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はじめに

保険業界は、少なくとも過去30年間には見られなかった速度で変化を遂げ

ています。保険業界を取り巻く規制環境が変化すると同時に、テレマティク

スやウェアラブル型の健康／フィットネス機器等のイノベーションによって、

保険会社による顧客行動の分析や商品のプライシング・販売の方法も変化

を続けています。また、保険会社とのコミュニケーションに関する顧客の期

待も拡大を続け、保険会社が顧客に対して高品質なサービス体験を提供

することが、これまでになく重要となっています。加えて、カー・シェアリング

その他の「共有型経済」サービスの拡大、世代による嗜好の変化、新規参

入者にとっての市場参入コストの低下などの外部要因により、従来型の保

険会社のビジネスモデルに対する圧力が強まっています。

これらすべての要因が組み合わされば、保険会社にとっては「パーフェクト・ス

トーム（最悪の状況）」となるため、関連する人的資本面の課題についての評価

や対応がかつてないほどの重要性を帯びます。これを怠れば、変化する市場

の需要に対応するビジネスモデルの調整が上手く進まなくなる可能性がありま

す。本レポートはこの観点で、デロイトのグローバル・ヒューマン・キャピタル・ト

レンド・レポートを踏まえ、人的資本面の10のトレンドについて考察します。これ

らは、他の業界にも共通するトレンドですが、保険業界特有の影響についての

考察と見解を与えてくれるでしょう。

10のトレンドでは、以下4つの分野にフォーカスしています。

統率 再構築
リーダーシップ：

なぜ普遍的な論点なのか？

企業はあらゆるレベルでのリーダーの育成に努めて

おり、新たな早期育成型のリーダーシップ・モデルへ

の投資を進めています。

教育・育成：

注目分野へ

企業は、スキル格差の拡大に直面し、新たな教育・

育成アプローチを積極的に模索しています。

人事の再構築：

大幅な改編

人事部門では、より大きなビジネス・インパクトを与

え、人事およびビジネス面のイノベーションを加速さ

せるため大幅な改編が進んでいます。

人事と人材アナリティクス：

人事部門における行き詰まり

複雑化するビジネスや人材へのニーズに対処するた

めの有能な人材・アナリティクス機能の充実に積極的

に取り組んでいる企業は極めて限られています。

随所に存在する人的データ：

外部データの取り込み
カルチャーとエンゲージメント：

可視化が進む組織

企業は従業員のエンゲージメントおよびリンション

（人材の維持）に対する危機感を強めており、企業カ

ルチャーを重視しつつ従業員エンゲージメントを劇的

に改善する必要性を認識しています。

人事部門および人材関連企業は、ソーシャル・メディ

ア・プラットフォームに存在する自社従業員に関する

第三者データの利用と統合を通じ、人材データ戦略

の拡充を図っています。

再認識
オンデマンドな労働力：

準備は整っているか？

企業は、時給社員、臨時社員、契約社員を含む労働

力のあらゆる側面について、従来よりも洗練された

管理アプローチを採用しています。

パフォーマンス管理：

秘密の要素

企業は、従来のパフォーマンス管理から、革新的な

パフォーマンス・ソリューションへ移行しています。

労働の簡素化：

来るべき革命

組織およびシステムの複雑化や情報過多への対応

として、企業は労働環境および実務の簡素化を進

めています。

有能な人材としての機械：

競合ではなく協働

オートメーション化やナレッジ・ワーカーの代替な

ど、コンピュータやソフトウェアの機能拡大に伴い、

先進的な企業は、働き方や、従業員が成功するた

めに必要なスキルを見直しています。

本書においてデロイトとは、デロイト・コンサルティングLLPおよびその子会社を意味します。デロイトLLPおよびその子会社の法的ストラクチャーの詳細については

www.deloitte.com/us/をご参照ください。制度会計に関する規則および規制に基づき、アテスト・クライアントは一定のサービスをご利用いただけない場合があります。 

エンゲ－ジメント
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リーダーシップ：なぜ普遍的

な論点なのか？

保険セクターの企業幹部は一貫して、人的資本に関する一

番の懸念にリーダーシップを挙げています1。保険セクターが

置かれている不安定な環境に影響を及ぼしている多くの要

因、即ち、規制環境の不確実性、課題が山積するサイバー

環境、顧客ニーズの変化などを踏まえ、明確な戦略を示す

ことのできる影響力のあるリーダーの存在が極めて重要と

なっています。この結論は、デロイトが2015年に実施した調

査により裏付けられています。同調査では、保険業界の回

答者の87%が、リーダーシップを「重要」または「非常に重

要」としています。しかしながら、こうしたビジネス上の課題

をリードし対応する次世代リーダー候補者の育成状況につ

いて「準備できている」または「十分準備できている」とする

回答は33%に過ぎません2。このギャップは、課題に対する

保険会社の今後の対応能力に影響を及ぼし、ボトムライン

（純利益）を左右する可能性があります。実際に、株式アナ

リストは株価に対する「リーダーシップ・プレミアム」を設定し

ています。影響力のあるリーダーシップを有すると認識され

た企業は15.7%のプレミアム、リーダーシップに影響力がな

いと認識された企業は19.8%のディスカウントを付していま

す3。この差異は、潜在能力の高いリーダーを養成し、次世

代リーダー候補者を育成することの重要性を強く示唆して

います。

リーダーシップの課題に対する効果的な対応

業界を問わず、強固な次世代リーダー候補者を有する企業

ほど、従業員のリテンション、変革の実行、また、有能な人材

の育成への対応能力を示し、同業他社に比べ高いリターン

を生み出しています4。強固な次世代リーダー候補者の育

成には、慎重な承継マネジメントと、企業の人材の厚さに対

する理解を必要とします。現状、全業種を通じ、企業幹部の

大半は、自身の直属の部下には経営層（C-suite）となるた

めに必要なスキルが欠如していると考えており、登用の妨

げになっていると考えられる要因として「個人的な展望とモ

チベーションの欠如」を挙げています。この問題を悪化させ

ている要因として、登用を待つ幹部達は、リーダーシップ・ト

レーニングへのアクセスが欠如しており、これがリーダーと

しての役割を引き継ぐ上での障害になっていると指摘して

います5。 

こうした傾向は、企業内の各階層でリーダーの育成が必要で

あることを示唆しています。この点は、企業、商業、個人の各

顧客層に幅広い商品を提供する保険会社にとっては、特に関

連が深いものと考えます。そして、これは、機能やビジネスラ

イン内のリーダーだけではなく、企業全体を統括するリーダー

の育成が極めて重要であるためです。保険会社は、企業全

体のビジネス戦略と整合的なリーダーシップ戦略を策定する

ことで、この取り組みに着手することが可能となるでしょう。2
点目として、保険会社は、高い潜在能力を有する候補者を特

定するために、データに基づく公平な能力評価プロセスを活

用するべきでしょう。最後に、持続可能な企業全体のリーダー

シップ・プログラムには、社内全ての組織の現職リーダー達

からのコミットメントが必要となります。これらの要因は、効果

的なリーダーシップ育成プログラムの策定において極めて重

要となります。

リーダーシップ戦略の策定と対応能力に関するモデルにつ

いてのサポート

効果的なリーダーシップ・プログラムの形成に欠かせない要

素として、企業のビジネス上の要件と整合的な戦略の策定

能力が挙げられます。保険会社はビジネス上の目標、例え

ば、不確実な規制環境下での成長に向けた経営や、ビッグ

データを活用するための戦略投資を実行する必要があり、そ

のための主要な対応能力を特定する必要があります。これ

によって、特定した主要な対応能力を、有望で潜在能力が高

く、育成に向けた特別な投資に値する候補者選定の指針と

することが可能になるでしょう。また、対応能力を明確化する

ことで、成功につながるリーダーシップの属性を描くことが可

能となり、これにより、高い潜在能力を有する母集団の中で

の育成格差の把握が容易になります。
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リーダーシップ：なぜ普遍的

