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• 新型コロナウイルス感染症の変異株に関する懸念は依然として残るものの、デロイトのグローバル展望調査に回答し

た多くの保険会社は、加速する景気回復とデジタルテクノロジーへの追加投資によって 2022 年に大幅な成長を見込

んでいる。

• しかし今回の調査では、パンデミックの余波に適応するための継続的な取り組み以外にも、保険業界のリーダーが来

年取り組むべき課題が複数あることも明らかになった。それらはインフレ長期化の可能性などの経済的なハードルをは

じめ、気候変動リスク、多様性、金融包摂などの持続性に関する懸念、急速に進化する消費者の商品購入の傾

向など、多岐にわたる。

• 保険会社が柔軟な職場復帰戦略を模索すると同時に、競争が非常に激しい雇用市場において、ハイレベルな人材、

特に高度なテクノロジーとデータ分析のスキルを有する人材の定着と採用に苦戦していることから、未来の働き方に関

する考慮事項も多岐にわたる。

• 保険会社は、効率性の向上、サイバーセキュリティの強化、機能拡大を組織全体で実行するうえで、新しいテクノロ

ジーやデータソースへの依存度をますます高めている。しかし、多くの保険会社は、自動化によるプロセスの効率化と同

時に、必要に応じてカスタマイズされたサービスを提供することによって、カスタマーエクスペリエンスを向上させることに重

点を置くことを余儀なくされている。

• より基本的なレベルでは、多くの保険会社は定着率や収益性を向上させていくために、ステークホルダーとの信頼関

係の強化に向けた取り組みを行う必要がある。これは、保険会社がどのように個人データを収集し活用しているかをよ

り広く開示していくことで部分的には達成できるかもしれない。また、将来起こり得るパンデミックがもたらす財務的影

響の緩和、自然災害に係る補償格差の縮小といった、社会問題を大局的に捉える包括的なソリューションを模索す

ることによって、より積極的に取り組むこともできる。

キーメッセージ
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保険会社は 2022 年に向けて、 
成長を加速させる準備を整えている 

デロイト金融サービスセンターが昨夏に行った調査によると、

新型コロナウイルス感染症の変異株がビジネスの全体的

な回復や職場復帰戦略に与える潜在的な影響に関する

懸念は残っているものの、2022年の自社の成長展望につ

いて、世界中の保険会社が極めて強気な姿勢を崩してい

ない。回答者の多くが、実現技術や進化した人材モデル

への投資を増加させ、パンデミック禍の最悪な状況下で自

社業務や顧客とのエンゲージメントを支えたデジタルおよび

バーチャルなプラットフォームを強化していく予定であると述

べた。

北米、欧州、アジア太平洋地域（APAC）保険会社424

社を対象とした調査では、約3分の1が翌年の収益を「大

幅に改善する」と予測している（調査方法の詳細につい

ては、7ページ「調査の概要」を参照）。この前向きな展望

は、業界全体のいずれの側面の展望ともよく一致している。

Swiss Re Instituteは、世界的に保険需要が高まり（図

1）、全種目の連結保険料は2020年の1.3%減に対し、

2021年通期で3.3%、2022年で3.9%回復すると見込んで

いる1。2022年は中国が9%増とリードし、次いで新興市場

国（中国を除く）が4.9%増となる一方、先進市場国は

平均3%増と、より緩やかな成長が見込まれる2。

業界の2大主要要素別に見ると、世界の生命保険会社

は、新型コロナウイルス感染症による消費者のリスク意識

の高まりから恩恵を受け、2021年に3.8%、2022年に4.0%

と、平均を上回る保険料成長率を記録すると予測される3。 

世界の損害保険料の成長率については、2021年は2.8%

とより緩やかだが、職場復帰する人が増え、ビジネスの回

復が加速すると予測されることから、2022年には3.7%に跳

ね上がると見込まれる4。企業保険の売り上げは、ビジネ

ス活動の加速に後押しされ、個人向け損害保険セグメン

トよりも堅調な回復が見込まれる5。

一方、世界の損害再保険の正味収入保険料は、2021

年上半期で18.5%の伸びを記録した6。収益性も改善し、

Fitch Ratingsがモニターしている損害再保険会社のコンバ

インド・レシオは合算で94.5%となり、パンデミック関連の損

害額61億USドルを含んでいた2020年の上半期より11.4

ポイント向上した7。Fitch Ratingsは、2年間の上昇後でも

更新率はさらに上昇していくが、キャパシティがより豊富な

ため、そのペースは鈍化すると予測している8。

もう一つの成長要因は、損保の需要拡大が、全体的に

大幅な値上げをけん引していることである。Lloydの保険料

率は2021年第2四半期に9.9%増となった9。
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図 1

世界の保険市場展望では、トレンドを上回る保険料の成長が見込まれる
収入保険料の成長率（生保・損保）
■ 先進市場 ■ 新興市場 ■ 世界全体 ■ 中国 ■ 中国を除く新興市場

出所：Swiss Re Institute「In 5 charts: World insurance outlook post‒COVID-19 （5つの図から解く、ポストコロナ時代における世界の保

険展望）」（2021年7月14日） 

同期間における米国損保の値上げ率は、企業損害保険

で平均5.54%、企業自動車保険で4.51%、企業所有者

保険で4.59%を記録した10。サイバー保険料率は、第2四

半期に25.5%急上昇した11。これは主にランサムウェア攻撃

のほか、何百万人もの在宅ワーカーにリモートアクセスを許

可したことでデータ漏洩のリスクが高まったことによるものだ。

労災保険だけが平均1.74%減となり、保険料率が低下し

た 12 。これは、米国の失業率がパンデミック前の水準

（3.5%）と比較して夏の間高い水準（5.4%）を維持し、

保険の対象となる約300万人が未だ復職していない事実

が影響していると考えられる13。

生保では、MIB Life Indexによると米国の申込件数は6月

末時点で7.3%増加している14。AM Bestの報告によると、

米国の生命保険会社の上半期の純利益は、パンデミック

により数千万人が失業し、その多くが団体生命保険を

失った2020年の同時期の純利益わずか10億USドルに比

べ、180億USドルに急成長した15。LIMRAは、予想を上回

る利益を得たことから8月に売上予測を更新し、2021年

通年での米国市場は7～11%拡大し、ほぼ全ての生命保

険商品種目で成長が見込まれると予測している16。

以上のことから、昨年と比較して保険業界は2022年に大

幅に成長し、遥かに優れた財務実績を達成する準備が

整っているように見える。しかし、今回のグローバル調査で

は、各保険会社がパンデミックの余波に適応し続けると同

時に、より早い成長と長期的な未来の確保に向けてより

大局的な変革絵図を求めているため、財務、人材、テク

ノロジー、マーケティングのリーダーには複数の課題が残って

いることが示唆された。
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調査の概要

デロイト金融サービスセンターは、保険会社で財務、人材、テクノロジー、マーケティングに携わる役員424名を対象にグ

ローバル調査を実施した。この調査では、損害保険会社と生命・年金保険会社がほぼ半々の割合となっている。

調査回答者には、従業員、業務、テクノロジー、商品、マーケティング戦略、企業文化などにもたらされたパンデミック

の様々な影響に組織がどのように適応してきたかについて意見を求めた。また、回復から長期的な成長に軸足を移

す中で、今後1年での投資優先順位と予想される構造変化についても質問した。

回答者は、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、スイス）、アジア太平洋地域（オーストラリア、

中国、日本）の3地域に均等に分布している。

2021年7月から8月にかけて実施された本調査は、2020年の収益が10億USドル以上の保険会社を対象としてい

る。その約半数が10億～50億USドル、半数が50億USドル以上の収益を上げている。
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保険会社はパンデミックの
再拡大だけでなくボトムラインについても
大きな課題に直面している

