセスを公開することで、保険会社はオー
プンソースの原則を採用しています。これにより、新商品の開発のためにプロセスの透明性を確保し、サービスプロ
バイダーとデータを共有しています。

Ping Anは保険に対するオープンプラットフォームとオープン市場ア
プローチを展開しています。同社のSmart Insurance Cloudには、販売
やアフターサービス、アンダーライティング、保険金請求、カスタマーサー
ビス、損害評価、不正検知などのプロセスを対象とした、保険業界の全て
のパートナーが利用可能なオープンソースAPIソリューションが含まれ
ています。

スマート保険クラウド

データエコノミーが保険業に影響を及ぼし、倫理と信頼に関する新たな問題が発生しています。
よりオープンな業界の先駆けとなるのは、データの所有権と利用に関する議論を主導している
保険会社や、規制機関と協力して新しい行動規範を作成している保険会社です。



25

適切な投資
倫理方針で社会的変化を促進
消費者の考え方の変化やステークホルダーからのプレッシャーにより、保険会社には社会的目標とサ
ステナビリティ目標を達成するエシカル投資を行うことが求められています。

本能の時代の保険業  |   2030年の保険業  |  エシカルインパクト

Unfriend Coalは、石炭に保険を掛けられないようにす
ること目標に掲げています。NGOの運動と社会運動の
グローバル連合であるUnfriend Coalは、石炭セクター
から撤退し、クリーンエネルギーへの移行を支援するよ
う保険会社に圧力をかけています。同団体は保険会社に
対して、さらなる石炭関連プロジェクトを可能にした場
合にその責任を問うことを明言しており、気候チャンピ
オン企業と気候悪党企業を公表するでしょう。

消費者が大事にしているものに投資を行うべきだというプ
レッシャーが高まっています。QBEのPremiums4Good
は、保険料の25%を、環境保護に役立つプロジェクトやホー
ムレスを減らすことを目的としたプロジェクトなど、地域
社会に直接的かつ持続的な利益をもたらすプロジェクトに
投資しています。

化石燃料のリスク 保険料投資

気候変動の現状は世間に認知されています。
未来では透明性が非常に高まり、人工衛星が排ガスの排出量を監視し、倫理的慣行を遵守しているかどう
か疑わしいブランドに対してはソーシャルメディア上で反発が起こるでしょう。
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適応する

エシカルインパクト

保険会社が備えておくべきこと
包括的な保険の提供から、責任のある守護者としての役割に移行するには、保険会社は次のような
トランスフォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

規制機関と積極的につながり、協力する
データテクノロジーの利用によって引き起こされる倫理
的問題に対する立場を明確にします。

顧客自身に資金の投資法の管理を任せる
エシカル投資の基準を定め、投資の意思決定の透明性を確
保します。

オープンインシュアランスに備える
保険会社に対してデータを共有し、顧客が自身のデータ
を所有する手助けをする方法について検討することを求
める未来の政策を先取りします。

インフラストラクチャプランナーと現地当局との協力
道路交通事故と悪天候事象のホットスポットを教えるこ
とで、政府がよりレジリエントに計画を立てることができ
るようにします。

従業員の間で倫理的文化を形成する
経営陣と協力し、リスクに対処するプログラムを開発し、従業員
に働きかけて心をつかむことで、問題に対する従業員の意欲を
高めます。

人間の役割を置き換えるためではなく強化するために、AIを積
極的に利用する
従業員に新たなスキルを習得させることと、人々の役割に影響
を与えるAIまたは機械学習プログラムに関するトレーニング
を実施することを重視します。

つなげる 予測する



社会は、何が何でも経済成長の達成を優先目標
とすることから、人間らしさと環境を優先する
目標へと移行するでしょう。

03
システム全体の
プランニング  
閉鎖的な懸念からネットワーク型レジリエンスへ
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システム全体のプランニング

マイクロトレンド

多面的な脅威世界規模のレジリエンス リスク管理の民主化

企業と地域社会が多面的な脅威に直面している中で、
保険会社は長期的かつ包括的なアプローチを採用し、
大局的見地から見た脆弱性に対して強化された真に
サステナブルな産業を創出していくことになるでしょ
う。