な論点なのか？（続き）

確実で信頼できるデータ主導のプロセスを通じて現状の育

成方法とのギャップを評価することによって、候補者の対応

能力および潜在能力を明確に測定することが可能となりま

す。高い成功を収めたリーダーに共通する事象として、リー

ダーに求められる対応能力が有限であることが調査によっ

て明らかになっており、また、個人が到達可能な育成水準

やその速度を予測する潜在能力の測定方法が確立されて

います6。また、置かれる環境が重要である点に注意する必

要があります。ある一つの特定のリーダーシップ能力につ

いて、その見え方、感じられ方が、活動する環境によって異

なってくる場合があります。例えば、気候変動が（米国）北

東部における損害保険商品に与える影響を評価する際、保

険会社のCFOと地域責任者は同じ対応能力（例：ビジネス

判断力）を用いる可能性があります。CFOは、この傾向に

おける財務面の影響を把握した上で提言する必要がある

一方、地域責任者は、これまで気候変動へのエクスポー

ジャー・リスクを考慮してこなかった顧客向けに新商品を開

発する責任を負うことになるでしょう。当該アプローチでは、

個人の役割に密接に関連する対応能力の評価と、その後

の育成が重視されます。

リーダーシップ育成を持続可能なものに

保険会社は、リーダーシップ評価の過程で得た洞察を育成

プログラムの作成に活用することが可能です。当該プログ

ラムには、能力以上の業務割り当て、個別コーチング・メン

ターシップ、目的別体験学習プログラム、同じレベルの職員

やリーダーとのネットワーキングなどを含めることも可能で

しょう。また、現職のリーダー達は、新たな業務や役割を与

える際、自身のチームの現在の強みや能力を考慮のうえ、

育成を目的とする学習機会を与えることができます。この

ような体験学習の機会によって、高い潜在能力を有する候

補者が、個々の成長ニーズに応じた対応能力の形成を図

り、当該能力を新たな業務環境に適用することが可能とな

ります。

企業全体を通じてこうした取り組みを持続可能なものとする

ためには、多くの時間とリソースを投入する必要性を認識

することが重要となります。リーダーシップの育成は長期的

な投資であり、企業の有能人材戦略との統合や、ビジネ

ス・リーダー達の支援が必要となります。育成ニーズを予測

するうえで幹部層のコミットメントと責任が極めて重要であり、

また、幹部層の支持によって、より多くの体験学習の機会が

提供されるようになるでしょう。この支援がないと、当該プロ

グラムが、企業全体としてのリーダーシップ承継候補者の育

成を目的とする統合されカスタマイズされたシステムとしてで

はなく、単に個別事業部門のみが責任を負う影響力の小さ

い応急措置となってしまうリスクがあります。

将来に向けたリーダーの育成

無数の課題と不確実性に直面する保険業界において、保険会

社は、強固で影響力のあるリーダーの重要性を正しく認識しつ

つあります。リーダーの不足は、成長の最大の阻害要因の一

つであり、保険会社はそのリスクを鋭く感じ取っています7。企

業の戦略とビジョンに対応する業務執行を成功裏に遂行でき

る企業全体のリーダーシップを特定、維持、育成するために

計画的な行動が必要となります。この課題に取り組み、将来

のリーダー達への投資を行う準備ができている保険会社は、

将来に向け自由に使える力強いリソースを手にし、ダイナミッ

クな環境下で成功を収めることでしょう。
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教育・育成：

注目分野へ

教育・育成：注目分野へ

教育・育成の問題は、今日の企業にとって有能人材に関す

る最重要課題の一つとなっています。目まぐるしく変化する

新しいスキルへの需要に対応する労働力の確保は極めて

複雑となっています。また、スキル格差の拡大に加え、学

習環境を見ても、学習者のニーズと新興技術の供給の双

方が進化しており、保険会社が直面するこれらの圧力に

よって、スキルへの需要に対応することが一層困難となっ

ています。

顕在化するスキル格差

保険業界は特に、大きなスキル格差に直面しています。

2015年にデロイトが実施した調査によれば、自社のビジネ

ス上のニーズに対応するうえで必要なスキルと能力につい

て、準備できている、または、十分に準備できている、と考

えている保険会社は3分の1に過ぎません。例えば、デー

タ・サイエンスはビジネスにとってますます不可欠の存在と

なっていますが、従来型商品の責任者は新たなプライシン

グ技術に苦戦し、また、上級リーダー達も、従来のアプロー

チを放棄し、データに基づく新しい意思決定方法を採用す

ることに懐疑的です。さらに、保険代理店も、この新しい見

積りの内訳を顧客に説明するのに苦労しています。

また、保険会社は、変化する顧客基盤に対する従業員の

理解のばらつきに直面しています。人口動態から見て、米

国の顧客基盤は、人種的に多様化が進み、また、ミレニ

アル世代が多数派となりつつありますが、この2つの要因

によって、商品およびサービスに関する従来型のアプロー

チに対する変化が生じています。損害保険商品に対する認

識自体は若年層の場合も従来と変わりませんが、リアルタ

イムによるソーシャル型あるいはデジタル型の相互交流に

対する顧客の期待は従来とは大幅に異なっています。

ベビーブーマーの退職に伴う職場の空白への対応を含め、

最も深刻な企業内の有能人材の欠落に対処するため、多く

の企業は、従来の教育方法の補完のため、同等者間によ

る非公式な学習機会に注目しています。実務学習で先行

する企業では、知識移転を確実に行うため、経験に基づく

学習法を活用しています。保険業界では、調査対象会社の

3分の2近くが、見習い実習制度やオン・ザ・ジョブ・ラーニン

グを用いた技能訓練の開発が非常に有効であると回答し

ており、保険会社にとって基盤的な強みとなっています。

格差を埋めるためには教育方法の手直しが必要

多くの企業は、企業の成功にとって教育の重要性が増してい

ることを認識していますが、企業の教育目的を達成するため

に必要な教育への対応能力が近年大幅に減退しています。

このため、企業は、教育機能を転換し新たな対応能力を構築

する必要性を認識しつつあります。教育の転換には、教育機

能の有効性や効率性に関する見直しが伴います。

現在、保険会社は、従来型の教育方法から脱却し、新しいア

プローチを採用する必要性を理解し始めています。しかしな

がら、一点課題が残ります。新たな教育のトレンドの中で、現

在のニーズのみならず将来のニーズにも適切に対処できる

最良の方法は何か、という点です。調査によれば、教育機能

が最も進んでいる企業は、既にこの過程を経て自身のニーズ

に最適な方法を特定しています。これらの企業のほとんど

が、テクノロジーの活用によって、教育へのアクセスが改善さ

れるだけでなく、学習者の総合的な経験の改善が図られると

しています。これは、デジタルやソーシャルによって多くの保

険会社の従来型の事業モデルが影響を受けている状況と酷

似しています。保険会社は、企業が教育の転換に利用可能

なテクノロジー・ソリューションの重要性を踏まえ、選択肢を理

解し自社に適合する方法を選択する必要があります。

今日の教育・育成テクノロジーのトレンドは、従来型の教育管

理システムの遥か先を行っていますが、保険会社の大半は、

その機能を活用する準備ができていません。驚くことに、ゲー

ムやシミュレーションなど、ソーシャル型、モバイル型の教育

の提供や先進的なメディアの活用に関し、自社の機能を「弱

い」と回答した調査対象保険会社は3分の2に上ります。こうし

たツールは、リアルタイム教育の中核であり、現代社会の生

活やビジネスのペースに適合すると共に、ミレニアル世代が

占める割合が拡大している労働者層に対し訴求力がありま

す。保険業界は、保険金請求シナリオ、大規模災害の状況、保

険当局へのプレゼンテーション、代理店販売シミュレーションな

どの分野で、従来型の教育方法より効果的なパフォーマンス

の向上につながり得る教育設計の機会を逃している可能性

があります。
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教育・育成：

注目分野へ（続き）

戦略的優位性を確保するために、他の最先端の教育トレン

ドを活用することも可能でしょう。例えば、調査対象保険会

社のうち、大規模オープン・オンライン・コース（massive 
open online courses：MOOCs）の活用を通じた従業員のス

キル形成への対応について、その準備が適切または優れ

ていると回答した企業は38%に過ぎません。MOOCsは、高

い拡張性を有する費用効率の高い教育供給手段であり、商

品トレーニング、コンプライアンス／SOX法対応／保険当局

の要求、戦略的組織構造（契約管理、保険金請求サイク

ル、収益性比率や、これらがどのように関連するかを含む）

など、最も優先度の高い実務的なビジネス教育に活用でき

る可能性があります。これらの分野についてMOOCsが提

供されていないなら、保険会社は、その策定に向けて高等

教育機関と提携するといった新たな取り組みを行うことも可

能でしょう。このプロセスを通じて、オープンで共有可能なコン

テンツを開拓することで、自社向けの教育の提供を可能に

すると共に、市場でのプレゼンス向上や最先端企業として

の訴求により、対外的なインパクトを与えることにもつなが

るでしょう。

保険会社は、ネットワーク上での顧客サービスを展開する

ため、デジタル・プラットフォームやテクノロジーへの投資を

行っていますが、従業員の育成支援についても同様の投資

を検討するべきでしょう。教育向けのテクノロジーを簡素化

しつつアップグレードを図ることで、コスト低減、教育効果の

向上のほか、ビジネスの成果を定量化する能力の促進を図

ることが可能となるでしょう。

ケース・スタディ ― チャブ・インシュアランス：教育に対

するコミットメントへのプライド

チャブの教育責任者との対談を通じ、損害保険のリー

ディングカンパニーである同社が、教育をビジネス成功

のカギとして考えていることが明確になりました。

チャブは、今後3～5年で従業員の40%が退職年齢に

達するという課題に直面しています。この大きな変化と

同時に、チャブは教育部門の経費を増大させずに、ミ

レニアル世代への訴求、その育成および維持を図る必

要があります。

このような課題に対応するため、チャブは、まず教育部

門の再構築を実施し、ハイブリッド型／連邦型モデル

への移行を図りました。同モデルでは、スポーク・モデ

ルにより、組織／部署レベルでの教育ガバナンスを維

持しつつ、集中管理の主な特徴（教育費のモニタリング

を含む）を活用しています。

次に、長い期間をかけて慎重に形成した教育文化を改

めて見直し、ペイ・フォワード哲学（pay-it-forward：人
から受けた恩を別の人に贈ること）の強化と、中等・高

等レベルの研修に対する各分野のエキスパートへの

動機付けとエキスパートの活用を図りました。

3点目として、チャブは、退職者と共に社外流出する企

業ナレッジの収集および文書化に注力するためナレッ

ジ・マネジメント部門を新設し、当該ナレッジをビジネ

ス・プロセスに取り込んでいます。

教室形式でのインストラクターによるアプローチを好む退

職世代のニーズにも配慮しつつ、チャブは、eラーニン

グ、ゲーム化、同等者間教育（ソーシャル・メディアを活

用）、メンター制度等の利用拡大を図り、複合的な教育

アプローチに軸足を移しています。また、同時に、ジャ

スト・イン・タイム教育の提供に向けた新しいテクノロ

ジーにも目を向けています。
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効率性：保険業界の普遍的な課題