新型コロナウイルス感染症の変異株は多くの国々で景気

回復や保険会社の成長見通しを妨げたり頓挫させたりす

る可能性があるほか、保険会社は今後1年でいくつかの

根本的なボトムライン上の脅威に取り組むことになりそうだ。

まず、インフレ率の上昇と金利の横ばいが相まって、保険

会社の業績改善にとり大きな障害となる可能性がある。

商品、資材、労働力に対する急速な需要増、継続する

サプライチェーンの混乱により、個人および企業の損害保

険金請求コストが引き上げられている17。建設資材、レン

タル車両、自動車部品（スマートカー用の半導体、コン

ピューターチップ等）の価格上昇も、2022年に向けて保険

会社の損失コストを拡大し得る費用の一部となっている18。

この要因だけでも、顧客が支払う損害保険料は増加し続

けることになるだろう。

しかし、物価や労働コストが上昇傾向にあるにも関わらず、

金利は世界的に比較的低い水準で推移している。これは

各国政府が景気回復の勢いを弱めることを避け、自国経

済が後退するリスクを回避しようとしているためだ。しかし、

これにより業界全体での投資利益は減少し、金利の影響

を受けやすい生保・年金商品の成長や収益性が阻害さ

れる可能性がある19。

また、規制コストも増加の一途をたどると考えられる。例え

ば、世界の保険会社は、企業の貸借対照表上での保険

契約資産・負債の表示方法を定める国際財務報告基

準第17号（IFRS第17号）への準拠に向けた準備につい

て、大詰めを迎えている。Willis Towers Watsonが50カ国

の保険会社312社を対象に実施した調査によると、2023

年1月発効予定のIFRS第17号の適用により、世界の保

険会社のコストは最終的に150億から200億USドルに達す

る可能性があるという20。

デロイトのグローバル展望調査に回答した企業の37%は、

既にIFRS第17号の準備を終えている。しかし、約3分の1は、

移行準備がまだ十分進んでいるとは言えないか、または

準備を始めたばかりであると回答している。

IFRS第17号の不採用を決定した数少ない国には米国が

含まれていてる。これを受け、世界の多くの保険会社は、

IFRS第17号の類似規定であり、同じく2023年1月を発効

日とする米国会計基準の長期目標改善（LDTI）の導

入を並行して進めている。

インフレ率の上昇と金利の横ば
いが相まって、保険会社の業績
改善にとり大きな障害となる可
能性がある。
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LDTIの導入に向けた取り組みは2019年初頭より進められ

ており、Deloitte & Touche LLPが2021年6月に実施した調

査では、回答者は平均で42%しか準備が完了していないと

報告している21。

気候変動リスクとサステナビリティへの取り
組みが進行中である

気候変動リスクによる財務上の損失は、今後も損害保険

会社の収益性を圧迫し、サステナビリティを支持する人々

からの高まる注目を集め続けるだろう。Swiss Re Instituteは、

世界各地で起こる自然災害による6月までの損害保険損

失額は400億USドルに上ると推測しているが、これは上半

期としては過去10年間で2番目に高い数値であり、過去

10年の平均である330億USドルを大幅に上回っている22。

米国を襲ったハリケーン「アイダ」だけでも、2021年下半期に

310～440億USドルが陸上・海上保険の損失額に上乗せ

となるはずだ23。

多くの保険会社が、引受業務と投資ポートフォリオの両方

において、気候変動リスクの定量化と対応に向けた取り組

みを強化している。この理由に、様々なステークホルダーが

データや具体的な緩和策のエビデンスをますます求めるよう

になっていることが挙げられる24。保険監督者国際機構の

執行委員会は、規制当局が「気候関連リスクに対応する

ための世界共通のアプローチを促進する」助けとなる文書を

採択しており25、既に多くの規制当局が各自の取り組みを

開始している。

例えば、欧州保険・年金監査局（EIOPA）は、保険会社

がリスクおよびソルベンシーの自己評価を実施するにあたり、

火災や洪水などの気候関連の物理的リスクや、炭素集約

度の低い業界への保障や投資の移行に伴うリスクを考慮

し、より強固で長期的なシナリオ分析を採用することを求め

ている26。また、Bank of Englandは、保険会社を対象に、

政府が炭素の排出を制限するために早期に行動した場合、

遅れて行動した場合、全く行動しなかった場合、という30

年にわたる三つのシナリオに基づく気候変動リスクストレス

テストを開始した27。

米国では、ニューヨーク州金融サービス局が、今年初めの意

見公募期間終了後、気候変動がもたらす財務リスクを保

険会社がどのように開示・管理すべきかについて新たなガイ

ダンスを公表する予定である28。リスク管理フレームワークや

プロセス、ビジネス戦略、財務指標における気候変動への

考慮などが検討項目となる29。

連邦政府レベルでは、米国財務省連邦保険局が、気候

変動関連の保険リスクに関する意見を公募した30。その焦

点は、保険会社の監督と規制における気候関連の潜在

的なギャップ、大規模な市場混乱の可能性、保険会社が

気候関連の目標を達成するうえでの支援方法の評価に当

てられている31。

保険会社のCSOと上層部は、サス
テナビリティの目標および進捗を評
価するためのベンチマークを確立す
るために、財務情報開示における
ESG要素の定量化を最優先事項
として行う必要がある。
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一方、米国証券取引委員会も、気候変動や関連規制

の影響に関して各企業が年次の財務諸表に記載すべき

内容について、より具体的に説明するようになっている32。

しかし、気候変動は環境、社会、ガバナンス（ESG）に関

する多くの緊急課題に取り組むうえで、より広範な業界で

の要請の一部に過ぎない。本グローバル展望調査では、

全地域において、回答者10名中約9名が、以下の取り組

みへの投資を自社で増加させるとしている。

• 気候持続可能性に係るESGの取り組みを推進する

• 採用、育成、リーダーシップにおける多様性を強化する

• 商品をより入手しやすくより包括的にすることで、サー

ビスを提供する地域社会の経済的福利を向上させる

• 倫理的な意思決定を促進し、実施に係るリスクを低

減する

同時に、ESGの取り組みと成果に関するデータの収集・報

告を行い、全組織的な戦略の策定と実行を指揮するチー

フサステナビリティオフィサー（CSO）またはそれに相当する

役職を任命する企業が増加している33。

保険会社のCSOと上層部は、サステナビリティの目標およ

び進捗を評価するためのベンチマークを確立するために、財

務情報開示におけるESG要素の定量化を最優先事項と

して行う必要がある34。本調査において、財務担当の回

答者の大多数が、自社は当該領域において少なくとも一

定の前進を遂げたとしたものの、事業帳簿やカーボンフット

プリントの評価において、気候変動リスクに関する指標の

定量化を完了したと回答したのは4人に1人に過ぎず、投

資ポートフォリオにおいてこれを達成したと回答したのは5人

に1人にも満たなかった。ダイバーシティとインクルージョン

（D&I）の取り組みの影響を完全に定量化したとした回

答者は28%に過ぎず、未開拓市場での存在感を高めるた

めの社会的公正プログラムについては、わずか20%の回答

者しか定量化できていない。
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保険会社が規模拡大と成長を追求するに
つれ、M&A活動の活発化が予想される

2021年上半期における世界の保険会社の合併買収

（M&A）活動件数は横ばいで、197件が成立し前年の

累計とほぼ同数となった35。しかし、取引率が51.4%減少

したアジア太平洋地域と比較し、南北アメリカ（7.3%増）

や欧州（2.0%増）での活動はより活発であった36。2021

年の取引のうち35件（17.7%）がクロスボーダー取引であ

り2020年下半期に酷似しているが、その半数以上は

地域間で行われており37、自国市場外への事業拡大

による成長を目指す保険会社が増加している。

デロイトによる最新の保険業界のM&A展望では、「保

険業界にとって、新型コロナウイルス感染症に関連する

破壊的な影響は他の金融サービスセクターと比較して

はるかに小さい。しかし、パンデミックにより、特定の事業

および機能あるいはそのいずれかを特に強化する必要

性や、資金や利益を管理するうえでポートフォリオを主

力と非主力とで再評価する必要性についての認識が

高まった。パンデミックのデルタ変異株により第4波が発

生する現在の状況下でも、ほとんどの保険セクターでM&A

取引活動の増加が続いている」と指摘している38。

今後、取引は日和見的というよりも戦略的に実施されて

いくと考えられ、保険ブローカー領域で既に活動していたプ

ライベートエクイティ投資会社の資本が活発化に拍車をか

け、今後は保険会社セグメントに対してより積極的に目を

向けるようになるだろう39。投資会社からの注目の高まりは

予想されていたことであり、全く新しいことでもないが、この

ようなペースの増加は注目に値する。

デロイトの本グローバル展望調査に回答した保険会社財

務役員は、2022年にM&A戦略はさらに活発化すると概

ね予想しており、3分の1以上が企業買収が活発化する

可能性が非常に高いと見ている。しかし、買収意欲は生

保でより高いようであり、生保の回答者44%が取引増加

の可能性は非常に高いと回答したのに対し、損保では

32%であった。M&Aの動機としては、自国外への地理的

範囲の拡大が回答者の中で最も多く、次いで規模の拡

大、新たなテクノロジー機能の付加となっている。

M&Aの世界的な展望に関しても同様の傾向が見られ、

財務担当回答者の40%が、従来型の保険会社がイン

シュアテック1社以上を買収する可能性は非常に高いと回

答した。損害保険会社の回答者（35%）と比較し、生

命保険年金会社の回答者（47%）が2022年にインシュ

アテックを買収する可能性がより高いとしている。これはお

そらく損害保険会社はこの10年で既にインシュアテックによ

り積極的に投資してきており、生命保険年金会社は買収

を通してこれに追いつくことを狙っているためと思われる。

今後、M&A取引は日和見的という
よりも戦略的に実施されていくと考
えられ、保険ブローカー領域で既に活
動していたプライベートエクイティ投資
会社の資本が活発化に拍車をか
け、今後は保険会社セグメントに対
してより積極的に目を向けるようにな
るだろう。
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特に生命保険年金会社では、古い年代の保険契約が管理