保険会社は新しい方法で永続的なリスクに対応し、物
理的環境および拡大しているデジタルリアリティに
おける初期段階の脅威に対する保障を見直す必要が
あるでしょう。

•  保険会社は、気候非常事態に対応するために慎重か
つ批判的な長期的思考を採用しなければなりませ
ん

•  高齢化と、若い世代の貯蓄と所有物の少なさという
真逆の課題に対応するため、世代横断型戦略が求め
られます

 

•  ビジネス上の問題と人間のニーズに焦点を合わせ
ると、ブロックチェーンなどのテクノロジーは、エ
コシステム内の全ての参加者の間で安全なデータシェ
アリングを可能にすることで信頼を得る可能性が
あります
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世界規模のレジリエンス
データを用いて気候変動に対応する
保険会社は、気候変動が壊滅的な損害の頻度に寄与していることを認識しており、世界規模
のレジリエンスを構築するためにパートナーシップ、投資、そしてテクノロジーを利用し、
環境災害および人災から地域社会を守ります。

本能の時代の保険業  |  2030年の保険業  |  システム全体のプランニング

米国に拠点を置くOne Concernは、地震や火災、洪
水、ハリケーンなどの自然災害の影響の予測と軽減の
ために機械学習を利用しています。プラットフォーム
により、自然災害発生後に緊急作業員を派遣する場所
や、影響を受けた人々に関する情報を示すためのAI
を用いたモデルが作成されます。

米国企業であるUnderstory Weatherは、雹現象を
より良く理解することを目的に都市の建物の屋根に
雹ステーションを設置し、保険会社と協力して顧客に
これから発生する雹について先回りして知らせる取
り組みを行っています。

緊急対応 気象予測

保険会社は気候変動への対応においてますます積極的な、先を見越した役割を担うようになる
でしょう。保険会社は地域社会の形成・設計を担うことができます。データを用いて正確に気候
リスクの評価と管理を行うことで、保険会社は社会にリスクの高い沿岸の洪水多発ゾーンでの
過剰建設などのずさんな計画を行わないよう働きかけ、海面上昇に耐えられるよう設計された
よりレジリエントなインフラストラクチャなど、より良い選択をするよう奨励します。
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多面的な脅威
サイバー防御の構築
あらゆるものがデジタル化され、鏡に映したようなバーチャル世界が作り出される今の時
代において、保険業界は人々を新たな脅威から守る守護者としての役割を果たせるようになっ
ています。保険業界は攻撃に対処する防衛者です。そしてリスク管理を提供するアドバイザー
でもあるのです。

デジタルセキュリティを専門とするDarktraceの
Enterprise Immune Systemは、気付かれないまま
になる可能性がある脅威を検知するために、AIと機械
学習を利用し、ネットワーク上の全てのデバイスとユー
ザーの「生活パターン」を知ることで、発生する脅威を
検知し、防ぎます。

Beazleyの風評被害保険契約は、株価の下落をトリガー
として捉えており、補償・危機管理パッケージが含ま
れています。価格設定はソーシャルメディアのスクレ
イピングと過去の株価暴落により生じたコストに基
づいて行われます。

サイバー脅威 レピュテーションリスク

サイバー脅威は複雑さを増しており、さらには壊滅的なものになる可能性もあるため、サイバー
リスク特有の性質に対処するために保険会社は一致団結し、さらに政府や関係当局とも協力し
なければなりません。サイバー攻撃の防ぎ方と対処の仕方に関するアドバイスは、サイバー補
償と同様の付加価値をもたらすでしょう。
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リスク管理の民主化
デジタルが保険市場を解放する
分散型の保険アプリケーションにより、保険バリューチェーン全体で新商品および新サービスを発表する機会がもたらされるでしょう。ブロッ
クチェーンなどの分散型台帳・スマートコントラクト技術によって効率が良くなり、透明性が高まることで信頼を強化し、ピアツーピアプ
ラットフォームの形で保険へのアクセスを民主化することができます。

Ehterisc、Aon、Oxfamの三社がタッグを組み、スリランカの農業従事者にマイ
クロインシュアランスを提供するブロックチェーンベースのプラットフォーム
を提供しています。この分散型の協調的自動保険はコストを削減し、一部保険の
補償の不足に対処し、信頼を構築します。