デロイトが2015年に実施した調査では、60%近い保険会

社が自社の教育機能の管理が「適切である」としています

が、業務効率の水準を「弱い」とした企業は3分の1に達し

ています。事業費は、競争力のある商品のプライシングを

行う上での主要なドライバーであり、保険会社にとっては普

遍的な課題ですが、この点においても教育機能が効率性

を向上させる源泉とすることができます。

2014年にデロイトが実施した調査では、教育経費の正確な金

額を把握していない企業が60%超に達しています。一方、こ

れらの企業のうち、教育への投資により生み出された価値ま

たは費用対効果について「優れている」またはそれ以上の評

価を付けた企業は4分の1未満に留まっています。保険会社

は、テクノロジー、カリキュラムおよびベンダーとの関係におけ

る非効率性を排除し、効率性を追求することができます。

将来のリーダーのためのスキル形成

保険業界は、従業員のスキル形成を図ると同時に、企業を将

来へと導く世代の学習者に対して企業への愛着心を持たせる

（エンゲージメント）ための理想的な機会を有しています。以下

に記載する4つの主要分野に着目することで、保険会社は、

スキル格差を縮小し、雇用・教育市場においての差別化を図

ることが可能となるでしょう。

教育経費の正確な金額を把握して

いない調査対象企業は62% 
一般的に、年間の教育・育成経費

は、教育部門が把握可能な金額の

1.5～3倍 

教育・財務プロフェッショナルに対する調査：デロイト・コンサルティングLLP、2014年3月 

重要な教育へのニーズを特定する：

着目点は以下のとおり

• 業界のかく乱要因やトレンドに対する

対応能力

• 進化する顧客基盤のニーズの充足

• ミレニアル世代労働者の増加

ニーズを満たすために戦略的革新を図る： 
出発点として検討すべき点は以下のとおり

利用可能なテクノロジーを活用する：

最新のソリューションを取り入れる

• ナレッジ移転の定型化

• 効果的な同等者間教育の倍増

• MOOCs開発の検討

• モバイル配信

• リアルタイム・ラーニングおよび少量コン

テンツに対するオン・デマンド・アクセス

• ソーシャル・メディアに対応可能な機能性

教育経費の効率性を分析する：

第一歩を踏み出すまたは転換を開始する

• 現在の教育経費支出先の把握

• 効率性を向上させる機会の創出

• 業務上の経費節減を通じた改善のための資金の供給

62% 



エンゲージメント 

8 

カルチャーとエンゲージメント：

可視化が進む組織

従来、保険会社の存続にとって、業界の保守的でリスク回

避的な哲学を厳格に守ることが重要でした。しかしながら、

労働力、テクノロジーおよび顧客の期待が変化しているた

め、保険会社は、自身を存続させるため、素早い適応が求

められています。労働力の中に占めるミレニアル世代の割

合が既に最大となっており、また、参入障壁はテクノロジー

によって取り除かれ、更に、顧客はかつてないほどの影響

力を有しています。このような課題に対応するため、保険会

社のリーダー達は、カルチャーとエンゲージメントを最優先

事項としなければなりません。

課題

調査によれば、職場へのエンゲージメントを有する労働者

は世界全体で13%に過ぎず8、これらの労働者の半数超が

自身の職場を友人や仲間には勧めないと回答しています9。

さらに、保険業界は、対応能力の格差が最大となっている

業界の一つであり、2015年にデロイトが実施した調査によ

れば、保険業界の回答者の93%がカルチャーとエンゲージ

メントを最大の課題に挙げているのに対し、この課題に対

応する準備ができているとする回答は半数未満に留まって

います10。リテンションおよびエンゲージメントに対する戦略

を更新してどの程度経過しているのか、という設問に対し

て、保険業界の回答者のうち37%が現在戦略の更新中と

回答し、過去18カ月以内に戦略を更新済みとの回答が

35%、戦略を有していないとの回答が15%、自身の戦略を

時代遅れとする回答が13%となっています11。現時点の調

査結果を見る限りますます複雑化する市場において競争

優位性を維持するうえで、強固なエンゲージメント戦略が極

めて重要となっています。

影響力

近年のミレニアル世代の流入とソーシャル・メディアの影響に

より、業界を問わず、企業がかつて直面したことのない課題

が生じています。従業員と求職者を直接結び付ける、あるい

は、雇用主の評価や給与ベンチマークを公開するソーシャル・

メディア・アプリケーションによって、企業を覆い隠すヴェール

は取り除かれています。以前はプライベートな問題とされたも

のが、現在はすべての従業員や採用候補者が閲覧可能な公

開フォーラムで議論されています。従業員の優先順位は、昇

進から、情熱の発見に移っています。この変化は、特に保険

業界における有能人材の確保に影響を与えています。2012
年に実施した調査では、保険業界に精通しているミレニアル

世代は僅かに過ぎず、また、キャリアとして保険業を選択する

ことに「大変関心がある」とする回答は10%に過ぎません12。

保険会社は、今後、企業カルチャーとして柔軟性、活力、育

成および機動性を示すことで、ミレニアル世代を惹きつけなけ

ればなりません。

また、進化する市場においてテクノロジーも極めて重要な役割

を果たします。従来型の保険会社の多くは、活気に乏しいテク

ノロジーと旧式のプラットフォームによって阻害されています

が、顧客との相互交流や応答が新たに改善されたことによっ

て顧客の期待や顧客サービスの標準が引き上げられ、この

結果として、バーチャルな保険会社に対し、市場に参入し、市

場シェアを奪い、現状をかく乱する機会が与えられました。例

えば、2008年以降に規制要件が厳格化された際、従来型の

保険会社の多くは、内部のワークフローの見直しではなく、内

部監視機能の重層化によって対応しました。対照的に、敏捷

でバーチャルな新規参入組は、新しいテクノロジー、アナリティ

クスおよびリアルタイム・フィードバックを採用し、これらによっ

て、市場のトレンドを予測し、顧客のフィードバックに素早く対

応し、顧客の保険取引に関する評価を高めることができまし

た。保険会社は、自社内のプロセスが企業全体のカルチャー

に寄与する最も重要な要因であり、エンゲージメントから収益

までのすべてに影響を与えることを認識するべきでしょう。



エンゲージメント 

保険業界における人的資本のトレンド 9 

カルチャーとエンゲージメント：

可視化が進む組織

（続き）

機会

従業員のエンゲージメントは、顧客サービスが最重要視さ

れる業界において競争力を維持するうえで、極めて重要と

なります。従業員のエンゲージメントの高い企業ほど採用

が容易であり、強固な顧客サービスを提供し、自己都合退

職率が最低水準にあり、さらに長期的に見て収益性が高い

ことが多くの調査で明らかになっています13。規制の強化

や、合併その他の市場の影響の拡大を前に、保険業界の

リーダー達は、これに素早く対応し、新しいミレニアル世代

の労働者を惹き付け、エンゲージさせ、保持するための強

固で持続的なカルチャーを構築しなければなりません。保

険業界のリーダー達が強固なカルチャーを構築し、従業員

をエンゲージさせるための具体的な機会を以下に3点記載

します。

1. 規制の強化は、革新的で顧客本位の方針を実行する機会

を与え、これによりエンゲージメントが促され、カルチャー

の転換が図られます。保険金請求処理や他のプロセス

について顧客本意で改善を図ることで、顧客満足度の向

上につながると同時に、従業員のエンゲージメントにも直

接的に影響します。

2. アナリティクスによって、顧客サービスの改善面で競争上

優位に立つことが可能となります。内部の顧客満足度デー

タにより問題が特定された場合、保険会社は、顧客の経

験を分析し、根本原因を特定し、パフォーマンスの改善を

図ることが可能です14。この定期的なデータ・フィードバッ

ク・サイクルを組み込むことで、保険会社は、自身の業務

とその影響について末端まで可視化を図ることができる

でしょう。自身が実行した業務の結果を知ることで、従業

員の本来のモチベーションが高まり、職務のパフォーマン

スや満足度が向上し、欠勤や離職率の低下につながり

ます15。

3. 現在、市場で最も強い影響力を持つのは顧客であり、これ

は、顧客サービスが優れているほど市場シェアの獲得に

つながることを意味します。企業リーダーが意識的に顧客

に焦点を置いたカルチャーを形作ることで、従業員は新た

なサービスへの期待に応えるため行動を変化させるでしょ

う。顧客満足度の向上によって、従業員のエンゲージメン

トの向上や自己都合退職の減少につながり、さらに、高い

潜在能力を持つ従業員を惹きつけ、彼らの雇用を維持す

ることが容易になります。

保険市場は変化を続けています。時間の経過と共に、現在よ

りも多くのミレニアル世代が労働市場に加わり、テクノロジー

は進歩を続け、顧客の期待は増大するでしょう。保険会社が

力強く成長するためには、リーダー達は新しいテクノロジーを

取り入れ、従業員に活力を与え、卓越した顧客サービスと従

業員のエンゲージメントに焦点を置いた企業カルチャーを形

成し、より敏捷で応答性の高い企業となるよう自社を導く必要

があります。
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オンデマンドな労働力：

準備は整っているか？

オンデマンドな労働力：準備は整っているか？

米国内の全労働者の3分の1超が契約社員となっています。

2015年にデロイトが実施した調査の回答者の半数超が、臨

時社員へのニーズは今後3～5年の間、増加を続けると回

答しています。保険会社も雇用環境の変化と無縁ではなく、

中核となる労働力の変化、具体的には、有能人材が自社

雇用からオープン・ソースあるいは「レンタル」に移行しつつ

あると既に感じ始めています。このオンデマンドな労働力に

よって、企業はイノベーター、技術エキスパート、経験豊か