プラットフォームのモダナイゼーションの障害になっているためレガ

シーテクノロジーの問題を抱えていることが多く、インシュアテック

ソリューションを利用することで、顧客への影響に対処するか、

少なくとも影響を軽減することができる。

デロイトによる2021年中期の保険業界のM&A展望では、保

険会社が変革的なテクノロジーソリューションや人材を自社の

レガシー業務に取り入れようと検討していることから、インシュア

テックは引き続き理想的な投資先、パートナー、買収対象にな

ると予測している40。2021年第1四半期から第3四半期にかけ

て、2019年と2020年の合計額よりも多くの資金が投資された

ことから、多くの企業がインシュアテックのエコシステムへの出資

比率を高めていると思われる41。

M&Aを検討している保険会社は、「もしも」のシナリオをモデル

化し、今後1年で特に複雑になり得る税務上の潜在的影響

を評価するべきである。なぜなら税務改正案をはじめ法人税

率や国際的な最低法人税の変更が世界中で議論されてい

るからだ42。特に、従来の低税率または無税の地域、世界的

な保険の中心地（バミューダやアイルランドなど）に所在する

保険会社やインシュアテック企業が関与する取引では、このよ

うな変更の影響は非常に大きくなる可能性がある43。

税務部門は法改正やオペレーティングモデルの
変更がもたらす大きな混乱に直面している

本調査に参加した保険会社財務役員の3分の1強が、法人

税率、クロスボーダー課税、海外事業に対する課税の将来的

な変更に対応する準備は万全であると回答し、ほぼ同数が、

少なくともある程度の準備はできていると感じている。しかし、

残りの約4人に1人は、これらの税規制の変更に対する準備が

「ある程度」または「非常に」不十分であると回答している。 

一方、従業員の職場復帰や在宅勤務継続の増加に伴う人

事配置の変更がもたらす税務上のあらゆる課題への対応策

については、55%が「計画がある」、36%が「計画に取り組んで

いる」と回答しており、地域差はほとんど見られなかった。

調査対象者のほぼ全員が、今後1年間に税務部門のオペ

レーティングモデルを何らかの方法、例えば外部委託の拡大な

どにより、大幅に変更することに取り組むと回答した。5人に1

人がこのような取り組みを既に完了していると回答した一方、

3分の1以上がそのような変革を進行中であり、約3分の1が

2022年にそのような変革に着手する可能性が非常に高いと

回答している。
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2022年、
保険会社が直面する最大の課題は、
適切な人材の誘致となるだろう

デロイトによる本グローバル調査の回答者のうち、少なくとも3

分の1が、2022年に自社のほとんどの機能領域で人員増を見

込んでいる。これは、多くの保険会社が、さらなる景気回復や

自社の事業規模の拡大に備え44、増加する業務量に対応す

るためのリソースを追加する必要性が高まっていることによると

思われる。

保険会社が直面している大きな課題は、そのような人材全員

をどこから獲得するのか、そしてデジタル化がますます進む業務

を維持・発展させるスキルセットを自社でどのように採用し、維

持していけるのか、ということだ。テクノロジーに焦点を絞ると、

保険会社は同業他社だけでなく、世界的な大手テクノロジー

企業とも優秀な人材を獲得するうえで競合するという、さらに

大きな課題に直面することになるだろう。

そのような人材不足の一部は、パンデミックによる最初の経済

的低迷の対応策として、保険会社が一部の領域で運営コス

トを削減するために2020年に人員削減の対象とした各部署

で再雇用45を行うことで解消できるかもしれない。また、定年

退職した人材にパートタイム、場合によってはリモートベースで復

帰してもらう、あるいは定年退職間近の現役従業員に同様の

移行措置的な雇用関係を求めるという方法

もある。しかし、それでもまだ大きな不足となる

ため、2022年以降、人材の獲得と定着が業

界最大の経営課題となる可能性がある。

デロイトが実施した本グローバル調査では、保

険会社で人事に携わる回答者の43%が、多く

の機能領域において、スキルの高い候補者を

探すことがより困難になっていると感じており、採用難易度で

は情報技術がトップであることがわかった（図2）。さらに、具

体的にどのような能力の獲得が難しいかを尋ねたところ、回答

者が評価した上位5位は全てテクノロジーに関するスキルであり、

クラウドエンジニアリング、データサイエンスとアナリティクス、人

工知能（AI）と機械学習、ソフトウェア開発、サイバーセキュリ

ティが挙げられている。社内ではスタッフと、社外では顧客やビ

ジネスパートナーとの間でデジタル化が加速するであろうこの時

期において、このようなことは変革の取り組みの妨げになる可

能性がある。

保険会社は、地域や職歴の垣根を越えて、
より多くの人材を活用すべきである。また、
フルタイムの職務をパートタイム、臨時職員、
契約職員で補うことも検討し、専門知識や
経験を持つ人材を獲得する必要がある。
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図 2

保険会社は複数の主要領域で採用難に直面する可能性がある

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界の展望調査」 

ランサムウェア攻撃の拡大によるサイバー関連被害の急増を考

えると、サイバーセキュリティ強化に向けた人材を獲得すること

の難しさは、特に攻撃を受けやすい時期に自社の防御力を高

めようとする保険会社の取り組みを妨げる可能性がある。一

方、保険会社のデータは、パンデミックの発生以来、従業員

全員またはその多くが個人のネットワークや機器を介してリモー

トで仕事をするようになり、それに伴って仮想ワークスペースへの

移行に対応するためにデータインフラが拡張されたことで、より

高いリスクにさらされている可能性もある46。過去2年間だけで

も、保険業界における違反行為により、米国の保険加入者1

億人以上の機密顧客データが流失した可能性がある47。

多くの回答者が採用難易度が最も高い職務の一つにマーケ

ティングを挙げているのも、デジタルに精通したマーケティング人

材の必要性から、技術的な理由があると考えられる。例えば、

ケーブル回線や衛星放送を利用しない「コード・カッティング

（解約）」を行う消費者が増加している48。つまり消費者は

従来のチャネルで多数の個人向け保険の広告を目にすること

がなくなるかもしれないのだ。

保険会社はこれを受け、ソーシャルメディア、検索エンジン最適

化、モバイルテクノロジー、その他の代替手段を用いて潜在顧

客にアプローチする革新的な方法を考え出すことができる、従

来とは異なる経歴を持ち、デジタル重視のアプローチを駆使す

るマーケティング人材をより多く求めていると考えられる49。

したがって、保険会社は、地域や職歴といった観点から従来

の組織の枠を広げ、より高いスキルを持つ人材をより幅広い

ソースから確保する必要がある。また、組織でのフルタイムの職

務をパートタイム、臨時職員、契約職員で補うために、採用・

定着戦略の見直しも必要になるだろう。そうすることで、専門

知識や経験を持つ人材採用に向けた視野をさらに広げること

ができる。

情報技術

流通

引受業務

保険数理 HR

保険請求
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人員増を予測する回答者の割合
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高
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リスク管理

オペレーション
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保険会社は多面的なアプローチを取り、テクノ
ロジーに精通した人材を獲得し、研修し、定
着させる必要がある

