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序文

世界は史上かつてない速さのデータ拡散と技術変化を経験しています。デロイトが

2015年に世界経済フォーラムと行った共同作業の結果、金融サービス業の中で保険

が、バリューチェーン全体にわたる強い圧力を受けてイノベーションによる創造的破壊

に対して最も影響を受ける業種であることが見いだされました。

この作業に基づくデロイトのレポート「迫り来る激動 － 損害保険の将来（Turbulence ahead - The 
future of general insurance）」では、業界を変える様々なイノベーションおよび将来に向けたその後の

シナリオが示されました。そして、保険業界内のイノベーションがもはや保険会社のみによって主導され

ているのではないことが明らかにされました。過去10年におけるスタートアップ企業の著しい躍進だけ

でも、保険市場における破壊的イノベーションの急速な拡大の原動力になりました。

これらのイノベーションから価値を導き出すための核心は、データおよびア

ナリティクスを通じてその意味するところを理解することです。これは、ス

タートアップ企業のDNAに組み込まれており、だからこそ、それらの企業が

常に成長し、流れを一変させる提案を行い続けているのです。しかし、保険

会社はこのような流れのトップに立つと予想されているのでしょうか。

確かに過去10～15年、保険会社は積極的に前進してきましたが、真にインサイト（洞察）主導型といえ

る保険会社はまだ出現していません。ほとんどの場合、データアナリティクスは依然としていくつかの部

門に散在する状態になっており、組織化され戦術性を伴った全社的な能力を構築する段階にまで進め

た保険会社はほとんどありません。航空や消費財といった他の業種の組織はより迅速かつ効果的にア

ナリティクスの課題に取り組み、いかに事業を運営するかという点で新たなレベルの洗練性を達成して

います。

ではなぜ保険会社は苦労しているのでしょうか。デロイトはこの答えを見いだすためにEMEA（欧州・中

東・アフリカ）地域の保険会社68社を対象に調査を実施しました。本レポートでは、その結果に基づき、

本レポートでは、保険会社が自身のデータの価値を実現するのを妨げる障害への対処法について説明

します。

調査結果によれば、戦略計画を完成した保険会社はまだないものの、重要な教訓がすでに明らかにな

りつつあります。デロイトは、保険会社がデータアナリティクスに関する戦略に加え、より広範なイノベー

ションに関する行動計画を策定する際に、それらの教訓が役立つことを願っています。今や既存企業が

大きく前進し、アナリティクスの能力に注視すべき時期が到来しています。保険会社が当面、自社の市

場シェアを守る可能性を維持しようとする場合、このことが必要不可欠になります。

今や既存企業が

大きく前進し、自

身のアナリティク

スの能力に注視

すべき時期が到

来しています。保

険会社が当面、

自社の市場シェ

アをろうとするな

ら、これは 必要

不可欠です。

デビッド・ラッシュ

（David Rush） 
パートナー、監査部門

EMEA保険共同リーダー 

ミッシェル・ド・ラ・ベリエール

（Michel De la Belliere） 
パートナー、コンサルティング部門

 EMEA保険共同リーダー
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保険会社とデータアナリティクス －
議論より行動

011100101
001010101
010001010
001100110
101101010
110011010

£££££££££
€€€€€€€€€
£££££££££
€€€€€€€€€
£££££££££
€€€€€€€€€

現段階の状況

70％が、戦略的に整合した長期的プロジェクトで

はなく、短期的な戦術的イニシアティブに注力している。

短期的

長期的

60％以上が、アナリティクスの戦略的意思

決定への組み込みがなされていない。 

約90％が、価値を特定して、実施済みの投資との

対応関係を示すことができない。 

75％が、データモデルが存在しないか、データモデル

によって全社的な価値を実現できていない。 

40％が、データの定義がなされておら

ず、品質が極めて低いため、価値に見合

わない労力が内部データの修正に費やされ

ている。

保険会社は内部的な能力の構築を

重視する傾向があり、機敏な対応に

劣る結果となるリスクがある。 

 
 90％以上が、アナリティクスの戦略と

事業戦略とが整合していない。 
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インサイト主導型組織になるための推奨事項
流れを一変させるための3つの主要な戦術 

        
1 
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限界を認識し、
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意思決定に関するカルチャーを変革し

