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本文書において、デロイトとはデロイト トウシュ トーマツ

リミテッドの英国のメンバーファームであるデロイトLLP
を意味します。

デロイト・デジタルについて 
デロイト・デジタルは世界の28カ国以上の国々で業務を

行っています。デロイト・デジタルは、現地の業界に関す

る経験を結集し、実績ある方法を活用して、クライアント

がカスタマージャーニーを変革するのに有用な革新的な

ソリューションを提供します。 



1 Insurance disrupted General insurance in a connected world 

序文

損害保険分野のデジタル技術にフォーカスしたイノベーションに関するレポートをお

読みいただきありがとうございます。

損害保険業界の多くの人々は、デジタル技術が損害保険会社の脅威であるという

見解に同意しています。その見解とは、デジタル技術によって可能になったビジネス

モデルを有する革新的な新規参入企業は、損害保険のバリューチェーンの一番良

い部分を勝ち取ることができるというものです。

損害保険分野におけるデジタルディスラプション（デジタル

技術による破壊的変化）の最も明白かつ目覚ましい事例と

してしばしば挙げられるのは、価格比較サイトが10億ポンド

規模の産業に成長したことです。

損害保険分野に関するデロイトの過去のレポートでは、損

害保険業界における破壊的な脅威に関する証拠が見出さ

れています。「What makes customers tick?（顧客を動かす

要因）」では、顧客が損害保険を購入する際に感じたことが

ある不満が浮き彫りにされました。「Recruiting beyond the 
risk averse（リスク回避を乗り越えた採用）」では、保険業界

を志向する人材は、他のセクターの人材ほどイノベーション

に熱心ではない傾向があることが明らかにされました。

しかしながら、損害保険におけるデジタル技術の潜在的影

響に関するデロイトの見解は、従来の見方とは異なっていま

す。デジタル技術は、既存の保険会社にとって、脅威となる

だけではなく大きな機会をもたらします。

こうした見解を裏付ける例としては、テレマティクス保険に関

してデロイトが見出した事実が挙げられます。テレマティクス

とは、通信機器を使用し、自動車など遠隔の対象に関連す

る情報を送受信し保存する技術を指しますが、保険会社に

とって自己変革の機会がそこから生み出されます。例えば、

テレマティクスを利用すれば、顧客が損害を回避し最小減に

抑えるのをリアルタイムで支援できるようになります。

保険会社にとっての脅威は、テレマティクスによって引き

起こされる新たな機会を他社が奪い取ることです。この

機会とは、テレマティクスの経験を持つ保険会社は、デー

タや知見の点で大きな先発優位性を享受できるというこ

とを意味しています。

本レポートに関して、さらには損害保険の将来に関して

読者の皆様からご意見をお寄せいただけることを楽しみ

にしています。

リッチ・ハーリー

（Rich Hurley） 
パートナー

金融サービスにおけるデジタル分野責任者
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これまでとは異なる保険

多くの損害保険会社は、従来の業務モデルを踏襲しているために、その

バリューチェーン全体がデジタル技術の脅威にさらされています。

従来の損害保険会社は、その商品やサービスがインター

ネットに接続された世界における急速な技術的進歩に

追いついてゆけず、顧客が求めているものに適合しなく

なる可能性があります。その主な理由は次の2つです。 

第1に、モバイル機器によるナビゲーションといった人気

のあるコネクテッドサービスを当たり前のように享受して

いる顧客は、損害保険会社からもそのような便利なサー

ビスが提供されることを期待していますが、損害保険会

社ではそのようなサービスを提供できていません。

第2に、損害保険商品は、サイバー攻撃など、デジタル

技術に起因する新たなリスクの出現への対応が遅れる

ことがあります。

損害保険のオンライン上での顧客経験価値が低い場合

があります。例えば、顧客はインターネット上で損害保険

を購入する際、入力するデータの量に不満を感じること

があります。

損害保険会社の事業性質により、損害保険会社がイノ

ベーションを実行することが困難になっています。例え

ば、損害保険はしばしば仲介によって販売されるため、

顧客との接点が低い商品となり、損害保険会社は顧客

に関する情報を十分に保有していないことがあります。

ある調査によれば1、保険の顧客の半数以上は、保険会

社へのコンタクト頻度は年1回以下と回答しています。 

損害保険会社は、革新的な考えを持つ人材が十分でな

い可能性があります。世界経済フォーラムが2014年12
月に開催した金融イノベーションのイベントでは、約100
社の招待企業のうち保険会社はわずか1社にすぎません