これらの課題を考慮し、保険会社は、特にIT全般をはじめ、機

械学習、アナリティクス、デジタルマーケティング、サイバーセキュ

リティ等の専門性の高いテクノロジー関連の能力を持つ人材の

採用・確保能力を強化するため、より総合的なアプローチを検

討する必要がある（図3）。これには、既存スタッフのスキル

向上に加え、保険会社でテクノロジーに特化した仕事をするこ

とのメリットを伝えることによる採用の改善が挙げられる。

まず、生活、健康、退職、個人資産、事業を取り巻く予見不

可能なリスクや多額の損失から消費者を守る、金融経済界

のファーストレスポンダーとして、保険業界独自の価値を提供し

ている点について強調することから始めることもあり得る。

保険業界はまた気候変動対策やその他の持続可能性の課

題に取り組むうえで先導的な役割を担っているという要素が、

雇用市場に参入した社会的意識の高い求職者の心をつかみ、

アピールできる可能性がある。

さらに、より先進的なデジタル保険組織の構築や立ち上げを

担うチャンスを提供することで、何かを始めたい、そして、職場

に直接的な影響を与えたいと願う人材の意欲をかきたてる可

能性がある。保険会社がテクノロジースペシャリストに魅力的

なキャリアパスを提供すれば、その人材は入社するだけでなく、

より大きな責任や迅速な昇進を期待してその職務に留まるこ

とになるのだから、なおさらだ。

同時に、保険IT、サイバーセキュリティ、その他のテクノロジー関

連業務に既に従事している人材にも、迅速な昇進に向けた類

似のキャリアパスを提供するような強力なスキル向上プログラム

を導入すれば、人材の流出を阻止できる可能性がある。また

実際に継続的に学習が行われ能力が向上していることを示す

ことで、今後保険会社に入ってくる人材のためにより魅力的な

将来の着地点を創出することができる。

図 3

必要なスキルを持つ人材の採用・定着に向けた戦略策定

適応するスキルを持つ人材の特定
• 100%のスキルマッチを求めるのではなく、その人材が育成を通して仕事ができるようにな

るポジションを見極める（例えば、データアナリスト職を採用する場合、既存のデータサイ
エンティストに限定して探すのではなく、素早くスキルアップできるSTEM教育を受けた人
材を探す） 

既存従業員のスキルアップ
• 全ての従業員が最初から完全にテクノロジーに精通している必要はない。新しいテクノロ

ジーを使った特定の業務に適応するための研修は、イノベーションのペースを加速させる
助けになる。 

• 自動化を進めることで、従業員は日常的な手作業や管理業務から解放され、仕事や
キャリアを充実させる、よりやりがいのある業務に人材を移行させることができる。 

魅力的な価値提供の策定
• 保険会社は、何を提供すれば従業員候補がテクノロジー会社でなく保険会社を選択

するよう説得できるだろうか 

• テクノロジーに精通した新入社員が保険会社でキャリアをスタートする利点は何だろうか
（新しいデジタルモデルの構築、新興テクノロジーのプロセスへの統合、迅速な昇進の
実現、経済界のファーストレスポンダーのために働くチャンス等） 出所：デロイトによる分析 
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業務の長期的将来を見据えたアジェンダが
パンデミック後の職場変革を加速させるだろう

過去2年間で保険業務のデジタル化・仮想化が加速している

ことから、仕事のあり方そのものが変化している。そのため、メイ

ンの職場に戻ったとしても、パンデミック前と同じように仕事がで

きるわけではなさそうだ。今回の展望調査では、既に多くの保

険会社がリモートワークとオフィスワークを組み合わせた恒久的

モデルの採用を検討しており、全従業員がフルタイムでオフィス

に復帰する可能性があると回答したのはわずか3%だった。この

決定は、ハイブリッド型の方針を実行し、あらゆる問題の発生

に適応するうえでの継続的な一連の動きの始まりに過ぎない

だろう。

保険会社は、仮想コラボレーションとコミュニケーションツールを

使用することによって共有できるデジタル環境を提供し、現場

の従業員とリモート環境で働く従業員に対応できるデジタル化

された職場構築に努める必要がある50。

しかし、デジタルインフラにとどまらず、新たな人材アプローチも採

用する必要がある。そこで保険会社は、各従業員の業務、活

動、個々の状況、ニーズが既にどのように変化したのかを検証

することに加え、ハイブリッドシステムが企業文化や人事方針に

もたらす影響を評価することから始める必要がある。最終的な

成果がどうなるにせよ、画一的なアプローチはあり得ない。保

険会社は様々なプランを検証し、生産性、コラボレーション、イ

ノベーション、全般的な職場満足度に与える影響を長期的に

判断し、必要な調整をその都度行うため、試行錯誤を繰り返

すことを基準に考える必要がある。

実際、2022年にどのようなハイブリッドモデルを採用するつもりか

を尋ねたところ、保険会社の人材担当役員からは様々な回

答が得られた。回答者の35%が交代制のスケジュールを組み

従業員を指定日にオフィスに出勤させると回答した一方、残

りの65%は多くの選択肢を別に考えていた（図4）。

またアプローチには地域差も見られた。北米と欧州では回答者

の多くが交代制による従業員出勤に傾くのに対し、APACの回

答者には明確な傾向が見られなかった。

保険会社は従業員一人ひとりのニーズを考慮
しながら職場復帰のための戦略を策定する必
要がある

本調査対象の全地域における回答者の約87%が、今後、会

社がリモートワーカーや専門のギグワーカーを採用する可能性が

あることに少なくともある程度同意していることから、保険会社

の従業員は全般的に、転職して会社のオフィスから離れた場

所で働くことが可能になり、長期的に競争が非常に激しくなる

だろう雇用市場において、選択肢と力を持つことになると思わ

れる。

したがって保険会社は、どのような職場復帰戦略をとるにせよ、

それを正当化するために、充実した福利厚生と成長に向けた

明確なキャリアパスに裏打ちされた明確かつ強力な価値提供

を従業員に示し、定着率を高めていく必要がある。

そのためには、どのチームや職種（保険請求、引受業務等）

がオフィスに戻るべきかということに焦点を当てるのではなく、従

業員の個々のペルソナという観点から考えるのが一つの方法

かもしれない（図5）。例えば、入社間もない従業員について

は、最初はオフィスで直接勤務する時間を多く取り、同僚や

リーダーとの協力や交流を図り、組織文化に慣れ親しむことが

必要になるだろう。しかし勤続年数の長い従業員は、ほとんど

の日は在宅で働き、毎月数日だけ出社して同僚や直属の上

司との交流から自然に知識を吸収することを選択できるという

ような柔軟性を求める可能性がある。
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図 4

回答者はハイブリッド型の様々な職場復帰オプションを検討している

全体 北米 欧州 APC 

出社するかどうかは完全に従業員
の意思に任せている

10% 0% 3% 29% 

従業員は通常、毎日働く場所を
選択できるが、特定の会議や活動
のためには出社する必要がある

11% 13% 13% 7% 

全社的な期待やガイドラインは存
在せず、各マネジャーが自チームに
とって最適な方法を決定する

4% 6% 6% 0% 

従業員は毎週一定の日数、出社
することが求められるが、どの日を
選ぶかは自由である

16% 16% 13% 21% 

従業員は指定された平日に出社
することが求められるが、それ以外
の日は全てまたは一部リモートで働
くことができる

20% 22% 13% 25% 

従業員は交代制のスケジュールに
従い、指定された日または週に出
社する必要がある（例：チームの
50%が各月の第1週・第3週にオン
サイト勤務、残りの50%が第2週・
第4週にオンサイト勤務）

35% 44% 45% 14% 

該当なし（最終的に全従業員が
出社している）

3% 0% 6% 4% 

注記：縦列の合計は四捨五入により100%を超える場合または下回る場合がある。 

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界の展望調査」
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しかし、どのモデルを採用するにしても、たとえ短い時間であって