な専門家など幅広いネットワークを活用することが可能にな

ります。急速に登場したオープン・タレント・エコノミーへの対

応として、保険会社は既に、時給社員、臨時社員および契

約社員を含め、自社の従業員全体を管理する洗練されたア

プローチを模索しています。

保険業界に関する洞察

保険業界は大きな変化に見舞われていますが、ここで、イノ

ベーションが新たなテーマとなっています。イノベーション

は、常に進歩を続ける破壊的なテクノロジーを通じ、特に保

険業界に影響を与えています。このテクノロジーは、保険会

社の機能、相互交流のあり方、および顧客サービスの提供

方法を変化させ、この結果、変化する顧客の需要に対応す

るために保険会社が従業員を活用するための方法も変化し

つつあります。保険業界の大きなトレンドの2点目は、企業

経営におけるアナリティクスの重要性の高まりです。アナリ

ティクスはこれまでも常に保険業界の中核にありましたが、

ビッグデータやオートメーションなど先端テクノロジーの登場

によって、アナリティクスは企業の機能のあり方や意思決定

において、さらに不可欠なものとなっています。これらのテー

マによって、現在の企業の壁を越え、外部市場を考慮する

必要性が高まっており、特に、イノベーションを加速し、外部

ネットワーク上のアナリティクスを駆使できる人材を活用す

るうえで、そのニーズが拡大しています。

保険会社は、従来、有能人材を社内で育成し、長期的な成

長軌道に基づくキャリアを容認してきました。こうした要素の

一部は今後も残ると想定されますが、カギとなるアナリティ

クスのスキルを活用し、イノベーションを加速するため、保険

会社は、従来の有能人材の育成モデルを超えていく必要が

あるでしょう。多くの保険会社には、高度なスキルを有する

従業員が既に存在するため、臨時社員は自社が取り扱うべ

き問題ではないと考えがちですが、その一方で、新たに登

場する有能人材やテクノロジーのブレークスルーによって、

有能人材に対する新しい考え方や新たな労働環境での有

能人材の管理方法などの事例が多く確認されています。

有能人材に関する新しい考え方 ― オープン・タレント・エコ

ノミー17 
ミレニアル世代に関する最近の調査では、保険業界で働くこと

に高い関心を有する回答者は10分の1未満となっています18。

特に2015年時点で全労働者の過半が既にミレニアル世代と

なっていることを踏まえると、次世代の有能人材への訴求

は、保険会社が直面する最大の試練の一つとなるでしょう19。

保険会社は、フリーランスの有能人材の受け入れや、こうし

た新しい働き方への関与を含め、有能人材に対する見方を

変えてゆく必要があります。全産業を通じてカルチャーとエン

ゲージメントは最大の懸念事項であり、保険会社にとっても

最大の問題であり続けるでしょう。保険会社は、ミレニアル世

代の労働力を惹きつけ保持するため、ミレニアル世代が求

めるより柔軟な労働条件や、前世代と異なるエンゲージメン

トへの感じ方に適応する必要があるでしょう。

ケース・スタディ ― オールステート・インシュアランス：

革新的ソリューションによる有能人材の調達 
2013年、オールステートは、データ科学者の外部ネット

ワークであるカグル（Kaggle）向けの競技会を開催しま

した。これは、データ・サイエンティストが分析問題に対

する回答を競うもので、同グループはデータ・サイエン

ス分野のコミュニティ向けに定期的に競技会を開催して

います。オールステートは、参加者に対し、限られた取

引履歴の情報に基づき、保険契約の購入予測を行う課

題を課しました。授与される賞金は1万米ドルに過ぎま

せんでしたが、驚くことに、300のチームから成る約600
名のデータ・サイエンティストがこの競技会に参加しまし

た。データ・サイエンティストが競技会に参加する理由

は、自身の創造性を発揮し、同分野の優れた科学者の

中でトップ層の頂点に立ちたいとの思いによるものでし

た。このコンペティションの結果は驚くべきものでした。

最終的に、外部の（世界的な知的余剰に挑んだ）エキ

スパートがオールステートの内部エキスパートに勝利し

たのです。カグル・コンペティションの勝者は、オールス

テート内部の最高のアルゴリズムの予測正確性を

340％も改善しました。これは、オープン・ソースの有能

人材を通じ、外部主導のイノベーションがどのように起

こるか、また、高度なスキルを有する多数の専門人材

が、企業にフルタイムで勤務することなく、どのようにし

て企業の課題に触れる機会を得るかを顕著に示す事

例です16。 



エンゲージメント 

保険業界における人的資本のトレンド 11 

オンデマンドな労働力：

準備は整っているか？

（続き）

有能人材の年齢構成の変化によって、有能人材マーケット機

能のあり方にも必然的に影響が及んでいます。デロイトは、

2014年グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド・レポート

の中で、オープン・タレント・エコノミーを紹介しています。

オープン・タレント・エコノミーのつながり

クローズド …………………………………………………….…………  オープン 

• 大規模なグローバル 
企業 

• 多くの業界の関心は時

給労働者の一貫した

調達 

• ジョイントベンチャー 
• 戦略的アライアンス 

• 人材派遣会社 
• コンサルティング・

ファーム

• 独立請負業者 
• 個人事業主 

• 特定のトピックに関する

地域掲示板 
• 顧客向けのイノベー

ション・コンテスト 
• 製品／サービスの利用

者コミュニティ 

このコンセプトは、企業内で影響力を持ち始めており、一部

の企業では既に、自社のニーズに対応する有能人材プログ

ラムを開始しています。オープン・タレント・エコノミーでは、

保険会社に対し、特にイノベーションやアナリティクスに関連

する分野で、雇用計画や役割発揮の新しい方法を検討する

よう促しています。オープン・タレント・エコノミーの受け入れ

には課題が伴う可能性がありますが、保険業界がイノベー

ションと成長のニーズを満たし、最良の有能人材を獲得する

競争力を維持するために必要なステップとなります。

有能人材の発掘に関する同様の事例としては、フリーランス

のデータ・アナリスト、保険分野のエキスパート、他業界の

専門人材の多くが参加するアナリティクス・フォー・インシュ

アランスと呼ばれるイベントがあり、参加者には高度なスキ

ルを活用する機会が提供されます。また、このイベントは、

保険会社に対し、終身雇用を伴わずに重要な問題に対応

し得る有能人材を発掘する手段を提供しています。保険会

社は、こうしたフォーラムや類似のイベントを活用し、フリー

ランスのアナリストの関心を集めることや、クラウドソーシン

グを通じた発掘機会に目を向けることができるでしょう

（P.10のオールステートのケース・スタディを参照）。これら

は、自社の壁の向こうに存在するオープン・タレント・エコノ

ミーを通じ、保険会社がイノベーションを促す機会を獲得す

る方法を示すほんの一例に過ぎません。

保険業界の課題

オープン・タレント・エコノミーへの適応に伴い、有能人材の管

理方法が複雑化するため、企業は積極的にこうした課題に対

処する必要があります。例えば、雇用計画、予算、人員配置

および職務設計に対する考え方を変える必要があり、また、

人事部門においては、ライン・マネージャーがビジネスの結果

を追求しつつ、高度なスキルを有する臨時社員をリードできる

よう支援する必要があります。オープン・タレント・エコノミーに

よって、臨時社員の考え方や雇用予測における臨時社員の考

え方に変化が生じるなど、有能人材の獲得は大きなパラダイ

ム・シフトを迎えています。例えば、アクチュアリーには常に高

い需要がありますが、供給は低い状態が続いています。オー

プン・タレント・エコノミーはこの問題にどのように対処できる

でしょうか？必要に応じてエキスパート・ネットワークからアク

チュアリーをレンタルすることは可能でしょうか？これらは、保

険業界にとって再考が必要となっている課題の一部であり、企

業の対応が有能人材プログラムの設計のあり方に影響を与

え、それによって、両極にある労働者のモチベーションやエン

ゲージメントを促進することが可能となるでしょう。

保険会社は、これらの方法を試し始めています。オープン・タ

レント・エコノミーの受け入れに備え、保険会社が取ることが

可能なステップは以下のとおりです。

• 臨時の技術的ポジションに対応するエキスパート・ネット

ワークを検討する。従来のスタッフ配置ではなく、関心の

ある分野に応じて採用を行うよう、採用のあり方を再考

する。

• 人事プログラムと方針を再構築し、臨時社員と正社員の

区別を廃止する。

• ミレニアル世代の視点でイノベーションを考える。イノベー

ションは必ずしも企業内部で生まれる必要はなく、外部調

達の有能人材を活用し、外部から取り入れることも可能。

保険会社は、イノベーションが常に最重要課題として位置

付けられるよう、社内外の有能人材の自由な往来を許容

し、活気のあるカルチャーを形成するよう努力すべき。

臨時社員、オープン・タレント・エコノミーおよびクラウドソーシン

グは、今日の有能人材マーケットの現実であり、高度なスキ

ルを有する労働者に占めるミレニアル世代の割合が増加す

るにつれ、その重要性は拡大し続けるでしょう。従来とは異な

る考え方ですが、テクノロジーを通じ、ネットワーキングや共

同作業を可能とする環境が多くの人々にとって現実のものと

なっています。保険会社は、このような試練の渦中にあり、臨

時採用、正規採用の双方について、ビジネス上のニーズを満

たす有能人材を惹きつけ、エンゲージさせ、育成する準備を

する必要があります。

バランスシート 有能人材との 
パートナーシップ 

有能人材のレンタル フリーランスの有能人材 オープン・ソースの

有能人材 

企業のフルタイム法定労

働者。労働者の維持費用

は全額企業負担. 