でした2。 

こうした状況を受けて、デジタル技術を利用した新規参入

企業が突如出現し、従来の損害保険モデルを改革してい

ます。例えば、ソーシャルメディアによって可能になった

新しいP2P（ピアツーピア）の損害保険ネットワークによ

り、顧客の自家保険が促進され、それが損害保険会社の

保険料収入に影響を及ぼす脅威となっています。

今後10年間で、損害保険に破壊的な影響をもたらす可能

性が最も高いデジタル技術はどのようなものでしょうか。

そして、既存の保険会社にとって、デジタル技術はどれ

ほどの脅威となっているのでしょうか。

これらの問いに対する答えを見出すため、デロイトは、損

害保険の分野で具体的に応用されているデジタル技術

について調査しました。その際、デジタル技術に関する顧

客の意向を理解し、それに基づき、どのデジタル技術が

選択される可能性が高いかを把握するために、2,955人
の保険の顧客（内訳は自動車保険が1,424人、住宅保険

が877人、医療保険が654人）を対象とするオンライン調

査を委託しました。
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損害保険業界において、デジタル技術が
もたらす9つの「キラーアプリケーション」 

この調査では、今後10年間に損害保険業界において、デジタルによる破壊的

変化をもたらす可能性が最も高いデジタル技術の応用（損害保険分野のキラー

アプリケーション）を9つ抽出しました。 

9つのキラーアプリケーション（P13付録参照）は、以下

の特性を基準として特定されました。

• 顧客の潜在的需要の高さ

• 最終利益に対する潜在的影響力の大きさ

• 規制上の障壁がないこと

• 今日の技術により実現可能なこと

以下の図表1に9つのキラーアプリケーションが示され

ています。図表1は、それらがいつ、どの程度の影響を

与えるかについて目安を示すことを意図したものです。

これらの9つのキラーアプリケーションについて厳選しまし

た。アナリティクスのような、損害保険分野以外の多くのセ

クターにも破壊的な変化をもたらすと見込まれるデジタル

技術は除外しました。また、資本市場から保険業界への資

金流入のように、明瞭な技術的側面が欠けている重要な

潜在的破壊的変化も調査対象から除外しました。

本セクションでは、9つのキラーアプリケーションが損害保

険分野に破壊的変化をもたらす可能性が高い理由と、そ

れらが保険会社にもたらす機会や脅威を検討します。

図表1．損害保険におけるデジタル技術の9つのキラーアプリケーション 

影響力 
大

影響力 
小

出所：デロイト

テレマティクス
サービス 

自動運転保険 

モバイル 
トランザクション 

価格比較サイト P2P 保険

ソーシャル 
ブローカー 

サイバー 
保険 

シェアリング 
エコノミー保険 

バリュー比較サイト 

短期的 長期的 
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図表2．より正確な保険料の見返りとして、自分の行動を追跡し、そのデータを保険会社と共有す