も、保険会社は従業員と組織へのメリットという観点から、出

社を求める目的を正当化する明確な理由を伝える必要がある。 

そのような伝達を行う際は、一般的な根拠（対面学習や企

業文化を確立するイベント、チームワークを構築するための非

公式の交流会、ブレインストーミングや問題解決を促す対面で

の集会等のメリット）と、個人の状況、ニーズ、好みに応じて

様々なオプションを提供するための具体的な理由を示す必要

がある。
図 5

保険会社は従業員のペルソナに基づく職場システムのカスタマイズを検討する必要がある 

ペルソナの例
（具体例）

説明 想定される人材モデル

実務経験は2～3年あるが保険会社に
は入社したばかりで、初期研修やより
大きな指導を必要とする可能性がある

最初は週3日出社し、2日は在宅勤務
 新しい役割と仕事内容を理解するため、最初はオ

フィスで直接交流する時間を設ける必要がある
 新しい同僚やリーダーと協力し、交流したい
 人との交流を通して、組織文化をより吸収すること

ができる

入社1～3年でまだキャリアは駆け出し
の時期にあり、ある程度は単独で働くこ
とができるが、より多くの人と交流するこ
とからメリットを得られる

週2日出社し、3日は在宅勤務
 複雑なプロジェクトでは同僚と直接会って協力し、

ブレインストーミングしたい
 同僚や直属の上司、リーダーとの交流を通して自然

に知識を吸収したい

保険会社に5年以上在籍し、中間管
理職クラスで、単独で働き、リーダーをサ
ポートできる

個人のニーズや希望に応じて週1～3日出社
 新入社員の研修・指導を対面で行う
 新しいアイデアや複雑なプロジェクトについては、オ

フィスでチームと直接的に協力してブレインストーミン
グを行い、経験や技術的な知識を共有したい

 チームの結束を高め、企業文化をサポートするため
に、対面式のチーム育成活動を行いたい

在籍3年以上でほとんど単独で作業す
ることができ、パンデミック時に本社やサ
テライトオフィスから遠く離れた場所に移
住した、または場所に関係なく、必要な
スキルのために採用された

四半期に一度または必要に応じて本社やサテライトオ
フィスに出社
 個人的責任と職務的責任のバランスを保つために

主に在宅勤務することを望んでおり、定期的に通
勤する意思はない

 全組織的な文化関連、学習・人材開発関連の取
り組みへの参加を含め、必要に応じて本社やサテラ
イトオフィスに出社する

出所: デロイトによる分析 

経験がある社員

マネジャー

リモートワーカー

新人
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パンデミックがもたらした
デジタル技術の利用拡大と高度化により、
長期的なテクノロジー革新が加速するだろう

テクノロジーの優先順位に関しては、保険会社はパンデミック

時に緊急導入した仮想の職場環境と顧客エンゲージメント環

境をサポートする様々なデジタル適応技術の評価、高度化、

拡大を行い、進化する長期テクノロジー戦略との整合性を確

認する必要がある。

一方、保険会社はレガシーアプリケーションの製品寿命を管理

し、新しいデータ・自動化ソリューションを迅速に統合して効率

性と収益を向上させようとしており、コアシステムのモダナイゼー

ションは、引き続きCIOの重要なアジェンダとなっている。そして、

これらの多くはクラウドプラットフォーム上で展開される可能性が

高い。

技術革新の成否を決めるのは、やはり人の力
である

2022年は特に技術系人材の獲得競争がさらに激化すると予

想されるため、IT変革はバイト数やシステムだけでなく、人材に

ついても行う必要がある（詳細については「人材」セクションを

参照）。保険会社は、異種システムやデータセットを統合でき

るソフトウェアエンジニア、保険会社のシステムに出入りする大

量の情報を解析できるデータサイエンティスト、さらに、データ漏

洩やランサムウェア攻撃による脅威の高まりに対してサイバー

リスク管理を主導できるナビゲーターの獲得競争に直面するこ

とになると予想される。（21ページ「ランサムウェア攻撃の増加

に伴うサイバーセキュリティへの注目の高まり」を参照）

このような数多くの喫緊の課題を考えると、デロイトの本グロー

バル調査の回答者が2022年にテクノロジー関連予算が13.7%

増加すると予測しているのも驚くべきことではない。回答者が

最も支出増を見込む新興テクノロジーは、AI、クラウド、データ

プライバシー、データ取得・処理、アナリティクスであった（図6)。



2022 年保険業界の展望 

18 

図 6

回答者が2022年に最も支出増を見込む新興テクノロジー

■ 大幅な支出幅が見込まれる ■ 若干の支出増が見込まれる ■ 変動はないと見込まれる
■ 若干の支出減が見込まれる ■ 大幅な支出減が見込まれる

注記：合計は四捨五入により100%を超える場合または下回る場合がある。 

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界展望調査」 
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24%
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37%
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42%
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41%
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20%
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25%
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21%

24%
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13%
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13%

12%

4%

3%

1%

3%

3%

3%

1%

1%

5%

69%

68%

69%

65%

63%

データ取得・処理

データプライバシー

サーバーセキュリティ

ロボティックプロセスオートメーション（RPA）

74% 

72% 

70% 

58% 

人口知能（AI） 

クラウドコンピューティングとストレージ 

データアナリティクス 

モバイル技術 

ブロックチェーンと分散型台帳技術 
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AI、アナリティクス、クラウドを活用し、
サイバーセキュリティを強化しながら
保険のバリューチェーンを再構築する