関連するバランスシートに

計上されたパートナーシッ

プまたはジョイントベン

チャーの一部である従業員 

企業のバリューチェーンま

たはエコシステムの一部を

構成するが、他社のバラン

スシートに計上された従

業員

特定の一時的なプロジェク

トのために雇用する独立し

た労働者 

独立したあるいはコミュニ

ティの一部として、企業に

無償でサービスを提供す

る人々 

現在、どこで、どのように起こっているか？
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パフォーマンス管理：

秘密の要素

多くの企業では、パフォーマンス管理のプロセスにおいて、

パフォーマンスの管理や改善よりも、パフォーマンスの数

量化に焦点が置かれています。最悪の場合、当該プロセ

スは、直接責任者にとっては時間の浪費、従業員にとって

はフラストレーションの元となっている。さらには、従業員の

パフォーマンス水準を見る優れた視点をこのプロセスから

得ているとは感じていない人事の専門家や組織リーダー

にとっては時間の無駄と感じられているでしょう。

企業は、自社のプロセスと、企業戦略やカルチャーとの整

合性の向上を図るため、パフォーマンス管理の考え方を

見直しています。一部の企業は、従来のパフォーマンス・

スコアや年次・半期のパフォーマンス・レビューを通じたパ

フォーマンス管理をやめ、データに基づくレポート、定期的

なフィードバックおよびコーチングなど簡素化した方法によ

る継続的なパフォーマンス管理プロセスへの移行を始めて

います。

多くの企業がパフォーマンス管理プロセスの見直しを実施

して数年が経過します。多くの場合、パフォーマンス管理

プロセスは、労使関係における最重要事項となります。パ

フォーマンス管理は、ハイ・パフォーマンス・カルチャーの

促進や従業員のエンゲージメントの向上、さらには将来の

リーダーの特定とリテンションまで、企業の有能人材に対

する幅広いニーズに応える機能を有します。

2015年にデロイトが実施した調査によれば、回答者が課

題として認識する上位5項目の一つがパフォーマンス管理

となっています。また、パフォーマンス管理は、保険業界関

係者の回答の中で、そのトレンドの重要性に対する認識

と、自身の対応準備への認識との間で最大の格差が生じ

ている分野の一つとなっています。

ケース・スタディ―ニューヨーク・ライフ：パフォーマンス

管理とビジネス目標との整合性の確保

ニューヨーク・ライフは、歴史的に、強い階層的なカル

チャーを有する従来型企業ですが、2008年、成長性と

イノベーションの拡大を目指して、新CEOを迎え入れま

した。新CEOは、業務の優先順位に関し、従業員間の

対話を促進すること、結果に対する説明責任を組織の

下部にまで求めること、適切なリスクテイクを促進する

ことを趣旨とする、「リーダーシップの分担（distributed 
leadership）」を強調し、カルチャーの変革を求めました。 

カルチャーの移行の一環として、リーダー達は、パフォー

マンス管理の方法について、「競争的アセスメント」に基

づくパフォーマンス管理という考え方よりも、「コーチン

グと育成」アプローチの方が、自社のビジネス戦略や企

業の価値観によりフィットすると判断しました。

新しいパフォーマンス管理アプローチの主たる目標は、

ビジネスの結果に関するリーダーシップを分担させ、責

任を共有する価値観を強化することです。

現在、報酬に関する決定は、4つの基準、即ち、目標達

成、目標の難易度、目標のインパクトおよび目標の達

成方法に基づいて行われています。パフォーマンス・

レビューの記入と報酬に関する推薦についてはマネー

ジャーが全責任を負います。

フィードバックによれば、企業は正しい方向に向かって

おり、新しいシステムは従前より公平で役立つと従業員

が感じていることが示されています。
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パフォーマンス管理：

秘密の要素（続き）

パフォーマンス管理：保険業界への含意

保険会社は、今後一層有能人材の問題に直面するとの調

査結果が示されています。米国労働統計局によれば、

2022年までに20万件の新規雇用の増加が見込まれ、同セ

クターにおける失業率は国内平均の半数未満に留まって

います。人員を補充すべき職務が増えるだけではなく、必

要とされるスキルにも変化が生じています。保険業界が、

モバイル型およびソーシャル型のソリューション、ペーパー

レス化および予測アナリティクスの活用の拡大を推進して

いるため、テクノロジーやデータ・サイエンスに関する新し

いスキルが極めて重要となるでしょう。保険会社は、潜在

的にこうしたスキル格差を埋めるきっかけとなり得るミレニ

アル世代の有能人材への訴求とリテンションに取り組んで

います。2012年の調査によれば、保険業界で働くことに

「高い関心がある」としたミレニアル世代の回答者は10分
の1未満となっています20。 

パフォーマンス管理によって有能人材に関するこれらの問

題をすべて解決できるわけではありませんが、革新的なア

プローチを取ることが、保険会社がトップレベルの有能人

材に訴えかける上での重要な差別化要因となる可能性が

あります。2015年にデロイトが実施したミレニアル世代の

調査によれば、ミレニアル世代はリーダーに対し、短期的

な財務目標やリーダー自身の個人所得・報酬ではなく、ま

ず、従業員の福祉や成長・育成に注目して欲しいと考えて

います21。従業員の継続的な成長と育成を図るため、従業

員への高頻度かつ継続的なフィードバックに焦点を当てた

パフォーマンス管理を行うカルチャーを構築・維持できる企

業は、ミレニアル世代の有能人材を獲得・保持するうえで

優位に立つ可能性が高いと考えられます。

パフォーマンス管理のあり方に関する含意

有能人材に関する課題の実態と、今後さらにこの課題が

深刻化することを踏まえると、新世代に訴求するためにパ

フォーマンス管理プロセスを見直すだけでは不十分と考え

られます。パフォーマンス管理プロセスは、既存の社内有

能人材が新規にスキルを形成できるようにする必要があ

り、また、魅力的で刺激に富んだ長期的なキャリア機会を伝

達することによって、リテンションを推進するプラットフォーム

としても機能する必要があります。

どうやって始めるか

• 期待値の設定：パフォーマンスへの期待について一貫し

た理解を行うため、一連のコンピテンシーと習熟度を明確

化し、重要な役割に関する定義との整合性を確保します。

• タイミングの変更：パフォーマンス管理を、半期サイクルの

プロセスから、適宜マネージャーと従業員の間で、期待値

の設定、パフォーマンスに関するフィードバックの提供や

好成績の評価を目的とした継続的な議論を促すプロセス

へと転換します。

• 訓練と強化：コーチングはスキルです。コーチングと育成

を、リーダーとマネージャーのコア・コンピテンシーとしま

す。効果的な従業員へのコーチングを行うために必要なリ

ソースをマネージャーに提供し、自身の成長への自覚を

持たせるよう従業員を教育します。

• 進捗の計測：パフォーマンス管理の成否の重要な測度と

して、従業員のエンゲージメントとリテンションを追跡しま

す。特定の対象者で構成されるフォーカス・グループを

活用し、定期的に従業員からプロセスに関するフィード

バックを収集し、必要に応じ継続的なプロセスの改善を

図ります。

• リーダーによる責任負担：各リーダーの目標およびレビュー

の一環として、一貫性のある効果的かつ質の高いパフォー

マンス管理の実施を促します。ハイ・パフォーマンス・カル

チャーを推進したリーダーに対し、従業員代表としての

フィードバックを要請し、また定期的なフィードバックを提

供し、キャリアに関する有意義で率直な対話の実施によっ

て報います。
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人事部門の再構築：

大幅な改編

今こそ人事部門（HR）を再構築すべき時です。スピードの

早い変化に満ちたビジネス環境において、トップ・ビジネス・

リーダー達は、人事部門に対し、より大きなビジネス・イン

パクトをもたらし、イノベーションを促進するよう求めていま

す。このビジネス上の必須要件を達成するためには、人事

部門の大幅な改編が必要となります。

人事部門は、元々、企業による従業員の管理方法を統制し

「監視」することが焦点であった前世代の  "Personnel 
Department" から進化したものです。当時、人事部門の主

なフォーカスは、企業の「人材」を管理するうえでの方針、

手続、規則および境界線の整備であり、また、利用するテク

ノロジーも人事および給与処理の側面に重点が置かれて

いました。従業員に関する情報は限定され、情報が存在す

る場合も手作業での管理となっていました。次世代の人事

部門の進展は、「ビジネスに連動する人事部門」への動き

が中心となる可能性が高いと考えられます。これは、ビジネ

ス上の必須要件と人事・人材戦略とを緊密に連動させるこ

とで、人事部門がより戦略的にビジネスを支援することを可

能とするものです。複雑性、経済的圧力およびグローバル

な競合の拡大その他今日のビジネスにおいて不可避な条

件に対応するため、人事部門は、より敏捷で、ビジネスおよ

びデータに基づく組織への転換を図り、企業の有能人材と

従業員のエンゲージメントに注力しなければなりません。

2015年のヒューマン・キャピタル・トレンド・レポートによれ

ば、金融サービス業界の調査参加者のうち42%が自社に

とって「人事部門の再構築」が非常に重要と回答しています

が、自社がその課題に対応する準備が十分に整っている、

とする回答は8%に過ぎません。とりわけ保険業界が現在

直面している2つの圧力によって、ビジネス戦略と成長を支

援し得る人事組織の必要性が高まっています。

• 継続する規制環境の変化 ― 保険会社を取り巻く環境の1
つとして、国際・連邦・州の各レベルの規制に関する不確

実性とそれらの継続的な更新があります。将来的な課題

としては、新たなグループ資本規制の可能性、リスクおよ

びソルベンシーの自己評価の初回提出、ならびに、生命

保険会社が所有するキャプティブの取り扱いが挙げられ

ます。規制環境の観点では、人事部門は以下についてビ

ジネス上の責務を負っています。

- 正確な従業員記録の維持

- アクセス可能かつ安全管理された、分析可能な形式

による従業員データの維持

- 将来の規制変更に関する対応計画の立案

- 規制変更による影響の解釈および伝達

• 成長に向けた転換 ― 保険会社は、単なる商品の販売者

としてではなく、進化する金融ニーズを充足する上で消費

者が頼れる長期的なパートナーのビジネス上のブランドを

再構築する必要性を認識し始めています。転換には、こ

れまでよりも革新的なビジネスモデルの構築、組織設計

や有能人材も含まれています。このニーズを満たすため、

人事部門には以下の対応能力が求められます。

- 地理的な拡張が可能であり、地域ごとの微妙な差異

に適応できること

- 処理および管理業務の取り扱いが効率的であること

- 有能人材の活用を最適化できること

- 新たなプログラムの採用を促進するうえでのパートナー

であること

ボトムライン

保険会社が持続可能な成長のためにビジネスの転換を図

り、終わりのない規制環境の変化への対応を継続する中、人

事部門には、ビジネス・パートナーとして、従業員データの効

率的な管理者として、また、有能人材の効果的な育成媒体と

しての役割のほか、変化のインパクトを伝達する役割が求め

られます。保険会社にとって、戦略的ビジネス・パートナーとし

ての人事部門の役割はかつてないほど重要となっています

が、人事部門はまず、常に管理および処理業務に拘泥され、

変化するビジネス・ニーズに対応する余力のないモデルを再

構築する必要があります。
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人事部門の再構築：

大幅な改編（続き）

ケース・スタディ ― グローバル損害保険会社：トップからボトムに至る人事部門の改革 
2008年、デロイトは、米国および世界80カ国以上でビジネスを展開する世界最大級の保険会社より、複数年に渡る人