る意思がある顧客の比率 

1. テレマティクスベースのサービス 
テレマティクス技術はテレマティクス保険を可能にします。

テレマティクス技術により、コネクテッドデバイスから保険

会社にデータが送信され、保険会社はこのデータを利用し

てリスクを評価し、保険料を決めます。顧客は、保険料の

割引のほか、緊急事態発生時の援助など付随のサービス

が得られます。テレマティクス自動車保険は欧州の多くの

保険会社で提供されており、10年以上の歴史があります。

テレマティクスベースの医療保険や住宅保険は最近登場

し、欧州の保険会社数社が提供しています3、4。 

テレマティクス保険は人気のある商品コンセプトです。デロ

イトが調査した医療、住宅および自動車保険の顧客の3分
の1以上が、より正確な保険料の見返りとして、自分の行

動を追跡し、そのデータを保険会社と共有する意思があり

ます（図表2参照）。 

テレマティクス保険の選択を促進している要因の1つは、

保険会社とデータを共有することに積極的な人が増えて

いることです。若年層の顧客は、恐らくは比較的デジタル

に精通しているという理由からか、高齢の顧客に比べ、自

分のデータを保険会社と共有することに積極的です。デロ

イトの調査によれば、25～34歳の年齢層の顧客では63%
が、より正確な保険料の見返りとして、自分のデータを住

宅保険会社と共有する意思があるのに対し、顧客全体で

は38%にとどまっています（調査方法はP13付録参照）。 

英国では、テレマティクス自動車保険が10年以上前から

提供されています5。しかし、テレマティクス保険を選択する

顧客は5%に達していません6。多くの人がテレマティクス

保険を望んでいるように見えるのに、それを購入する顧客

がそれほど少ないのはなぜでしょうか。

テレマティクス保険の選択率が低い主な理由の1つは、主

な利用者においてわずかな保険料の節約にしかならない

という事実があります。しかし、英国の若年ドライバーな

ど、テレマティクス保険によって多額の節約ができる顧客

層においては、はるかに高い人気があります。2015年4月
まで、17歳の自動車保険料の平均（1,901ポンド）は、保険

契約者全体の平均（591ポンド）の3倍を超えていました7。

その結果、英国の18～24歳の自動車保険の顧客は、テレ

マティクス保険を付保する比率が平均の1.7倍となってい

ます8。 

テレマティクス保険は、保険料を節約できる可能性しかア

ピールされていない現在の形では、これ以上、多くの顧客

を獲得する見込みは低いと考えられます。しかしながら、

新たなコネクテッドサービスを推進すれば、損害保険分野

に破壊的な変化をもたらす大きな可能性があります。顧客

を獲得する可能性という点で特筆すべき新たなコネクテッ

ドサービスとして2つの種類があります。 

出所：デロイト／YouGov 2015年4月2～7日    サンプル：医療（654人）、住宅（877人）、自動車（1,424人） 

図表3．潜在的な問題や課題を検出し、サポートを提供するサービスを望んでいる顧客の年齢別比率 

出所：デロイト／YouGov 2015年4月2～7日 

第1に、テレマティクスは、人々が実際に求めている情報

を提供することが可能です。例えば、環境に配慮する

人々には、運転を変えることにより二酸化炭素排出量を

低減する方法を教示できます9。別の人々は、運転の方

法やより安全なルートを選ぶことによって、リスクを最小

化する方法を知りたいと思うかもしれません。全体的に

見て、カスタマイズが可能なテレマティクスプラットフォー

ムの情報に対するニーズを持っている人々は多いと見込

まれます。 

自動車

医療

住宅

29%

35% 

自動車

医療

住宅

サンプル数：医療、25～34歳（38人）、全体（654人）。 
住宅、25～34歳（46人）、全体（877人）。 

自動車、25～34歳（108人）、全体（1,424人）。 
（調査方法はP13付録参照） 

49% 11% 40%

38% 14% 48%

45% 17% 38%

なし あり分からない 
 

25～34歳 顧客全体 

33% 

16%

22%

42% 
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第2に、テレマティクスは人々が損害を回避する、または、最

小限に抑えることへ寄与できます。例えば、テレマティクスは、

住宅保険の顧客が、スマートフォンを使って送水管の水漏れ

を止めることにより、その損害を限定的なものにすることを可

能にします10。多数の人が現在こうしたサービスを希望してお

り、将来は、さらに多くの人がそれを希望する可能性がありま

す（図表3参照）。 

新たなコネクテッドサービスは保険会社にとって極めて有望な

機会と言えます。デジタル技術の世界では、例えばモバイル

機器のナビゲーションアプリのような人気のあるサービスが、

保険とは対照的に、頻繁かつ明らかに便利なサービスを提供

していますが、新たなコネクテッドサービスは、保険会社がそう

した世界とのつながりを深める機会をもたらします。

新たなコネクテッドサービスを最初に開発する保険会社は、主

に2つの理由で先発優位性を享受できます。第1に、同業他社

に先駆けてデータを集積し、データをビジネスに転換する経験

を得ることができます。第2に、先発者としてネットワーク効果

の恩恵を享受できます。つまり、自社のサービスの利用者が

増えれば、新規顧客に対する魅力がそれだけ高くなります。

自動車メーカーや技術系企業などの相手先ブランド製造業者

（OEM）は、例えばテレマティクス技術の提供費用の低さなど

の点で、新たな接続サービスの提供において保険会社よりも

優位に立っています。保険会社よりも、むしろそれらのプレー

ヤーの方が、テレマティクスに係る新たなチャンスを捉えること

ができるでしょう。今のところ、顧客は新規のコネクテッドサー

ビスをどこから受けるかについて明確な選好を示していま

せん。デロイトの調査によれば、自動車のリスクを管理するコ

ネクテッドサービスの提供者の選択では、保険会社（44%）、

自動車メーカー（37%）、ロードアシスト・サービス会社（34%）

の上位3者が僅差で競り合っています。 

2. 自動運転車保険

自動運転車の背後には複合的な技術の存在があります。最

も重要と思われるものを3つ挙げるとすると、自動運転車が運

転の決定を下すことを可能にする人工知能（AI）、連携して意

思決定のための情報を収集・送信するセンサーおよびコネク

ティビティです。

OEM各社は、自動運転車の開発を急速に進めています。例

えば、2014年4月にグーグルは、自社の自動運転車が約70
万マイルを自動走行したと発表しました11。OEM各社は、4～8
年以内に自動運転車を発売できると示唆しています。