ようとしても依然として障害があり、予測的アナリティク

スの利用はわずか24％にとどまり、自動化された措置の

実行にそれを利用しているのはわずか3％にすぎない。 

が、上層部のリーダーシップの発40％

揮が不十分なため、組織全体を通じてアナリティ

クスの利点に対する理解が限定されている。 

技術者

運用者ストラテジスト

起爆剤

全体的アプ
ロ ー チ を採
用する

 CDO（Chief Data Officer）の守備範

囲が広すぎ、あまりに多くの役割や責任を引き受

けている。
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著者による前書き

保険会社にとって、現実を直視し、データアナリティクスを自社組織の中核

的能力として認識することによりその可能性を真に受け入れ、必要な投資

を実行する時期が来ています。そのためには、基本的に次の3つ事柄を変

革する必要があります。

従来、保険会社は様々に異なる部門に所在する自社のインフラを使用して

データの収集、保存および解釈を管理してきました。しかしながら、データ

やアナリティクスは、保険数理分析という伝統的な領域に含まれ、保険の

核心をなしていたものの、それらが実際に使用される範囲は、中核的な少

数のプロセス（準備金積立や価格設定など）に限定されていました。こうし

た状況に基づいて、多くの保険会社はしばらくの間、恐らくは早まって自身

をデータ主導型組織とみなしました。

近年、多岐にわたる機能におけるデータアナリティクスの価値について多く

の（正しい）主張がなされています。その価値には、保険引受におけるリス

ク管理の強化、保険金支払コストの削減、新たな収益源の特定および顧客

経験価値の改善などが含まれます。

しかしながら、こうした状況にもかかわらず、調査対象

者のほぼ90％が、アナリティクス能力への投資に基づ

くリターンを明確に示すのに四苦八苦しています。

さらに調査結果によれば、アナリティクスに関連する技術以外への投資

は、今後3年間、平均して年率10～20％で拡大することが計画されていま

す。この緩やかな直線的増加は、スタートアップした保険会社が投資家か

ら受けている支援の伸びとは際立った対照をなしています。既存の保険会

社の場合、スタートアップの会社のこうした投資の結果、驚くほど速いペー

スで新しい手段を探求、革新および活用する自由と機敏性において、競合

上不利な状況を許すことになり、この事態を懸念すべきです。そのうえ、ス

タートアップ企業は、既存企業に生じるような多額の営業経費を負担するこ

となくそれを実施できるのです。

2011年以降、技術主導型の保険会社は世界全体で464件の取引を通じて

56億7,000万ドルの資金を調達しました1。それらの組織はデータアナリティ

クスを利用し、顧客に合わせて費用効率の高い商品を提供することにより、

市場に創造的破壊をもたらし、伝統的な保険会社に取って代わっていま

す。例えば、米国のオンライン医療保険のスタートアップ会社であるオス

カー・ヘルスは2012年に設立され、2016年に4億ドルの出資を受けました

が、これは同社の価値が4年間で27億ドルになったことを意味するもので 
す2。この事実は、自社組織内におけるデータアナリティクスの不可欠な役

割を果たす必要のあることを既存の保険会社が認識しない場合、簡単に置

き去りにされてしまうかことを示しています。

1. 全体的アプローチの採用 － 保険会社は今もなお家内工業的な欠点

から抜け出せておらず、散発的な戦術的要点のアナリティクスに基づ

くソリューションを縦割り方式で実施しています。このような状況から脱

却して、組織全体にわたって機能する持続可能なアナリティクスの能

力を構築することに重点的に取り組まなければなりません。

2. エコシステムの活用 － データに直接アクセスして、それを自ら理解で

きるようになることにメリットがあることは言うまでもありません。しかし

ながら、データソースとデータ量がいずれも加速度的に増加し、技術

が一段と急速に進歩しているため、業界はこの資産を最大限活用する

別の方法に目を向ける必要があります。データ、技術および人材の提

供業者によって構成される巨大なエコシステムが存在しています。保

険会社は単独で運用するよりもそれらの提供業者を利用した方が、よ

り迅速で、費用効率が高く、かつ低リスクに進めることができます。

3. 変革管理の最優先化 － 真にインサイト主導型になるには、データ、

データサイエンティストおよびインサイト以外にもはるかに多くのことが

必要となります。デロイトの経験によれば、保険会社のアナリティクス

のイニシアティブで変革管理が最優先されることは滅多にありません。

アナリティクスを成功させるために不可欠となるカルチャーの変革に一

層徹底的に取り組む必要があります。

以下では、デロイトの調査に基づき保険業界にとって最も関連性が深いこ

とが見いだされた問題について説明します。これらの問題は次の3つの

テーマに分けられます。

ビジョンと戦略の策定

資産と能力の構築

実用化および変革の推進

読者が自らの経験に基づいて同僚や競争相手の発言に共鳴できることを

我々は願っており、また本レポートや発見事項についてもっと詳細に読者

と議論できる機会を楽しみにしています。

今回の調査の回答者のうち、将来を見通すインサイト

を利用して自動的な意思決定や措置を行っていると述

べたのはわずか3％にすぎず、保険業界における競争

優位を巡るレースはスタートしたばかりです。
アレックス・ポラッキア 
（Alex Poracchia） 
パートナー、

コンサルティング部門 

ダーク・シーゲル

（Dirk Siegel） 
パートナー、

コンサルティング部門 

キラン・サンデュー

（Kiran Sandhu） 
シニア・マネジャー、

コンサルティング部門 

Analytics（アナリティクス） [an-l-it-iks] 
データを、行動の基礎として機能し得るインサイトに変換するプロセス
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ビジョンと戦略
ビ ジョン と