ブロックチェーンベースの補償

ブロックチェーン技術と自律モデルを利用したピアツーピア保険が最近広まっ
ています。地域社会の保険契約者は、契約ルールの設定や新規加入者の受け入れ、
保険金請求とその承認、返済などの全ての保険の機能を共同で管理します。ブロッ
クチェーンの効率の良さから、保険料のコストが削減され、保険金請求の承認ま
たは却下に関する透明性が高まります。

ピアツーピア保険

分散型アプリケーションは、地域社会にとってのセーフティーネットとしての保険の役割
を再活性化する機会と、共同体の間でリスクプーリングを行う機会を提供します。
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適応する

システム全体のプランニング:
保険会社が備えておくべきこと
閉鎖的な懸念からネットワーク型レジリエンスへと移行するには、保険会社は次のような 
トランスフォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

地域社会を設計する
保険金請求と、保険契約に関するデータおよび外部デー
タを用いて、道路の改善などインフラ改善のための公共
政策を形作り、利益率の低い保険金請求を削減します。

レジリエンスの促進
保険会社はデータを用いて気候リスクに対処し、社会がず
さんな計画を行わないよう働きかけ、建築基準法や建設資
材の改善などより良い選択をするよう奨励します。

プロテクションギャップの予測
現在保険を掛けることができないリスクに向けた商品
を考案することで、世界規模の目的を持ってイノベーショ
ンを推進します。

重大な未知のリスクに注意
自律システムにより保険金請求が減り、保険料が下が
る中、先を見越してサイバーハッキングやサイバー戦
争などの未知のリスクに対応するための計画を立てます。

サイバーリスク注意報
アンダーライティングと保険金請求の自動化が進んでい
ることから、サイバー脅威などのシステム上の脅威と気候
変動の軽減に焦点を移します。

つなげる 予測する
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オプティマイズド・ 
リアリティ エシカルインパクト

永遠の守護者となるための道
各マクロトレンドにおいて成長するためには、保険会社は3つの大きな移行を成し遂げる必要があります。

固定保障から先を 
見込した予防へ

包括契約から責任のある 
守護者としての役割へ

懸念の解消からネットワーク型
レジリエンスへ

•  一年更新型から調整可能な保障が統
合された形式へ移行します

•  人間が判断力と共感を重視して活動
できるようにし、後のことはAIに任せ
ます

•  リアルタイムで賢く価格設定を行い、
エクスポージャーを可視化するため
に、オープンソースの原則を採用し、
外部データを利用します

•  弱者を守ることで得られる長期的な
利益を求めます

•  オープンインシュアランスに備え、
データの所有権と利用に関する議論
を主導します

•  社内で倫理的文化を形成し、顧客自
身で資金の投資方法をコントロール
できるようにします

•  地域社会の形成・設計を担い、世界規
模のレジリエンスの構築をサポート
します

•  多面的なリスクに対処するために一
致団結し、政府や関係当局とも協力
します

•  プロテクションギャップに関するイ
ノベーションを行い、分散型の商品
を模索します

システム全体の 
プランニング



34

未来の保険会社の実現
保険会社が2030年に目標を達成するため、トランス
フォーメーションを行う前にしなければならないこと：
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01
02
03
04
05

データを組織の中核に据える

シームレスに協力する

予測を利用してリスクとビジネスチャンスを特定する

パーパス主導の人材を育てる

AIを組み込み、そのインサイトを従業員の知識や状況
と組み合わせる

成功を収める企業は、これらを基盤として次世代の保険会社を構築していきます。 
私たちはこのように先見性のある組織を本能的な企業と呼んでいます。



本能の時代の保険業



本能の時代の保険業  |  2030年に成長する  |  本能的な企業

2030年に成長する :

本能的な企業への進化

オプティマイズド・リアリティとエシカル
インパクト、システム全体のプランニング
により形作られる世界で成長する企業は、
エコシステム全体からのデータと知識、人々、
インサイトを結びつけ、クライアントと顧
客に利益をもたらす迅速かつ正確な意思決
定を行うことができます。これが本能的な
企業です。

AIが組織全体に組み込まれた次世代の保険
会社は、顧客と地域社会のパートナーのため
のパーソナライズされた直感的なリスクア
ドバイスに重点を置き、リスク評価と保険金
支払活動からより高い目標へと取り組みを
移行し、社会のために長期的なレジリエンス
を構築していきます。
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予測的 
インサイト