自動運転車を公道に導入することを可能にするエコシステム

の整備は複雑であり、長い時間を要します。例えば、政府と

様々なセクターの企業間の高度な協力が必要となります。こ

うしたエコシステムが実現される時期は極めて不確実です。

それでもなお、デロイトは、急速に進む技術開発を踏まえる

と、2025年までには道路を走る自動車の最大50%が旧式の

自動車よりも安全な「スマートカー」になると予測しています

（この予測に関する詳しい情報についてはP13付録参照）。 

多数のスマートカーと並んで旧式の自動車が道路を走るとい

う、より複雑な世界への過渡期が現れると見込まれます。今

後10年間、下記で述べる3つの要因の相互作用により、自動

運転車の存在が、自動車のリスクプールをより異質で複雑な

ものにすると見られます。

• 自動運転車は人間のドライバーよりも安全である可能性

最も明白なのは、自動運転装置は疲労などといった人間

特有の弱点を持たないことです。初期段階の試験の結果に

よれば、実際に、自動運転車は人間のドライバーよりも安全

であるということがわかりました12。したがって、自動運転車

は自動車事故を減らす高い可能性を持っています。一部

の推計によれば、人為的ミスが自動車事故の原因の90%
以上を占めています13。

• 自動運転車でも解消できないリスク

自動運転車でも、環境要因や人的要因で発生する事故な

ど、一定の事故は回避できません。グーグルの自動運転

車の場合、6年の試験期間中に11件の事故が発生しまし

た。グーグルによれば、それらの事故はどれも、人間の運

転する自動車が自動運転車に衝突するなどといった人為

的ミスによるものでした14。

• 自動運転車が新たなリスクを発生させる可能性

自動運転車が新たなリスクを発生する可能性は、自動運

転装置の故障からハッキングに至るまで数多く考えられま

すあり。

長期的に見れば、自動運転車によって事故が減少し、その

結果、保険料収入も減少して自動車保険市場が縮小する可

能性があります。しかし短期的には、自動運転車の導入とそ

れに伴うリスクの複雑性の増大は、一部の保険会社に機会

をもたらします。勝者となる可能性が高いのは、リスクがどの

ように変化するかに関して最も高度な理解を有する保険会

社です。データを入手し、リスクが変化する様相を理解するこ

とが鍵を握ります。現在のところ、テレマティクス技術を有す

る保険会社が、データを入手できるという点で最も有利な立

場にあります。
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図表4．スマートフォン上のインターネットを利用して損害保険商品を取引することを望む顧客

および損害保険の取引にスマートフォンを使用している顧客の年齢別比率 

最も効果的に顧客をスマートフォンに移行させた後に、有

意義なマルチチャネル体験を提供する保険会社は、その

保険会社への満足度も高く、ロイヤルティの高い顧客を獲

得すると見込まれます。鍵を握るのは、マルチチャネルに

よる有意義な体験です。多くの顧客は、パソコンによる取

引を続けながら、保険金請求のような比較的複雑な問題

については、電話で保険会社のスタッフと話す可能性が高

いと思われます。

 
 