AIは、画像の認識、話し言葉の識別、非構造化データの利用

など、これまでコンピュータでの処理が難しいとされてきた作業に

ますます熟練してきている。同時に、保険専門家もAIシステム

からの提案を受け入れ、引受業務、価格決定、マーケティング、

保険請求の意思決定に活用するようになってきている。

AIは、オルタナティブデータや高度なアナリティクスと相まって、正

しく導入され、利用者が適切なトレーニングを受ければではあ

るが、保険バリューチェーン全体に大きな影響を与えることが期

待される。

既に多くの保険会社が、様々なステークホルダー間のやり取り

を促進し、待ち時間を短縮するために、対話型AIやチャット

ボットへの投資を増加させている。AIソリューションは引受業務

において、行動分析や機械学習を活用し、スピードや正確性

を高めると同時に、虚偽記載や不正の特定をサポートすること

ができる。また、保険請求処理においても、従来の兆候を超え

る疑わしいパターンを特定し、不正の疑いがある申請について

警告することができる。

例えば、三井住友海上は、AI駆動の「代理店営業支援シス

テム」を活用し、社内外のデータを分析することで顧客の潜在

的なニーズをより的確に特定している。このシステムにより、代

理店は個人向けで月間86万件、法人向けでは8万件の見込

み客を獲得しており、代理店の生産性は従来の販売モデルに

比べて20%から130%向上した51。

また、保険会社が新しいビジネスモデルを採用し市場機会を

活用するうえでもAIは有効であると考えられる。例えば、保険

会社はAIを活用して引受業務を自動化し、オンライン小売業

者と連携することで、買い物客が小売商品を購入する際に必

要な保険補償をリアルタイムで提供できるようになる。

保険会社が注意すべき潜在的な問題として、規制当局や消

費者団体からAI駆動型システムの精度と公正性に関する疑

問が投げかけられていることが挙げられる。本調査によると、現

在、アルゴリズム的バイアスや倫理的ジレンマを特定するようAI

と機械学習プログラムを訓練していると回答したのはわずか

24%だった。保険会社は、自動化された意思決定が保険契

約者やステークホルダーにとって公平かつ公正なものであり、さ

らなるコンプライアンスリスクやレピュテーションリスクをもたらさな

いように、より先見的な対策を講じる必要がある。

同時に、回答者が指摘したAI導入におけるその他の課題

（図7）を克服するために、保険会社は、AIに関する意識向

上プログラムを開発すると同時に、従業員のテクノロジー対応

力を全体的に高め、デジタル成熟度を向上させていく必要が

ある。
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図 7

回答者が直面しているAIに関する最大の課題

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界展望調査」 

アナリティクスの改善により、
オルタナティブデータを通じた差別化が可能に
なるだろう

保険会社が内部や第三者から入手できるデータ量は既に飛

躍的に増加していたが、業界横断で起きた急速な仮想化と

デジタルワークフローにより、その量にさらに増している。この背景

には、センサーの普及、物理的記録のデジタル化、消費者が

オンライン活動の際に残したデジタルフットプリントの増加がある。

デロイトによる本グローバル展望調査の回答者のうち、約10人

に7人がデータ関連テクノロジー、具体的にはプライバシー

（70%）、データ収集（69%）、アナリティクス（67%）への

支出を増加する予定であると回答した。保険会社は、高度な

分析機能を活用してリアルタイムのインサイトを導き出し、より

迅速で正確な意思決定を実現する、また、定型的なリスク選

定、価格決定、不正検知を自動化するなど、オルタナティブ

データを活用した多面的なアプローチを取る必要がある。結果

として損失率や経費率の改善につながるだろう。

このようなアナリティクスを高度化させるための目標は基本的な

ものだが、レガシーシステムへの依存、導入の複雑さ、テクノロ

ジーの成熟度の低さといった懸念が本調査の回答者が挙げた

上位3位の課題である（図8）ことに鑑みると、短期間で実

現するのは難しいかもしれない。

したがって保険会社は安全で拡張性のある強力なデータ管理

システムの開発に注力する必要がある。また、社内外の複数

のデータセットを統合し、高度な分析・自動化機能を実現でき

るような十分な柔軟性も備えていなければならない。最も重

要なことは、保険会社が、価値の発掘と新たな種類のデータ

の実用化を妨げる可能性のある、時代遅れのレガシーシステム

のモダナイゼーションを継続することである。

また、レガシーおよび新型プラットフォームの統合に対応した包

括的なデータ戦略も必要になるだろう。データは、特にオペレー

ション部門やライン部門において、断片化して質が低く、アクセ

スが困難である場合が多い。レガシーシステムへの依存が続い

ていることも課題の一部ではあるが、全体的なデータ管理シス

テムが欠如していることも、この問題に影響している可能性が

ある。

保険会社は並行して、社内のデータ分析機能を強化するプロ

グラムを開発する必要がある。2021年2月、AXA UKは、社内

人材のスキル向上や知識の更新、意思決定の支援、カスタ

マーエクスペリエンスの改善に向けて、全従業員が利用できる

データアカデミープログラムへの投資を行った52。加えて、実績豊

かなレガシー型の引受査定保者は、機能横断的なデータサイ

エンティストと密接に連携し、より堅牢なデータ駆動型のリスク

評価と価格決定システムの基礎となる分析・予測モデルの設

計と開発を行い、そして最終的に自社で所有する必要がある53。 

図 8

回答者が直面しているアナリティクス高度化に
関する最大の課題

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界展望調査」 
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テクノロジーの成熟度が低い

規制とコンプライアンス

短期的なリターン重視の姿勢
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3 

レガシーシステムへの依存

導入の複雑さ

テクノロジーの成熟度が低い
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クラウドはデジタル変革に向けた取り組みの
基盤となる可能性が高い

クラウドテクノロジーは、人材、テクノロジー、オペレーションの柔

軟性を実現する重要な手段として、ほとんどのデジタル変革

目標を達成するための基盤とみなされるべきである。同時に、

クラウドは経費管理の改善、展開速度の向上、製品拡張の

迅速化を実現することが多い。

デロイトが実施した本グローバル展望調査の回答者の72%が、

クラウドへの支出を増加する予定であると回答したことから、全

体的に導入が加速する可能性がある。保険会社が最初にク

ラウドプラットフォームに導入し始めたアプリケーションは、ポータ

ル、デジタル顧客エンゲージメントチャネル、消費者アナリティク

スなどのSoE（System of Engagement：顧客との結びつきを

強化するシステム）である。しかし、記録システム（引受業務、

保険契約管理、支払請求、保険請求システム等）の多くを

クラウドに移行している保険会社はごくわずかである54。しかし

ながら、保険会社のベンダーやパートナーとのシームレスな統合

を実現させるクラウドプラットフォーム機能によって、コアアプリ

ケーションのクラウドへの移行を加速させる説得力のある事例

が生まれれば、この状況はかなり早く変化すると思われる。

とはいえ、回答者は、クラウド戦略を採用するうえでの最大の

課題として、サポートスキルセットの有無、ビジネス戦略との整

合性、投資収益率を挙げている（図9）。

したがって、クラウド導入はより広範なビジネス変革の一環とし

て行う必要があり、それにはクラウドプラットフォームが提供する

メリットに合わせて従業員のスキルやプロセスを向上させること

も含まれる。

図 9

回答者が直面しているクラウド戦略採用に関する
最大の課題

出所：デロイト金融サービスセンター「2022年保険業界展望調査」 

保険会社はさらにデータやシステムをクラウドに移行する際にも、

プライバシーとデータセキュリティを最優先に考慮する必要があ

る。これは、パブリッククラウド上で保存していたとしても、顧客

情報の保護に加え、情報やアプリケーションに対して適切なセ

キュリティとアクセス管理を行う責任は保険会社が引き続き

負っているためである。

ランサムウェア攻撃の増加に伴う
サイバーセキュリティへの注目の高まり

2021年上半期の世界のサイバー攻撃は、全業界で前年同期

比29%増となった。パンデミック等が加速させたリモートワークへ

の移行を悪用するハッカーが後を絶たず、ランサムウェアイベント

が93%急増したことが、この傾向の大きな促進要因となった55。

攻撃者は、ランサムウェア攻撃の対象として、各組織の機密

データを狙うだけではない。サプライチェーンやパートナーとのネット

ワーク接続も標的としたため、攻撃はより広範囲に及び、より

大きな損害を与える可能性を強めた56。

社内外を問わず、データやシステムへのアクセスを求める全ての

人物に対して検証要件を課したゼロトラスト原則の導入は、

保険会社がこうした状況下で企業資産を保護するうえで有効

な先進的手法である。
.

1 
2 
3 

技術関連のスキルセットの有無

このテクノロジーは自社のビジネス戦略に
とって重要ではない

投資収益率（ROI）が低い、または不明確
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また、保険会社は、自社のシステムに不正侵入があった場合

でもサプライヤーやベンダーのネットワークに影響が及ばないよう

に、サードパーティのリスク管理戦略を策定する必要がある。

さらに、ランサムウェアの脅威をより効果的に検知、防御、対

応し、復旧するための対策をいくつか追加的に検討するのもい

いだろう（図10）。

保険会社が実行できる別の選択肢は、ネットワークから遮断

された重要なビジネスプロセスのバックアップを提供する、データ

ボルト戦略の採用である。これにより、ランサムウェアのインシデ

ントを解決する間に、侵害されたオペレーションをより迅速に稼

働させることができるだろう。

サイバーセキュリティチームはまた、エンドユーザーのデバイスに対し

てより強い統制力を発揮するために、高度な制御とエンドポイ

ント保護テクノロジーの開発を継続的に行う必要がある。多く

の人々が今後も従来のオフィス環境外で作業していくと考えら

れるため、リモート環境での勤務に関連するガイドラインや基準

に焦点を当てた研修や意識向上活動が特に重要となる。

保険会社は少なくとも、世界中のいくつかの規制当局によって

導入または検討中の追加的な規制要件に対応するため、リ

ソースの追加投入を検討すべきである。例えば、ニューヨーク州

金融サービス局では、複数の報告期待事項を伴う広範なサイ

バー保険リスクフレームワークを策定している57。
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図 10

保険会社は、ランサムウェア攻撃を受けた際の検知・防御・対応・復旧の機能を強化する必要がある

出所：デロイトによる分析 

サイバーボルティング、ネットワークのセグメント化、マルウェア保護等のプロセスや
統制を確立して攻撃範囲を低減・縮小し（防御）、ランサムウェア攻撃が発生
した際にはビジネスの復旧を促進する（インシデント後） 

防御：インシデントを阻止・根絶し、インシデントから復旧するために、対応チー
ムが使用するプロセス・手順文書の妥当性を見直す 

インシデント後：イベントから復旧するための IT、サイバー、データの復旧機能や
システムの妥当性を評価する 

自社の事業タイプ、データの暴露度、システムの脆弱性、テクノロ
ジーフットプリント、脅威アクターに基づき、脅威インテリジェンスを自
組織に適用できるように文脈化する 

先見的な行動ベースのアプローチを用いてウイルス感染、ビーコニング、ラテラルムー
ブメント、データ流出など、組織全体のサイバー脅威を検知し、重要なシステムや
データを被害から守り、セキュリティ上の欠陥を特定する 

組織全体でリスクを認識する文化を醸成し、従業員、請負業者・サード
パーティ、代理店を対象にサイバーセキュリティ研修を実施する 

リスク文化・意識改革 

脅威ハンティング 

脅威インテリジェンス・ 
プロファイリング 

インシデント対応 

リビジネス・テクノロジーの
回復力 

情報資産
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保険会社はデジタル戦略の推進と同時に、
よりパーソナルな顧客エンゲージメントを実現
するためのオプションを維持する必要がある