事機能の変革をリードする業務を請け負いました。これは、人事部門の従業員が、人事部門による関係先支援、パート

ナーとしてのビジネス参画をより効果的に行えるよう、統合的なツールと組織構造を構築するというものです。以前は、

人事関連の業務運営は、処理および管理業務に費やす時間が人事部門の労働時間の74%に達するなど、テクノロジー

の欠如から、手作業が中心でコスト高の状態にありました。このような処理負担によって、ボトムラインにプラスの効果を

もたらすプログラムを通じ、戦略的にビジネスを支援する人事部門の対応力が阻害されていました。ビジネス上、人事

部門には、従業員への訴求、その評価、教育およびリテンションを改善する対応能力の形成が求められていました。こ

のニーズを充足するため、デロイトは同社の人事部門の再構築をリードしました。

この変革は、求められる企業人事戦略とオペレーティング・モデルを定義することから始まり、次に、コスト、リソース配

分、テクノロジーおよびプロセスの観点による人事部門の現状評価が行われました。この基本的な情報に基づき、デロ

イトは、全行程を通じてプログラム管理および変更管理支援を提供し、変革の指導を行いました。この変革には以下の

内容が含まれます。

• 将来のためのグローバル・プロセスの設計、ソーシャル化、現地法規制要件の収集

• HRシェアード・サービスの構築ならびにアジア、EMEAおよび米州への展開の支援。米国国内対象者を支援する

米国内のHRシェアード・サービス・センターの強化支援（salesforce.comの実施を含む）

• グローバル人事システムであるワークデイの実施

• 給与支払事務の統合および地域ベンダーへのアウトソーシング

• 従業員およびマネージャー向けのポータルおよびセルフサービスの実施

• 国内給付事務の国内アウトソーシング

人事部門の再構築により、人事部門が管理業務に費やす時間が38%減少し、人事サービスの適応性、拡張性、コンプ

ライアンスおよび品質の向上が図られました。また、HRシェアード・サービスおよび専門人材センターの実施に加え、

HRビジネス・パートナーの役割を再定義したことで、ビジネス上のニーズや優先事項に対する人事部門の対応力の向

上が図られました。
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アナリティクス：

人事部門における行き詰まり

保険会社では、顧客対面ビジネスにおける薄い利益から脱

却し、利益を拡大させるために、先端技術であるアナリティ

クスの先行活用を進めています。業界全体を通じ、顧客セ

グメンテーション、プライシング・モデルおよびリスク分析は、

収益拡大を図り、事業費率を最小化するための標準ツール

となっています。しかしながら、保険業界の人事部門のリー

ダーは、社内的な人件費の管理および従業員のパフォー

マンス管理において、人員削減や事後的なパフォーマンス

管理手法など、依然として単純な手段に依存しています。

顧客ライフサイクルに合わせてサービスを展開するために

活用しているアナリティクスを、人事責任者は、従業員の獲

得、育成およびリテンションに対しても適用すべきですが、

その対応は遅れています。ファイナンス、マーケティングお

よびオペレーションの各部門で活用されているアナリティク

ス技術を受け入れることで、人事部門のリーダーは企業が

ボトムラインの改善を図り、有能人材の獲得競争において

優位に立つための支援を行うことが可能となるでしょう。

人事部門のリーダーは、表面的にはアナリティクスの潜在

能力を認識しています。2015年にデロイトが実施したヒュー

マン・キャピタル・トレンド調査によれば、回答者全体の

75%、保険業界については80%が人材アナリティクスを「重

要」または「非常に重要」としています。一方、自社が当該

分野に「強い」とした回答者は残念ながら回答者全体の8%
に過ぎず、これは2014年時点の回答からほとんど変化して

いません。人事アナリティクスは、思慮深く適用を図ること

で、従業員のリテンションおよびエンゲージメント戦略の改

善、新規採用者の質的向上につながるのみならず、コンプ

ライアンス・リスクの可能性を予測するうえでも役立つでしょ

う。人材アナリティクスの実施について、現状、人事部門の

リーダーは行き詰まっています。

失われた大きな機会

10年前、強固な人材アナリティクスを実行するうえでの最

大の障害は、量、質両面でのデータ不足でした。今日、人

事部門は、従業員のライフサイクル（例：採用、教育・育成、

パフォーマンス管理、リテンション、報酬など）を通じ大量の

情報を追跡していますが、これらのデータを実務に応用す

る戦略と組織的なスキルが人事部門には欠如しています。

人事データがデータベース内に放置されていることがあま

りに多く、戦略分析目的やビジネス・リーダーとの共有のた

めに参照されることがありません22。 

なぜでしょうか？これまで、人事分野のプロフェッショナルは

そのスキルと経験を、統計的モデリングや予測分析の従業

員データへの活用を行うために起用されている訳ではないた

め、人事部門のリーダーには、当該機能への投資に関する

有効なビジネス上の実例がまだ存在していません。従来、ア

ナリティクスのバックグラウンドを持つ候補者はビジネス分野

での雇用機会を求め、また、ビジネス分野でもこうした候補者

を求め、受け入れています。人事部門のリーダーは、有能人

材を育成または雇用する実例を作り、アナリティクスのため

のインフラを構築しなければなりません。これを怠れば、重要

なビジネス・パートナーとしての適合性を示す機会を失うリス

クを負うことになるでしょう。

早期化に向けた戦略

アナリティクスは保険会社のビジネスモデルにおいて既に不

可欠な存在となっているため、人事部門のリーダーは、当該

分野への投資の検討について、周囲から理解を得られる可能

性が高いと考えられます。適切なビジネス上の実例によって、

人事責任者は、顧客獲得および管理のためのアナリティクス

戦略を、社内的な従業員への訴求、リテンション、エンゲージ

メントおよびリスク緩和に応用する方法を示すことが可能とな

り、また、ボトムラインに与える長期的な価値を示すことが可

能となるでしょう。

既に、一部では、従業員の評価にアナリティクスを活用する

際に、事業部門が補完的役割を果たす取り組みが始まって

います。大手マルチライン保険会社では、予測アナリティク

ス・モデルを構築し、最も成功を収めているエージェントの属

性の特定や新たな候補者の審査、さらには候補者の将来の

成功可能性を予測するシミュレーションが行われています。

このデータ・モデリングに深く根差したアナリティクスによるソ

リューションは、採用対象を適正なエージェント候補者に絞る

ことによって、雇用プロセスの改善に役立っており、当該企業

に雇用面での競合優位性を与えています。

将来的に人事部門は、こうした取り組みを先導する役割を果

たすべきでしょう。
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アナリティクス：

人事部門における行き詰まり

（続き）

潜在的な利益と行動しない場合のリスク

保険会社の従業員の中で最大の割合を占めるベビーブー

マー世代の退職が迫る中で、保険会社にとって高い潜在能

力を有する候補者の特定、採用および人材の保持を図るう

えで人材アナリティクスがますます重要となっています。プ

ロフェッショナルとして成功するかどうかの予測に最も役立

つ要因がわかれば、採用担当者が採用キャンペーンやイン

センティブ・パッケージを特定するうえで役に立つ可能性が

あります。また、アナリティクスは、進化する有能人材のライ

フサイクルを人事部門のリーダーがより深く理解し、平均在

籍期間が低下する中で、有能人材へのニーズを予測し、積

極的に補充を行う上で役立つでしょう。

さらに、米国保険市場の成熟化に伴い、企業は、戦略面お

よびパフォーマンス面で、顧客に対し自社を差別化する新

しい方法を探す必要があります。市場シェアを維持するた

めには、保険会社は、販売面での活用と同様に、有能人材

分野においても戦略的アナリティクスを応用する必要があり

ます。確立された雇用ライフサイクルがもたらす価値によっ

て、人事部門は、あらゆるビジネスのニーズに対し、適切な

サポートとリソースを提供することが可能となるでしょう。

人事責任者は、一言で言えば、人事関連の「通常業務」を続

けることはできません。人事責任者は、他のビジネスライン

全体と連携し、有能人材の管理と人材育成に対しアナリティ

クス技術を統合的に適用しなければなりません。人事責任者

がそういった戦略を取らない場合、企業は今日のオープン・

タレント・エコノミーにおいて遅れをとることになるでしょう。

トップレベルの有能人材を採用し、ビジネス・ニーズとの整

合性を図らなければ、ビジネス・パフォーマンスは低迷する

でしょう。

CEOの関心は収益向上、コスト削減、リスクの最適化およ

び顧客基盤の拡大にあるため、人事責任者は人材アナリ

ティクスの活用により、これら戦略的優先事項への貢献を

示さなければなりません。

「成長促進を目的とするビジネス戦

略の策定時に、ビジネス・リーダー

が人事部門に助言を求め、人事部

門がビジネス全体を通じた有能人

材とリーダーシップの育成者と見な

され、人事のプロフェッショナルが

ビジネスの共同リーダーとして、ビ

ジネス・リーダーから尊敬され称賛

される企業を想像してください。こ

れは人事部門の大胆な改編が行

われる場合にのみ実現が可能とな

ります。」
—デロイト 2015年グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド・レポート 
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随所に存在する人的データ：