スマートフォンを利用して損害保険を改善するという点で

は、結局、新規参入企業が既存保険会社より優れている

可能性があります。既存企業がレガシー技術から抜け出

せない中、新規参入企業は、既存の企業では対応が不可

能であるデジタルテクノロジーを使用した体制を構築でき

ます。例えば、医療保険のスタートアップ企業のOscarは、

デジタル技術を利用して極めて顧客中心のモデルを構築

したと述べています。同社は、様々なデジタルサービスの1
つとして、オンライン医師検索サービスを顧客に提供して

います16。2013年に設立されたOscarは、すでに年間2億ド

ルの売上を達成しています17。 

3. モバイル機器によるインターネット取引
スマートフォンやタブレットの使用により、顧客が望んだ場所

で望んだ時間にインターネットを通じて損害保険について調

べ、それを購入し、契約を照会する（すなわち、取引する）こと

が可能になります。

多くの顧客は、損害保険の取引のためにスマートフォンを使

用したいと考えています。若年層の顧客よりもスマートフォン

を使用する可能性が低い55歳超の顧客でさえ、スマートフォン

を通じた損害保険の取引を望む比率が半数を優に上回ってい

ます（57%）。しかしながら、そのためにスマートフォンを使用す

る顧客はほとんどいません（図表4参照）。このように実際に取

引をしている人よりも、はるかに多数の人々がスマートフォン

による損害保険の取引を望む理由は何なのでしょうか。

重要な理由の1つは、多くの顧客はコンピュータによる取引に

満足していることです。デロイトの調査によれば、顧客の4分
の3（74%）はパソコンやノートパソコンによる損害保険の取引

に満足しています。

スマートフォンは、顧客経験価値を改善する機会を保険会社

にもたらします。例えば、スマートフォンを使用して保険金請

求データの提出を自動化することが可能です。スマートフォン

を使えば、いつ、どんな場所で損害が発生しても、顧客はそ

れを写真に撮って保険会社に送信できます。こうした利便性

はパソコンやノートパソコンにはないものです。このことは顧

客満足度を大幅に改善する可能性があります。以前のデロイ

トの調査によれば、保険金請求に費やした労力が予想より少

なかった損害保険の顧客は、その85%が自分の体験に満足

しています。これに対し、費やした労力が予想より多かった顧

客は、その24%しか満足していません15。 

4. 価格比較サイト

価格比較サイトは、多数の保険会社の保険商品を集め

て、見積価格に基づいてそれをリスト表示することにより、

顧客が迅速に保険を見つけ出すことを可能にします。

欧州大陸では、価格比較サイトの利用が英国ほど普及し

ていません。例えば、英国では自動車保険の顧客の3分の

2（68%）が価格比較サイトを利用しているのに対し、ドイツ

では3分の1強（38%）にとどまります18。しかし、ブランド力

があり、魅力的なウェブサイトの構築方法に精通し、保険

の販売体制が十分に整っているテクノロジー企業が、計画

沿って欧州大陸市場で価格比較サイトを立ち上げれば、欧

州大陸でも価格比較サイトを利用する流れが著しく加速す

る可能性があります19。テクノロジー企業のブランド力は価

格比較サイトよりも高いです20。さらにテクノロジー企業は、

従来の価格比較サイトよりも利便性が高く、人気も高い価

格比較サイトを構築することが可能です。例えば、グーグ

ルで自動車保険を検索すると、その結果のリストには、

グーグル自身の収集サイト（アグリゲーター）を通じて、従

来の価格比較サイトよりも迅速に価格表示を実行するツー

ルが含まれています21。 

価格比較サイトの利用が拡大するにつれ、顧客が保険料

に敏感になって、ドイツの自動車保険市場といった欧州最

大の市場がコモディティ化する可能性があります。コモディ

ティ化が進んだ市場では、低コストの保険会社が市場シェ

アを獲得することが見込まれます。価格で競争するには、

規模や効率性がより重要性になります。保険会社が規模

の拡大を実現するために合併することもあり得ます。こうし

た状況では、新規参入企業は既存企業から市場シェアを

獲得することが十分可能です。それは、既存の競争相手よ

りも現代的なシステムやプロセスによって経費率の引き下

げを実現できるからです。

希望者 使用者 

25～34歳 11%

77% 

12%

72% 
35～44歳 

8%

63% 
45～54歳 

8%

57% 

55歳超 

サンプル数：使用を望む医療／住宅／自動車保険の

顧客合計、

25～34歳（188人）、35～44歳（358人）、45～55歳
（510人）、55歳超（1,476人）。 

使用する医療／住宅／自動車保険の顧客合計、

25～34歳（192人）、35～44歳（366人）、45～55歳
（560人）、55歳超（1,826人）。 

出所：デロイト／YouGov 2015年4月2～7日 



9 Insurance disrupted General insurance in a connected world 

図表5．P2P保険の仕組み 

5. P2P（ピアツーピア）保険

ソーシャルメディアは、保険の顧客がオンラインネットワー

クを利用してリスクを共有することを可能にし、P2P保険

の普及を容易にします（図表5参照）。単純にいうと、P2P
保険は次の6段階のプロセスを踏んでいます。 

• 顧客が、リスクを共有するためにオンラインソーシャル

ネットワークに参加するか、自身のオンラインソーシャル

ネットワークを立ち上げます。

• ネットワークのメンバーが保険料の一部を共同プールに

払い込みます。

• メンバーが保険料の残額を保険会社に支払います。

• 保険請求があった場合、共同プールから保険金を支払

います。

• 保険会社は再保険会社のような役割を持ち、プールの

資金が尽きて対応不能な場合に保険金を支払う他、保

険契約の事務管理などのサービスを提供します。

• 保険金を支払った後、年度末にプールに資金が残って

いれば、メンバーに還付されるか、次年度に繰り越され

ます。こうして、従来の保険モデルでは保険会社の利益

になるはずの金額が節約できます。

英国のP2Pの自動車保険マーケットプレイスである

Guevalaは、メンバーは保険料を最大80%節約していると

述べています22。また、ドイツのP2Pネットワークである

Friendsuranceは、財産保険のメンバーが平均3分の1の
節約を実現していると述べています23。同社によれば、 
メンバーは次の4つの点で費用を節約できています24。 

第1に、メンバーは従来の保険の顧客に比べ、不正な保

険金請求を行う可能性が低いことが挙げられます。不正

な保険金請求を行うと、他のメンバーから非難され、ネット

ワークから追放される危険があります。

第2に、メンバーは保険会社よりも効果的にネットワークに

とってのリスクを選択できます。これは、保険会社が契約

の際に顧客に開示を要求する重要事実の項目に入って

いないリスク情報をメンバーが共有しているからです。

第3に、Friendsuranceは、P2P保険では保険金支払費用

を保険会社より引き下げられると主張しています。メン

バーは、少額の保険金請求を相互に支払うため、保険金

請求を処理するスタッフのコストがかからないためです。

最後に、P2P保険ではメンバー自身がマーケティングを行

うため、従来の保険会社よりも新規契約獲得費用が安価

になります。メンバーには、より多くのメンバーをネット

ワークに参加させるインセンティブがあり、ネットワークの

規模が拡大すればプールの資金が増加し、その結果、メン

バーが節約できる金額も増加します。

P2Pネットワークの 
メンバー

出所：デロイト

P2P保険は、保険料などを節約できることから、多くの顧

客を獲得する可能性があります。Guevalaは業務開始後

2日間で10万ポンド以上の保険料を受け取りました25。

Friendsuranceは、毎月20%のペースで成長していると

述べています26。 

P2P保険が多数の顧客を獲得した場合、既存保険会社

の脅威となります。顧客は、既存保険会社から保険を購

入せずに、P2P保険ネットワークの自家保険に入るように

なるでしょう。損害保険市場が縮小するだけでなく、そうし

た乗り換えによって、既存保険会社が提供する従来の損

害保険市場がコモディティ化します。その結果、従来の保

険に対する需要が減少する一方、それに見合う供給は減

少しないため、最終的に価格が下落します。

また、こうした状況では、メンバーがネットワークを入念に

吟味するため、高リスクがP2P保険から除外され、その結

果、従来の保険市場で逆選択が生じると思われます。

保険料 

P2P 保険のネットワーク

保険会社 
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6. ソーシャルブローカー

ソーシャルブローカーは新しいタイプのオンライン仲介業者

です。欧州における最初のソーシャルブローカーはBought 
by Manyでした。簡単に言えば、Bought by Manyは以下のよ

うな3段階のプロセスがあり、ソーシャルメディアによって最初

の段階が可能になります（図表6参照）。 

• ソーシャルメディア上の発言（例えば、「いいね」）や他の

オンライン行動を基に、既存の保険商品では契約できない

が保険ニーズがある顧客層を見つけ出します（例えば、心

臓の持病のある人が旅行保険を必要とする場合）。

• 類似したニーズを持つ顧客をグループ化します。

• グループの代理人として保険の交渉を行います。

図表6．Bought by Manyの仕組み 

 