適応力のある
労働力

コネクテッド
エコシステム

本能的な保険会社
本能的な保険会社は、未来のマクロトレンドをうまく舵取りし、予想外の競争要因や、透明性を高める要求、新たな経済モデル、人材ニーズ
などに対応できるよう備えています。本能的な保険会社は、従業員やパートナーから得た状況や知識とAIインサイトを組み合わせ、3つの
特徴を有しています。

本能的な保険会社は、社外パートナーシップを
採用し、インシュアテックのみならず時には競
合とも連携をしながら、イノベーションネット
ワークを構築していきます。こうした保険会社
はオープンインシュアランスを採用し、適正価
格とパーソナライズされたサービス、シームレ
スなユーザーエクスペリエンスを確実に提供す
るためにデータとスキルを共有します。

本能的な保険会社は、複数のソースから得たデー
タを利用し、先進テクノロジーを採用することで
リアルタイムの実用的なインサイトと迅速かつ
正確な予測能力を獲得して、顧客のニーズやビジ
ネス機会、そしてリスクを予測していきます。

人間と機械で構成された労働力は、変化を受け入
れ、新しいスキルを採用し、協働しながら、顧客と
いう共通の目的を中心に据えて足並みを揃えます。
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もしも未来の保険会社が次のように 
なることができたら ...

もしも保険会社が本当に信頼できるリスクアドバイ
ザーだったら？データやAI、モバイルテクノロジー
を活用して、顧客にリスクに関する最新情報を常に提
供し、顧客が最高の人生を送れるよう後押しをします。
健康な食事を摂る、一番安全なルートを通って帰宅す
る、酔ってTwitterで暴言を吐いて評判を下げるよう
なことがなかったことなどに対して、報酬が与えられ
ます。

もしも大手保険会社がグリーンニューディールの実
施を誓い、気候災害との闘いの先頭に立ったら？既存
の契約を全てキャンセルし、化石燃料に対して保険を
掛けたり投資を行ったりすることを拒否するでしょう。
気候変動の影響による損害を受けた場合には、気候変
動を引き起こした企業に対して法的措置を取るでしょ
う。危険にさらされている地域社会を保護するために
無保険の人々を保険契約で守るでしょう。顧客は地球
を何よりも重視した行動を取る保険会社に集まるで
しょうか？

もしも保険金請求の防止が保険会社の中核的ビジネ
スモデルであり、保険会社の目標が保険金の支払いを
絶対にしないことだったら？保険会社は事故ゼロ、損
害ゼロ、支払いゼロを約束するためにどのような戦略
を実行するでしょうか？

ギャンブル業界が法律により圧迫を受け、保険に事業
転換したら何が起こるでしょう？もしも保険がゲー
ム化され、人々があらゆる公共のイベントまたは体験
にまつわるミクロリスクを売買するようになったら？
応援しているサッカーチームが負けた場合に備えて
保険を掛けることができるでしょうか？または、アメ
リカズ・ゴット・タレントでお気に入りの参加者が投
票で敗退した場合に保険金請求をすることができる
でしょうか？

もしも一社が世界中のデータを独占し、巨大データ管
理企業になったら？地球上のあらゆるところから未
発見のデータセットを貪欲に集めて、人々の個人デー
タから収益源を生み出し、保険データをはじめとする
データを可能な限り全て買い取ります。そしてデータ
サービスを保険会社に売却します。どのような企業が
世界の全てのデータを管理するリスクと負担を引き
受けるでしょうか？

ライフコーチ 地球に優しい最大手企業約束

リスクのゲーム データのスター
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2030年の保険業 :  
準備はできていますか？
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私たちのレポートは、企業が未来の世界に備えて準備を進めるために、トランスフォーメー
ションに関する指針を提供します。

未来志向の保険会社は、神経回路としてAIが組み込まれたコネクテッドエコシステムや予
測的インサイト、適応力のある労働力を実現するために、すでに決定的な手段を講じ始めて
います。

こうした移行を実施し、成功を収めるのが本能的な企業です。顧客に焦点を当てる本能的な
保険会社は競合に打ち勝ち、保険料徴収者を永遠の守護者へと変化を遂げ、高度で統合され
たサービスを提供するでしょう。

今こそトランスフォーメーションを加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、genpact.com/jp/へアクセスして
ください。
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