外部データの取り込み

現在の経済文化においては、企業の有能な人材と顧客基

盤との間の競合関係が拡大しています。この問題に対処す

るため、企業はデータ戦略の再構築を実施していますが、

この中で、人的データ（外部データ）の取り込みが行われて

います。先進的企業では、人的データと内部データとを組み

合わせることにより、かつてない企業パフォーマンスを実現

しています。

企業が収集する人的データは、ソーシャル・ツール（ソーシャ

ル・ネットワーク、採用ネットワークおよび有能人材ネットワー

ク）から、健康管理ツール（ウェアラブル型のフィットネス・ト

ラッカー等）その他、人的データを収集するために開発され

たツールにまで渡ります。収集されたデータによって、企業

はソーシャル・メディア・サイトへの投稿から、何件の「好き」

と「嫌い」を受け取ったかを判断できます。企業は、これによ

り、ターゲット層／顧客基盤について、新しい洞察を得るこ

とが可能となります。

こうしたトレンドを踏まえ、保険会社は、フィットビットや類似

の活動追跡ツールを活用し、人間の行動をモニタリングす

ることが可能と考えられます。これは、米国の自動車保険

会社が現在、投資判断を向上させるため顧客の運転習慣

をモニタリングしているのと同様です。このような取り組み

は、ソーシャル・メディア・プラットフォームを含む人的データ

の主要プレーヤーから入手する一連のデータを活用するだ

けでなく、こうしたプレーヤーが保有していない情報を収集

する別の手段を企業が開拓できるかどうかに全てがかかっ

ています。

将来的に、企業は、不作為による機会費用の発生リスクを

負担するのではなく、利用可能な人的データを有利に活用

するべきでしょう。その利点としては、エンゲージメントのモ

ニタリング、報酬戦略の策定、雇用ブランドの構築、逃避リ

スクの認識等が挙げられます。企業は、社内的にこれに対

応することも可能ですが、多くの新興企業が、人事その他

のビジネス・プロフェッショナルが利用可能な膨大なデータ

を理解できるよう支援する補助ツールを開発しているため、

こうした企業に目を向けることも可能でしょう。

このトレンドは、デロイトの2015年ヒューマン・キャピタル・ト

レンド調査の中で最後の課題として位置付けられています

が、利用可能なデータ量が増加を続けているため、このトレン

ドはさらに加速を続けると予想されます。

人的データ：保険業界への含意

このトレンドに関する調査によれば、ウェアラブル型のフィット

ネス・トラッカーは、個人および団体健康保険のコストの判定

において、より大きな役割を果たそうとしています。これは、

雇用主が、企業のウェルネス・プログラムの一環として、フィッ

トネス・トラッカーにより生成されるデータをモニタリングし、被

保険者である従業員自身にその恩恵への責任を負わせるこ

とを意味しています。

自動車保険会社が顧客の運転をモニタリングするため、顧

客にデバイスを提供し、30日間計器盤につなぐよう提案して

いるように、米国自動車保険業界では、一定の追跡装置が

既に大きな役割を果たしています。このモニタリングで安全

運転を行うとされた運転者は割引の対象となります。

その他のデバイス、例えばスマート・ウォッチやウェアラブル

型のフィットネス・トラッカーによって、企業は異なるタイプの

健康情報にアクセスすることが可能となるため、保険会社は

これらのデバイスをビジネスに応用できる可能性がありま

す。例えば、ブドウ糖をモニターするデバイスによって、人が

摂取した食べ物を推測できる可能性があります。保険会社

は、当該情報によって、顧客の予算と健康ニーズにより適合

するプランを設計できるでしょう。

また、保険会社は、ソーシャル・ネットワーク・データの活用を

開始するべきでしょう。当該データによって、自社ブランドに

対する洞察を得ると共に、自社ブランドをさらに顧客目線に

合わせてゆく方法を理解し、顧客リテンションの向上や潜在

的なターゲット層の特定につなげることが可能となるでしょ

う。さらに、保険会社は、従業員エンゲージメントの向上、新

たな報酬ストラクチャーの策定やカルチャーの統一性の向上

を図るうえでもこうしたデータを活用することが可能です。こ

のような便益が、リテンションの向上や、採用・研修コストの

削減につながり、また、初期段階の従業員や顧客の逃避リ

スクを予想するうえでも役立つことでしょう。
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随所に存在する人的データ：

外部データの取り込み

（続き）

人的データの管理方法に関する含意

人的データの活用を検討する保険会社にとって最大の障

害は、データを誰が所有し、そのデータが社内のものか外

部から投稿されたものかが分からないことがあるという点で

す。現在、データのプライバシーおよび保護は重要課題と

なっており、完全な透明性を図ることで企業は当該データ

を活用することが可能となります。デロイトの2015年ヒュー

マン・キャピタル・トレンド・レポートによれば、従業員データ

の所有者が会社であるとする回答者が46%であるのに対

し、当該データを従業員との共同所有と考える回答者は

43%となっています。最大の労働人口であるミレニアル世

代の考え方によって、透明性およびデータの共同所有に

関するトレンドが加速しています。事実、デロイトの2015年
ヒューマン・キャピタル・トレンド・レポートによれば、雇用主

が収集するデータに関して、完全な透明性が確保されるべ

きとする回答者は4人に1人に上っています。保険会社は、

収集した人的データの利用方法を決定する際に、それが社

内で収集されたものか外部ソースかを問わず、透明性に関

するこの要望を十分に理解する必要があります。

データの管理を誤れば、保険会社のブランドに（社内的にも

対外的にも）悪影響が及ぶ可能性があります。このような事

態になれば、保険会社の顧客基盤および従業員リテンション

が共に悪化する可能性が高く、これらによって収益が悪化

し、企業が危機に瀕する可能性があります。

開始方法

• マーケティングとの協働・協力：多くの企業には既にこの

問題の解決を図るマーケティング・チームが存在し、ツー

ルやプロセスが導入されています。マーケティング・チー

ムは、企業の戦略、ビジョンおよび目標と一致するデータ

を収集し、正しい決定が行われるよう、人事部門、有能な

プロフェッショナルおよび役員と協働する必要があります。

• 主なソーシャル・ネットワークを活用するためのツールの

購入・アクセス： リンクトイン、ツイッター、フェイスブック、

グラスドア、その他人的データを利用できるソーシャル・

ネットワークなど、企業の戦略および特定されたリスク分

野に整合的なツールを購入します。さらに、フィットビット

や運転をモニターするプラグイン・デバイスなど、人の行

動／習慣をモニター可能な、企業にとって有益となり得る

ツールを検討します。

• 透明性に対する要請の理解：人的データの所有者が誰

であるかは明確となっていませんが、企業は依然として、

この問題に相当の注意を払う必要があります。保険会社

は、リスクを回避するため、データの利用方法に関し、従

業員および顧客の双方に対し可能な限り透明性を確保

する必要があります。

• 進捗管理：ツールの有効性を追跡し、また、ツールが正し

く活用され、費用が最小化されるよう、目標やベンチマー

クを設定します。トレンドや異常値を発見し、正確性を保

つため、定期的にデータの収集を行います。
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労働の簡素化：