ソーシャルブローカーは2つの理由で多くの顧客を引き付け

る可能性があります。第1に、ソーシャルブローカーは、顧客

に多額の節約を可能にします。Bought by Manyは、集団的

な購買力によって、顧客は平均19%節約していると述べて

います27。第2に、相応しい保険が存在しない保険ニーズを

持つ顧客層には、多数の人々が含まれている可能性があり

ます。例えば、英国では毎年、最大100万人が自動車保険

を初めて購入します。そして、その多くが自分に見合った保

険料を上回る金額を支払っているという点で、相応しい保険

に加入していない可能性があります。その理由として、自分

の慎重さを証明できる運転歴がまだないことにあります。

2015年5月時点でBought by Manyには、1万人を超える若

年ドライバーがメンバーとなるグループがあり、全体のメン

バー数は65,000人を超えています28。 

ソーシャルブローカーは保険会社に機会をもたらします。

Bought by Manyは、自社の事業は保険会社にとって他の

チャネルを通じた保険の販売よりも有用であり得ると主張し

ています。Bought by Manyによれば、これは同社が良好な

リスク、すなわち、保険会社が市場よりも割安な保険料を提

示しても引受利益が得られる顧客を提供できるからです。

他方、ソーシャルブローカーは保険会社にとって脅威に

なる可能性もあります。現在のところ、ソーシャルブロー

カーは仲介業者であり、リスクの引き受けは行っていま

せん。しかし、ソーシャルブローカーが顧客に関する情

報を利用して、保険引受業者として成功する可能性が

あります。ソーシャルブローカーは保険会社ではなく顧

客との関係を維持しているため、保険会社は、顧客に

関する情報を入手して顧客とのロイヤルティを形成する

ことがより困難になります。

7. サイバーリスク保険

コネクティビティと呼ばれる一連のデジタル技術が原因

で、サイバー攻撃の脅威が増大しています。

保険会社は、デジタル形式で保存された大量の顧客

データを収集していますが、このデータの利用が急速に

広がっています。例えば、携帯電話やタブレット、ウェブ

サイト、クラウド、さらには保険会社の提携先のシステム

など、顧客データにアクセスできる地点数が増大の一途

にあります。

最近ハッキング事件が注目され、データセキュリティの

問題に対する意識が高まっていることから、データセ

キュリティに関する顧客や規制当局の懸念が増加して

います。

最近の保険会社のITインフラは、主にレガシープラット

フォームの上に新システムを導入しているものが多く、

そのことで、ネットワークの中核にアクセスされる危険性

がより一段と増しています。

サイバー攻撃が保険会社の顧客の脅威となっていま

す。例えば、2015年2月に、米国第2位の医療保険会社

はハッキングを受けたことを明らかにしました。この

ハッキングによって、約8,000万人分の社会保障番号や

氏名、電話番号を含む機密的な個人データが流出しま

した29。欧州の保険会社も、報道されていないだけで数

多くの攻撃を受けているものと思われます。

サイバーリスク保険は大規模な未開発市場です。英国

ビジネス・イノベーション・技能省が委託した調査によれ

ば、2013年3月までの1年間に87%の中小企業がセ 
キュリティ侵害を経験しており、前年に比べ11ポイント

増加しました30。また、大規模組織の93%もまた攻撃を

受けたことがあります31。攻撃によって100万ポンド以上

の損害が発生した例もあります32。それにもかかわら

ず、MarshとZurichが最近行ったサイバーリスクの調査

によれば、サイバー保険を（独立の保険契約として、あ

るいは他の保険に含まれる補償として）付保している企

業は10%にとどまっています33。

インターネット上の保険ネットワーク 

保険料 

Bought by Many 

出所：デロイト 

保険会社 

手数料 
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8. シェアリングエコノミー保険
ソーシャルメディアはシェアリングエコノミーを促進します。シェア

リングエコノミーは、オンライン市場で買手と売手が取引を行う

のを可能にします。その例としては、UberやAirbnbなどがあ

り、両社とも急成長しています。例えば、Airbnbのゲスト数は

2013年に2倍以上増加して600万人に達しました34。 

シェアリングエコノミーは新しいタイプの保険を生み出します。例

えば、オンライン市場におけるサービスの売手は、買手に関す

る賠償責任の補償を必要としている可能性があります（図表7参
照）。米国の保険会社Home Protectは、標準約款としてAirbnb
のホストに補償を提供する唯一の保険会社と思われます35。 