新型コロナウイルス感染症により、対面での接触が問題となっ

たため、保険会社は素早くデジタル機能を強化し、未だに対

面での購入やサービスの提供を好む顧客に対しても、仮想環

境での消費者エンゲージメントを可能にした。しかし、環境が安

定し始めてきたことから、保険会社は環境に適応するためのこ

のような対応をどのように積み重ねていくか、また製品開発、

マーケティング、流通に対する従来のアプローチとどのように効果

的に統合していくかを検討する必要がある。

てはならない。
本グローバル展望調査では、各セクターの保険マーケティング担

当役員のほとんどが、デジタル流通チャネルの加速に寄せる消

費者の期待は非常に大きいと考えていることが示された。

特に損害保険会社の回答者の多くは、このトレンドに沿った

戦略の必要性を明確に認識しているようだ。ただし一部の生

命保険会社では、消費者の行動や好みの認識と、オンライン

やモバイル上での売り上げを強化する計画との間に、若干の

ずれが生じているかもしれない。

しかし、デジタル化は重要な優先事項だが、保険会社は保険

のライフサイクル全体が持つ商品やプロセスの複雑性を鑑み、

人間的な接触がもたらす価値を無視してはならない。

保険会社の流通・サービス戦略は「適切なチャネリング」

（各消費者にとって理想的なエクスペリエンスを実現

するために、保険のやり取りにおいてデジタルと人間ど

ちらの介入が必要かを戦略的に考慮すること）へと移

行する必要がある。

例えば、顧客が高度なデジタル化やセルフサービス機

能をより好むようになったように見える一方で、代理店

やブローカーとのやり取りが、見込み客の開拓、セールス、サービ

スにとって重要な要素であることに変わりはない。だからといって、

レガシー型の代理店が仮想化がますます進む今日のビジネス

界で成功するためにデジタルに対応する必要がないとはいえな

い。実際のところ、保険会社は、顧客関係を管理するプラット

フォームやシステムを提供することで代理店を支援し、リモートで

より効率的に消費者に関わることができるようにする必要がある。 

デジタル化は重要な優先事項だが、
保険会社は保険のライフサイクル全体が
持つ商品やプロセスの複雑性を鑑み、
人間的な接触がもたらす価値を無視し
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しかし、スーパーボウルの30秒枠など、従来のマーケティングは

ソーシャルメディア広告、検索連動型広告、その他のデジタル

オプションよりはるかに高額であることから、保険会社はデジタ

ル広告への投資を比較的小規模でも着実に増加することで

多くの利益を得られるはずだ。

また保険会社のメディア支出は、新たなターゲット層へのリーチ

に向けて、個別化を進める必要がある。デロイトのメディアトレ

ンド調査では、Z世代の55%およびミレニアル世代の66%がソー

シャルメディア上の広告は影響力が大きいと回答している61。

また、回答者たちは、ストリーミング形式の動画コンテンツやそ

の他のチャネルよりも、ソーシャルメディア上の広告を好む傾向

があった62。

本グローバル展望調査で、マーケティング担当者に顧客とのコ

ミュニケーションおよびエンゲージメント戦略における自社の長期

的な変化について質問したところ、損害保険会社の回答者は、

ソーシャルメディア上でのやり取りを最も高く評価した。一方で、

生命保険会社の回答者は、これを自社での優先事項上位3

位の一つには挙げていない。これは、拡大する活発なマーケット

セグメントへ影響を及ぼす重要な機会の喪失につながる可能

性がある。

ケーブル回線または衛星放送を介して自宅でテレビ放送を受信していると回答した米国成人の割合

注：無回答の回答者は上記に含まれていない。 

出所：Pew Research Center（2021年1月25日～2月8日に実施された米国成人の調査） 

76%

56%
65%

34%

73%

46%

80%

66%

81%

2015年 2021年

米国成人の全回答者 18～29 歳 30～49 歳 50～64 歳 65 歳以上

既に多くの代理店がこの領域での機能拡大に努め、従来の

セールスやサービスのアプローチを補い、強化しようとしている。ア

メリカ独立エージェント＆ブローカー協会（IIABA）が実施した

2020年のAgency Universe Study（全世界代理店調査）で

は、58%がソーシャルメディアおよびデジタルマーケティングを最重

要マーケティング戦略として挙げている58。

保険マーケターは、消費者のメディア消費の
変化に対応する必要がある

保険会社は、新しいデジタルリアリティを反映させるために、自

社の広告アプローチも見直す必要がある。 Pew Research

Centerの調査では、ケーブル回線または衛星放送でテレビを視

聴していると回答した米国の成人は、2015年の76%から2020

年には56%と減少し（図11）、若年層ではより急減したこと

が明らかになっている59。

そのため保険会社と代理店は、最も影響力のあるものにする

ために、より注目が高まる代替メディアへ移行する必要がある。

米国の自動車保険会社は、既に2019年にデジタル広告への

投資を20%増やし約15億USドルとしていたが、その時点では、

まだ広告費全体の22%に過ぎなかった60。

図 11
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デジタルメディア戦略への投資は、今後より多くの消費者に

リーチしていくうえでの基礎となり得るが、見込み客の開拓、獲

得、維持に向けた取り組みを最大化させるためには、カスタム

化も重要であろう。このような取り組みは、より高度な顧客

デ ー タ 分 析 に よ っ て 強 化 で き る か も し れ な い 。 例 え ば 、

Prudential Financial Inc.は2019年9月にAssurance IQを買収

し、D2Cプラットフォームを介して顧客にパーソナライズされた健

康・金融ウェルネスソリューションを提供している63。

既に多くの保険会社が顧客データプラットフォーム、より包括的

な顧客関係管理システム、マスターデータ管理アーキテクチャプ

ラットフォーム、ライセンス、ソフトウェアを統合している一方で、

一部の企業は以前から収集してきた全てのデータの分析はも

ちろん、新たに出現したオルタナティブデータソースを実用化する

ことにも苦労していることだろう。

したがって、デロイトの調査に参加したあらゆるセクターの回答

者の多くが、今後1年でのマーケティング、販売、流通の社内

予算のうち、データとアナリティクスに最も多く投資していくと回

答しているのは心強いことである。

保険会社は商品を最新化することで価値の
差別化を図ることができる

保険会社は見込み客の開拓、販売、流通戦略の推進に加

え、価格や補償内容だけでなく、総合的な価値提案を差別

化する革新的な方法を検討する必要がある。

リアルタイムのリスクモニタリングを基により多くの商品を提供で

きる可能性は、セクターや地域を問わず共感を呼んだ。しかし、

保険会社がこのようなカスタム化されたクライアントエクスペリエ

ンスを独自に提供することはますます困難になってきている。

そのため、より総合的な消費者中心型のエクスペリエンスを実

現するために、シームレスなやり取りやデータソースを提供できる

他組織との提携やパートナーシップの構築を検討する必要があ

る。例えば、AXA XLは法人顧客とのより影響力の強いエンゲー

ジメントを実現するため、イノベーションリーダー、顧客である建

設請負業者、テクノロジー企業とパートナーシップを結び、セン

サーやカメラを使ってデータを収集する建設エコシステムを構築

している64。

さらに、デロイトが最近実施した米国生命保険業界の保険未

加入消費者調査では、消費者の生活スタイルや健康的な食

事習慣（おそらくフィットネスアプリやその他のデータソースで計

測される）に応じて保険料を調整できる保険商品があれば、

ほとんどのセグメントが購入により興味を持つ可能性があるこ

とが示された65。

損害保険会社の回答者が最優先事項として位置づけたのは、

商品の柔軟性の向上だった。これはデロイトが以前実施した

Global Auto and Homeowners Consumer Survey（自動車・

住宅所有者のグローバル消費者調査）とも一致するもので、

米国の回答者は必要性や金銭的余裕に応じて、より容易か

つ頻繁に補償内容を調整できるようになることに関心を示して

いる66。

保険会社がカスタム化されたクライ
アントエクスペリエンスを独自に提供
することはますます困難になってきて
いる。そのため、より総合的な消費
者中心型のエクスペリエンスを実現
するために、シームレスなやり取りや
データソースを提供できる他組織との
提携やパートナーシップの構築を検
討する必要がある。
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本グローバル展望調査において、生保の回答者の間ではこの