来るべき革命

従業員たちは、広がるテクノロジーと接続性、グローバル

化、拡大する行政上およびコンプライアンス上の要請、過

度に複雑なビジネス・プロセスとシステムによって、かつて

ないほど圧倒されていると報告しています。こうした全業種

共通の課題に加え、保険業界では、規制圧力の拡大と目

まぐるしく変化するテクノロジーによって従業員が圧倒され

ています。このような課題によって、保険会社は、規制要件

の充足、テクノロジーの追随、および、トップレベルの有能

人材の獲得競争が困難になっていると感じています。コン

プライアンス・プロセスの高度化、テクノロジーへの投資お

よびワーク・ライフ・バランスの優先により、労働環境を簡素

化することで、保険会社は、規制圧力の拡大に対応し、従

業員への訴求とエンゲージメントの向上を図り、最終的に

は、市場での競争力の向上を図ることができるでしょう。

現在、保険会社が直面する主な課題の一つとして、規制圧

力の拡大が挙げられます。保険業界は、厳しい規制要件に

直面しており、コンプライアンス・プロセスは多くの場合、複

雑で非効率であり、多くの時間を要します。2点目として、保

険業界は、目まぐるしく変化するテクノロジーに歩調を合わ

せようと努力しています。多くの企業が旧式の、過度に複雑

なシステムとプロセスを有しており、このために特に人事部

門やIT部門の従業員の時間が取られています。3点目とし

て、保険業界はビジネス専攻の学生の間で他の選択肢に

比べ不人気のため、保険会社はトップレベルの有能人材の

採用に苦心しています。

2015年に実施したデロイトの調査によれば、自身の労働環

境やビジネス慣行が「複雑」または「非常に複雑」と回答し

た保険業界の回答者は81%に達しています。保険会社は、

労働環境面の簡素化を図るうえで、様々なアプローチを取

ることが可能です。例えば、既に多くの保険会社がビジネ

ス・プロセス・リエンジニアリング（業務プロセスの根本的革

新）への投資を通じて、プロセスの高度化に向けた取り組

みを始めています。規制当局による検査の範囲が人事、ファ

イナンスおよびITにまで拡大されているため、保険会社は、

これらの部門におけるシステムとプロセスを高度化し、厳格

化する規制に対応できるようにする必要があります。当該

分野の変化によって保険会社のコンプライアンスが確保

されるだけでなく、人事およびITへの投資は、従業員が旧

式で複雑なシステムへの対応に取られる時間の削減にも

つながり、ワーク・ライフ・バランスの向上にも資すること

でしょう。

不人気と見られている保険業界にトップレベルの有能人材を

惹きつけるため、保険会社は、ワーク・ライフ・バランスを優先

する必要があります。2014年にデロイトが実施したタレント・

イン・インシュアランス・サーベイによれば、世界中のビジネス

専攻の学生の間で、保険の人気ランキングは全30セクター

中18位となっています。さらに、同サーベイでは、保険に関心

のある学生の間で、ワーク・ライフ・バランスがキャリア・ゴー

ルのトップとなっており、この傾向は2008年から続いていま

す。ワーク・ライフ・バランスへの取り組みを実施することで、

保険会社は、トップレベルの有能人材を惹きつけ人材保持を

図り、市場での競争力を維持するうえで必要な技術的スキル

と知識を有する労働力を確保することが可能となるでしょう。

調査対象となった保険会社の過半数が、自社の労働環境が

複雑だと主張していますが、現在、大規模な簡素化プログラ

ムを実施中と回答した企業は20%に過ぎません。大規模な簡

素化プログラムを実施中の企業は少数ですが、この取り組み

がもたらす価値は明白です。例えば、デロイトは、あるトップク

ラスのグローバル保険会社と協働し、同社のアクチュアリー

がアナリティクス業務に注力できるよう、数理プロセスの高度

化とテクノロジー・ソリューションへの投資に取り組み、生産性

とビジネス成果の向上に向けた道筋を付けました。簡素化を

優先しない場合、保険会社は非効率なプロセスと旧式のテク

ノロジーのために金銭を失い、有能人材を他の魅力的な業界

に奪われ、最終的には顧客を競合他社に奪われるリスクを負

うこととなります。
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再認識

有能な人材としての機械：

競合ではなく協働

業界を問わず、新しいテクノロジーによって従業員のビジネ

スのやり方、商品の届け方および顧客との交流方法が変

化しています。テクノロジーが米国の数百種類の職業に与

える影響を検証した2013年のオックスフォード大学の研究

によれば、米国の全雇用の約半数が今後20年間で自動化

される可能性があるとされています。しかしながら、2015年
のデロイトの調査結果によれば、当該分野では依然として

大きな対応力の格差が生じています。調査回答者の大多

数が自動化を重要または非常に重要とする一方、自社の

対応準備状況については、明確に「準備ができていない」と

回答しています。

このトレンドは、保険業界に対して非常に大きな影響を与

える可能性があります。引受けの自動化、オンラインでの

見積りの提供、顧客サービス・ヘルプ・ラインのコンピュー

タ化など保険会社は徐々に機械化を進めており、技術的

イノベーションはゆっくりと、しかし着実に重要なファクター

となっています。

協力者としての機械：保険業界への含意

機械や自動化を人的資本の代替と見なすのが一般的傾向

ですが、このトレンドの中身は、競合よりも協調に変化する

方向にあります。知能技術は全体として、人的要素の置換

よりも、企業の焦点を移行させる能力を有しています。知能

技術によって、従業員は日常の退屈な業務をより効率的に

行うことが可能となり、この結果、より困難な業務に集中

し、イノベーションを促すことが可能となります。新興テクノ

ロジーは保険業界、特に従業員のスキルセットの強化の観

点で大きな影響を与えています。従業員は、より革新的な

機会を求め、機械によって効率的に行い得る日常業務を敬

遠しています。

現在、機械によって、利用可能なデータと予測アナリティクス

に基づく最良の見積りが瞬時に計算されます。これは既に標

準的なプラクティスとなっており、これにより、市場が変化し、

顧客は保険会社の見積りを比較し、最良の契約を購入する

ことが可能となっています。ビッグデータと認識技術を活用す

ることで、このプロセスを一層正確に行える可能性がありま

す。また、顧客の属性情報を取り込み、履歴や他の重要情報

を閲覧することで、見積りのプロセスがこれまでよりも大幅に

効率化される可能性があります。一方、テクノロジーと機械に

よって、保険引受人がデータの収集・確認に割く時間が減り、

現在は、本来のコア・スキルであるリスクの分析と評価に多く

の時間を割けるようになっています。保険金請求ライフサイク

ルの各ステップについても、新興テクノロジーによって簡素化

を図り、顧客サービスを向上できる可能性があります。これに

より、従業員が日常業務に割く時間が減り、クリエイティブな

問題解決や人の知恵が最も必要とされる活動に従事できる

ようになる結果、従業員エンゲージメントの向上につながる可

能性があります。

想定される別の事例としては、顧客のニーズに応えるため、

ソーシャル・メディアやモバイル・テクノロジーを活用すること

が挙げられます。顧客が自動車事故の写真を撮影し、保険

金請求ソフトやモバイル・アプリケーションに送信することが

可能な保険会社が増加しています。これによって、クレーム・

エージェントが事故の事実関係の把握に割く時間が減り、交

渉、分析や、真に困難な事案への対応に多くの時間を割ける

ため、保険金請求プロセスの早期化が図られています。さら

なる高度化を図るため、自動車製造会社と保険会社は、損害

査定と報告を自動的に行う技術を自動車に組み込む可能

性を検討しています。この技術が導入されれば、クレーム・

エージェントが事故原因を正確に特定することが可能にな

るでしょう。

さらに別の事例として、保険金査定プロセスを容易にするた

め、ある先進的な健康保険会社では、コグニティブ・コンピュー

ティング・システムを採用しています。これは、提示された治

療法が企業方針に合致するか否かを分析するのに従業員が

数十万時間を要しているため、当該時間の削減を図ることを

目的として導入されたものです。このシステムは、仮定の生

成と証拠に基づく学習により、信頼水準に基づく推奨を行う

機能を有しており、意思決定の早期化に役立っています。こ

の結果、患者はより迅速に治療を受けることが可能となり、

医療機関は保険面での利害対立をより効率的に解決するこ

とが可能となっています。
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有能な人材としての機械：

競合ではなく協働（続き）

有能な人材としての機械：対応能力を形成するうえでの課題

機械で対応する業務が、従業員との協調を必要とする内容

となっているため、人事部門およびビジネス部門全体がこ

のような認識技術に足並みを揃え、業務の再構築に役立

つ戦略に重点を置くようにする必要があります。コンピュー

タとソフトウェアによる認識業務への対応能力は、今後数

年でさらに進歩すると予想されています。保険会社は、自

身のオペレーティング・モデルを見直し、従業員が成功する

ために必要な対応能力を再考する機会を捉える必要があ

ります。

ビッグデータは、保険業界において極めて大きな役割を果

たしています。ビッグデータによって、正確に大量計算を行

うことが可能となり、さらに意思決定の改善、顧客経験の向

上および全体的なビジネスの成長を実現することが可能と

なります。しかしながら、企業がテクノロジーとその最適な

利用を可能とする有能人材とをマッチングさせなければ、テ

クノロジーを有することの意義が失われます。雇用主は、当

該データを分析、管理し、有意義な洞察を引き出すために

必要な有能人材と対応能力を形成し、行動に移すことがで

きるようにする必要があります。保険会社は、内部・外部調

達を問わず、また、学習を通じて形成するか、トップレベル

の有能人材の採用を通じて獲得するかを問わず、自身の

目標を達成するのに必要なアナリティクスへの対応能力を

形成する方法を熟考する必要があります。

ペーパーワークの削減は新興テクノロジーがもたらす重要

な恩恵の一つです。文字認識機能を持つロボットは、これ

まで日々、顧客の保険証券を読んで更新する作業を実施し

ていた無数の従業員に代わって、保険証券の更新時の膨

大な検索・突合作業を引受けることが可能となっています。

学習ロボット・テクノロジーとの協働を図ることによって、従

業員は保険証券関連のプロセスを向上させるスキルの形

成に注力することが可能となり、効率的、革新的かつ、テク

ノロジーを理解する顧客に適応したサービスを提供できる

ようになっています。ただし、雇用主は従業員の役割の変

化に備えておく必要があります。人事部門は、有能人材と

しての機械が自社のオペレーティング・モデルと雇用計画

への取り組みに与える影響を熟慮する必要があります。

保険会社は、有能人材および協力者としての機械を最大活

用することによって、業界をリードする機会を有しています。

保険会社は、認識技術を自身のビジネスモデルに最適な形

で取り込む方法を検討するべきでしょう。保険会社は、他の

業界、特に、イノベーションによる変化が生じている業界から

学ぶことが可能です。また、保険会社は、新たな職業モデル

を試すことを恐れるべきではありません。選抜されたグルー

プでアイデアを試すパイロット・プログラムの実施や、オンデ

マンドの労働力の活用（オープン・タレント・エコノミー）によっ

て、企業は未試行のモデルに完全にコミットすることなく、変

化を起こすことが可能です。

これは、段階的ながら、極めて重要なプロセスであると理解

することが重要です。保険会社は、うまく機能するものと、そう

でないものとを評価し、サービス中心のビジネスにおいて不

可欠である人的要素を失うことなく、自動化を図ることが可能

な業務やサービスについて、従業員や顧客とのオープンな対

話を続けるべきでしょう。

人と機械の協調が行われる次世代においては、現在の働き

方の多くの側面を変えていく必要があるでしょう。職業、組

織、管理実務その他多くの仕事の側面を徹底的かつ計画的

に再構築する必要があると考えられます。このような変化に

は不確実性が伴いますが、保険会社、従業員および顧客の

いずれにとっても刺激的なものとなるでしょう。
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