また、サービス利用者も、過失が発生した場合、時に面倒な救

済手続、あるいは費用や心理的負担を伴う訴訟を起こすより、

保険による補償を望むと思われます。

最終的に保険会社は、現在のように資産の所有者を補償する

ことから、資産の使用者を補償することが標準化される可能性

があります。実際、現在でも総合自動車保険は、所有者や指

定ドライバー以外の人を補償しています。しかし、この「他車運

転危険担保」特約は、緊急時やイレギュラーな利用のみを目

的としたものです36。どんな自動車を運転しても補償を受けるこ

とを望む人々にとっては、そのニーズを満たしていません。英

国のある保険会社が、そうした個人を対象とするスマートフォン

ベースの保険を試験的に運用したことがありましたが、市場に

は投入しませんでした。こうした状況では、あらゆるリスクから

人々を保護する「包括（オムニライン）」保険が登場する可能性

があります。この場合、総合保険会社は、より幅広い補償を提

供できるため、他の保険会社より有利な立場にあると言えます。 

9.バリュー比較サイト

バリュー比較サイトは新しいタイプのオンライン仲介業者です。

2013年に設立され、フランス市場を活動の拠点とするFluoは
欧州最初のバリュー比較サイトです。同社は、顧客が価格では

なく損害保険の価値に基づいて保険を選択するのを支援しま

す。そのために、顧客のニーズ（補償対象となる危険など）を既

存の保険契約がどの程度十分に満たしているかに基づき、カ

バーできていない保険商品をリスト表示します。これに対し、価

格比較サイトの保険リストは価格に基づいて表示されます。

バリュー比較サイトが保険の主要な販売チャネルとなる可能性

があります。損害保険の価値を見極めるのに苦労している顧

客が多いことから、バリュー比較サイトがいずれ人気を博する

ことが考えられます。デロイトの調査によれば、医療保険、住

宅保険、自動車保険の顧客の4分の1以上が、金額に見合う十

分なバリューが損害保険にあるかを見極めるのが困難である

と認めています（図表8参照）。 

バリュー比較サイトは、図表8から示唆される以上に幅広い魅力

を備えている可能性が高いと思われます。保険の価値を見極め

るのが容易であると回答した顧客の多くは、価格と価値を混同し

ている可能性があり、以前行ったデロイトの調査でも、こうした顧

客行動が明らかになりました37。 

バリュー比較サイトの利用が増えていることから、顧客は、損害

保険商品の理解を深め、その結果、損害保険の価値情報に基

づく購入が進展するという理想的な結果がもたらされる可能性

があります。

 

26% 23% 7% 44% 

29% 27% 5% 38% 

26% 26% 5% 44% 

保険会社 

リスク 

図表 7．シェアリングエコノミーにおける保険ニーズ 

従来型エコノミー シェアリングエコノミー

保険会社

所有者を 
補償 

売手を補償 買手を補償 

出所：デロイト

図表8．金額に見合う十分な価値が損害保険にあるかどうかを見極めるのが困難と感じる比率 

困難 どちらでも

ない

分からない 容易 

医療 

住宅 

自動車

出所：デロイト／YouGov  
2015年4月2～7日顧客の比率 

サンプル数：医療（654人）、住宅（877人）、 
自動車（1,424人） 

注意：端数処理のため合計が100%にならないことがあります。 
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結論 － 9つのキラーアプリケーションに 
どう対応するか