要素の順位は低かったが、デロイトが調査した米国生命保険

業界の未加入顧客が、死亡保障の購入を検討する際に最も

共感した要素として必要に応じてオンラインで保障額を増減で

きることを挙げていたことに鑑み、保険会社はこの要素の優先

度を上げるよう検討する必要がある67。

損保の分野では、本グローバル展望調査の回答者は、新商

品追加も重要な優先事項に挙げている。検討可能と考えら

れる方法の一つは、急成長する合法大麻市場や暗号通貨

市場等の新たなエクスポージャーに関する「グリーンフィールド」リ

スクの引受だ。

規制の不確実性、監督の不行き届きや透明性の欠如などの

障害は、こうした新興業界向けのリスク移転商品の提供に興

味を持つ保険会社に面倒な事態をもたらす可能性があるが、

全体的に成熟した損保市場においては、有望な有機的成長

の機会の一つと捉えられている。2020年に合法大麻の売上が

50%近く増加し、2026年には559億USドルに成長すると予想

されていることから、年間213億USドルを売り上げる合法大麻

のグローバルビジネス単独でも、農作物保険や製造物責任な

ど、標準・特別補償の売上を幅広く押し上げる可能性がある68。 

一方、CoincoverやNexus Mutual等のニッチな保険会社が既

に暗号通貨リスクへの補償を提供しているにもかかわらず、レ

ガシー型保険会社のほとんどは暗号通貨保険市場にまだ参

入しておらず、このような保険の引受や販売で利益を上げる方

法を読み解くことができる保険会社には、比較的大きな可能

性が残されている69。

サイバー保険は目新しいものではないが、損保業界の元受正

味保険料に占める割合は1%未満であり、まだ十分に浸透し

ていない70。サイバー犯罪を取り巻く状況が急激に変化してい

るため、引受業務や価格設定に大きな課題をもたらしている。

前述のように、第2四半期における当該種目の平均保険料は

25.5%急上昇した71。

しかし、保険請求データを顧客や保険会社間で共有すること

で、この混沌とした市場でうまく舵を取れるかもしれない。例え

ば、2021年6月、大手保険会社数社はCyberAcuViewという

団体を設立した。これはサイバーデータ関連のリソースを集約し

て、顧客が今後発生し得る攻撃を軽減することを助け、サイ

バー保険市場の競争力を維持させるためのものだ72。

気候変動はまた、保険会社が災害補償の格差を埋めようと

努めるうえで、従来とは異なる保険商品を提供するきっかけと

して作用している。特に欧州では、従来のリスクや新たなリスク

に対し、事象の発生を受けて自動的に対応を行うパラメトリッ

ク型保険商品を活用してイノベーションを起こそうとしている回

答者が存在した。その一例が、Zurich North Americaがプロ

ジェクトオーナーや請負業者向けに提供する、カスタマイズ可能

なConstruction Weather Parametric Insurance（建設業向

け天候パラメトリック保険）である。この商品では、あらかじめ

取り決めた気象事象に基づいて保険金が支払われ、請求の

際に物理的な損害を証明する必要がない73。

環境保全に対する保険会社の関心が高まっていることを受け、

他の保険会社でも「エコ」割引や補償を提供し、顧客にサステ

ナブルな資材の使用を推奨し始めている。例えば、Travelersで

は、顧客が環境に優しい資材を使って改築を行った場合、修

繕費用を最大で10% 上乗せするGreen Home Additional

Coverage（エコホーム追加補償）という商品を提供している。

また、Farmersは、ハイブリッド車や代替エネルギー車を運転す

る顧客に対して保険料を割引するサービスを提供している74。
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保険会社は信頼度を高め続けるために
「ボトムラインの向上」を目指し続ける
必要がある

保険会社は自らを金融経済界のファーストレスポンダーと位置

付けていることが多い。損害を受けた資産の修復や交換、損

害賠償の補償、退職に係る資金調達、家族やビジネスリー

ダーを失った人々への資金提供など、契約者が人生の中でも

最も困難な局面を乗り切り、対処していくためのサポートを委

ねられているからである。

保険会社は、パンデミック関連の損害や強制的なロックダウン

による財産補償、事業中断、損害賠償などの多くの請求が

様々な保険の免責条項によって拒否され、場合によっては訴

訟に発展するなど、パンデミックによる混乱が生じたにもかかわ

らず、その信頼の基盤を維持し、その強化さえも実行できてい

るようだ75。

また、2021年夏にデロイトが調査した14カ国の中小企業経営

者5,300人のうち約3分の1が、新型コロナウイルス感染症の発

生以降、保険会社や代理店、ブローカーに対する信頼は、

実際に大きく向上したと回答し、別の3分の1は、信頼は少な

くともある程度改善したと回答した76。信頼度が低下したと回

答したのはわずか一握りであり、残りはあまり変化はないと回

答した77。

中小企業調査において、信頼度が向上したと回答した人の

理由の上位は、保険会社やその仲介業者がパンデミック下で

追加の支援サービスを提供したり、保険金の支払

いを早めたり、保険料の割引を行ったりといったこと

だった78。

しかし、リスク管理者としてさらに高い信頼を構築し、

業界の評判を高めるために、各保険会社が講じる

ことができる追加的な措置がある。その方法の一つ

は、現在テロ保険市場を支えている連携事例を参

考にした官民パートナーシップの提携の可能性など、

将来起こり得るパンデミック関連の損失を幅広く補償するため

の代替的な資金調達の仕組みを考案する取り組みを主導す

ることである。また、気候変動リスクの原因を元から断つために

ESGの取り組みを活発化する、より多様な人材やリーダーシッ

プチームを採用する、サービスが行き届いていない地域社会に

おける補償格差を埋めるための新しい商品やサービスのを立ち

上げるといった手段も考えられる。

保険会社は、信頼の再構築、より公平で
持続可能な世界への貢献、利益と社会
的影響が平和的に共存する公平な金融
サービス業界の構築に向けた手段を取るこ
とをますます求められるようになる。
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また、保険会社は、新たな個人データの収集・活用方法につ

いて消費者により広く開示し連携を深めていくことで、信頼を

高められるかもしれない。本グローバル調査に回答したマーケ

ティングリーダーのうち、自社での顧客の個人情報の収集・活

用方法の開示性がはるかに向上したと強く感じているのはわ

ずか11%で、10人中8人は顧客が自分のプライバシーを管理で

きていると感じるような取り組みが十分でないと考えている。

デロイトの金融サービスグループが今年初めに発表したレポート

「A higher bottom line（ボトムラインの向上）」によると、大き

な流れとして、保険会社は「社会的な信頼の再構築、より公

平で持続可能な世界への貢献、利益と社会的影響が平和

的に共存する公平な金融サービス業界の構築」に向けて、上

記およびその他の手段を取ることをますます求められるようにな

ると思われる79。

このレポートでは、企業のボトムラインをもはや「単なる利益と損

失の合計」ではなく、以下のように考えるべきだとしている。「よ

り高いボトムラインでは、地球や人々の未来を利益と同様に

大切にする。不平等をなくし、より多くの富を共有できるように

なるまで、尽力する企業と成功している企業の区別ははっきり

表れない。つまり、私たちのビジョンは、教育が進み、公平で

持続可能な世界から得られる財務的利益と人的利益の両

方を表す、ボトムライン向上の一環である80」

信頼性の向上は収益性の向上に
つながるだろう

保険は結局のところ、損害を被った場合、保険料は必ず支

払ってもらえるはずであるという消費者の信頼の問題に帰結す

るため、その信頼関係を維持、強化することは引き続き優先

事項である。

デロイトインサイトが最近発行したレポート「The link between 

trust and economic prosperity（信頼と経済繁栄の関係

性）」では、「マクロ経済全体にわたり（中略）私たちはコン

ピタンスとインテントを持って行動することで、信頼を構築し、維

持することができる」と伝えている81。このレポートでは、コンピタ

ンスを「実行力、つまり有言実行を果たし、ブランドプロミスに

忠実であること」と定義し、インテントを「公平性、透明性、影

響力など、行動の背景にある理由を指す」としている82。このレ

ポートの著者は「このいずれかが欠けていると、信頼は構築も

再構築もできない。両方が必要である83」と述べている。これは、

保険業界で信頼性を向上させるうえでの良い戦略となりそうだ。 

上記に挙げたデロイトのレポートによると、信頼は保険会社の

ような企業の差別化や発展を促進し、「公益」と結びつけると

いう。「信頼を企画、戦略、目的の最前線に据えることで、顧

客からの信頼も獲得できる」84。顧客、規制当局、投資家、

従業員のいずれに対応する場合でも、保険会社は短期的に

も長期的にも信頼構築のための取り組みからメリットを得るこ

とができるのである。
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