このセクションでは、保険会社が考慮すべき9つのキラーアプリケーションへの

対応を示します。

新たなテレマティクスサービスの開発

顧客にとっての損害保険の主な欠点の1つ、すなわち、保険

金請求を除けば顧客との接点がないという点で、保険会社

として対処できる機会がデジタル技術によってもたらされま

す。この機会を捉えた保険会社は、多数の顧客を獲得でき

るでしょう。本レポートでは、普及が見込まれる新たなテレマ

ティクスサービスの例を2つ紹介しました。まだ検討されてい

ないテレマティクスサービスが他にも数多くあります。保険会

社は、自力で取り組むより他セクターのプレーヤーと提携す

る方が、効率的にテレマティクスサービスを提供できます。

例えば、住宅保険会社は、公益企業と提携することで、テレ

マティクスベースの住宅保険に関するデータを入手することが

可能です。これは、テレマティクス技術に投資し、データを直

接入手するよりもコスト効率に優れている可能性があります。

デジタルリスクに備える新商品の開発

サイバーリスク保険は保険会社にとって2つの主要な機会を

意味します。第1に、サイバーリスク保険は大規模な未開発

マーケットです。第2に、サイバーリスクに対する新たなソ 
リューションの開発は、保険業界がデジタル社会で担うこと

のできる重要な役割を、政府や顧客、その他のステークホ

ルダーに証明する機会をもたらします。保険会社は提携を

通じて、サイバー関連で提供している商品を改善することが

できます。例えば、サイバー攻撃対応における専門家との

提携が考えられます。

デジタル技術は経済の構造的シフトを引き起こしています。

オンライン市場における取引がますます活発化しています。

今すぐシェアリングエコノミーに対して準備を始める保険会

社は、自分で資産を所有せず他者の資産を利用する人々

に、より相応しい保険を提供できる先駆者になれます。

今すぐ自動運転車に向けた準備を

保険会社は、自動車リスクがより複雑になる、インターネットに

接続された世界に向けた準備を強化しなければなりません。

こうした複雑化は、短・中期的には自動運転車が及ぼし得る

影響によるものです。保険会社は、自動運転車が自動車保

険に与え得る影響を理解するためにデータを入手し、分析

するべきです。したがって、テレマティクス保険は、現在の顧

客を獲得する手段であると同時に、将来のリスクに関する理

解を深める手段として、重要な二重の目的があると考えられ

ます。

スマートフォンの利用による顧客経験価値の改善

スマートフォンがもたらす機会は依然としてほとんど利用さ

れていません。スマートフォンによって損害保険を改善する

方法は数多くありますが、本レポートでは、保険金請求デー

タの入力の自動化という一例しか取り上げていません。しか

し、顧客が損害保険に対する顧客のスマートフォンの利用

が低水準にとどまっていることは、様々な困難な点があるこ

とを示すものです。

多数の顧客にパソコンからスマートフォンでの取引の移

行を踏み切らせるには、保険会社はもっと革新的になる

必要があります。従来の技術に妨げられないスタートアッ

プ企業が、スマートフォンでの取引移行を最初に達成し

て、顧客の満足度を高め、その結果、ロイヤルティも上昇

するという成果を実現してしまう可能性があります。

データとアナリティクスの活用

価格比較サイトの利用の増加やP2P保険の拡大は、今

後、損害保険市場のコモディティ化が進むことを示唆する

ものです。しかしながら、保険会社はデジタル技術を活用

して、価格競争や採算の取れない保険の引受を回避でき

ます。データやアナリティクスは、価格設定や業務の効率

性を改善できる大きな可能性を持っています。

サイバー攻撃に対する防御の強化

保険会社は、次のような2つの明確な措置を講じることに

より、増大するサイバー攻撃に対する防御の強化という

成果が得られます。第1に、保険会社は、自社のITセキュ

リティの成熟度に関する評価を拡充することができます。

第2に、顧客データのセキュリティを強化して、デジタル取

引を通じた顧客経験価値を改善させながら、顧客データ

の流出といった新たなリスクの発生を抑える最適なバ

ランスを図ることができます。

新しいタイプの仲介業者との協力

ソーシャルブローカーと提携する保険会社は、相対的に

リスクが低く保険金請求をあまり行わないニッチ顧客の獲

得が可能になり、リスク分散が可能となります。加えて、

ソーシャルブローカーの顧客は、オンラインコミュニティで

交流しているため、他の販売チャネルの顧客よりもロイヤ

ルティが高い可能性があります。

バリュー比較サイトの導入を支援する保険会社は、価格

のみに基づいて保険を購入する顧客の意向を是正する

のに寄与するでしょう。それを実現する方法として、顧客

が自分のニーズに相応しい補償をカスタマイズできる柔

軟な商品など、バリュー比較サイト上で比較するのに適し

た、透明性のより高い商品の開発があります。

この調査では、損害保険にもたらされる破壊的変化を与

える可能性が高い9つのデジタル技術の応用例を取り上げ

ました。この9つのキラーアプリケーションに共通するテー

マは、脅威となるだけでなく重要な機会を既存の保険会

社にもたらすということです。しかし、この機会を捉えるに

は、保険会社は考えを改め、革新性を高め、一層迅速に

行動しなければなりません。
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付録

調査方法

デロイトの委託により、YouGov plcが2015年4月2日から

7日にかけて自動車保険（1,424人）、住宅保険（654人）

および医療保険（877人）の顧客で構成される2,955人を

対象とするオンライン調査を実施しました。

25～34歳の年齢層の顧客では63%が、より正確な保険

料の見返りとして、自分のデータを住宅保険会社と共有す

る意思があるという統計結果は、46人のサンプルに基づ

いています。サンプルが小さいため、この結果は統計的

信頼度が低く、顧客の見解の兆候にとどまります。

図表3における医療保険と住宅保険に関する25～34歳の

比率は、それぞれ38人と46人のサンプルに基づいていま

す。サンプルが小さいため、これらのデータポイントは統

計的信頼度が低く、顧客の見解の兆候にとどまります。

キラーアプリケーションの定義

本レポートにおけるキラーアプリケーションの定義は、「損

害保険に変化をもたらす可能性の高いデジタル技術の利

用方法」です。

2025年におけるスマートカー比率の予測 
この予測におけるスマートカーの定義は、半自律走行車

を指します。ここには、例えば制動支援、衝突回避、レーン

認識など、道路走行上の安全性を高める感知、通信およ

び意思決定の機能を備えた自動車が含まれます。スマー

トカーの定義は自動運転車に限定されません。この予測

は、英国における新型車の投入、採用および自動車買い

換えの比率に基づいています。
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