戦略

データアナリティクスに関する明瞭で一貫したビジョンと戦略の策定 図表1．アナリティクス戦略はどの程度事業戦略と整合していますか 
保険会社および他の業種の諸組織は、アナリティクスの成功はソースシス

テムからデータを収集し、そこからアナリティクスのソリューションを導き出

すIT駆動型プロセスによってもたらされると仮定するため、往々にしてアナ

リティクスの真の潜在力を認識できません。こうした考え方では、意思決定

プロセス、ビジネス価値およびアナリティクスのインサイトが切り離される

可能性があります。アナリティクスのビジョンは、保険会社を目標に向けて

前進させる基本的な原動力にインサイトを組み込むことにより、包括的な

事業戦略の支えとなる必要があります。さらに、組織が競争優位または革

新的サービスを獲得すべき分野を見いだす一助となる必要もあります。

今回の調査では、たいていの場合、ビジョンが見過ごされるか、全体的に

実施されていないことが明らかになりました。また、アナリティクスの利点の

定量化や、戦術的および戦略的要件のバランス、アナリティクスの行動計

画を推進する適切なリーダーシップなどの点で、ビジョンと戦略に関連する

他の課題が見いだされました。以下のセクションでは、調査の発見事項と

推奨事項について詳細に述べます。

両 戦 略 は

ほとんどあ

るいは全く

整合してい

ない。

両戦略を整合

させる必要性

は認識してい

るが、実施計

画はない。

両 戦 略 を 整

合 さ せ る 計

画 を 実 施 中

である。

両 戦 略 を 整

合させるため

の資金提供

が 承 認 さ れ

ている。

完 全 に 整 合

し た 両 戦 略

が 存 在 し て

いる。

アナリティクスと事業戦略の無関連性

アナリティクス戦略と事業戦略がほとんどあるいは全く連動していないと答

えた回答者はおらず、業界が正しい方向に進んでいることが確認された

のは心強く思われます（図表1参照）。また回答者のおよそ60％が、上級

経営者が事業戦略とアナリティクス戦略の連動に向けて措置を講じている

と答えました。

しかしながら、アナリティクス戦略と事業戦略が現在、

完全に整合していると感じている回答者は11％にす

ぎませんでした。

今日の保険の状況が絶えず変化する危険要因によって特徴付けられるこ

とを踏まえれば、諸組織が、将来の望ましい保険会社のタイプ、およびそ

こから導かれる事業戦略とアナリティクス戦略を明確に描き出すのに苦労

しているのは意外ではないでしょう。

多くのアナリティクス戦略は時間と共に自律的に成長してきたものであり、

断片的に策定されています。組織全体にわたる整合性を推進するには、

ビジョンを一新し、サービス、商品および業務に対するインサイト主導型の

変革の支援を活性化させるための、最高リーダーに主導された統一的な

努力が要求されます。

回答者のおよそ3分の1が、上級経営者は事業戦略と

アナリティクス戦略を整合させる必要性を認識している

ものの、その実施計画は存在しないと感じています。

回答者の60％以上が、アナリティクスが戦略的意思決

定に組み込まれていないと答えており、したがって、最

高レベルの意思決定は明確かつ総合的な分析に根ざ

しておらず、依然として主に情報に基づく判断に導か

れています（図表2参照）。 

適切な戦略の策定と、リーダーが通常どおり事業の意思決定を下す方法に

著しい行動上の変化が生じている状況との乖離は、次のいずれかまたは両

方を示しています。

• どのようにアナリティクスを活用して結果を出すかに関する最高レベルに

おける深い理解の欠如

• アナリティクスの影響を測定し、その結果を利用してデータ主導の意思決

定を組み込む構造的方法の欠如

図表2．アナリティクス戦略は戦略的意思決定にどの程度組み込まれ

ていますか

アナリティクスは意

思決定の基礎をな

していない。

アナリティクスが戦略的

意思決定に組み込まれ

ている。

0%

5%
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15%
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25%

30%

35%

40%

11%

21%

38%

30%
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60%

70%

14%
22%

64%

アナリティクスがソ

リューションの基礎

をなしている。



ケーススタディ：インサイト主導型戦略、

ロードマップおよび運用モデルの作成

課題

クライアントが、エンタープライズ・データウェアハウスを構築する目的で大

規模な技術・情報管理プログラムを策定しました。クライアントは、アナリ

ティクス能力の大幅な強化を実現し、英国の業務全体を通じてデータアクセ

スを改善することへの圧力を受けていました。技術ロードマップが特定さ

れ、投資が実行されましたが、クライアントは、それらの投資と事業推進要

因（business driver）との対応関係を示し、様々な事業部門のアナリティク

ス活動を明確に拡大することに苦労していました。

クライアント次の業務をデロイトに委任しました。

• 既存プログラムの再活性化

• アナリティクスの変革に向けた構造およびビジョンの見直し

•

アプローチおよび成功要因

クライアントの主な要求事項は、通常業務をできるだけ混乱させずに迅速

に作業を進め、次第に視野が狭くなる既存プログラムの利害関係者間の連

携を生み出すことでした。この要求事項を達成するため、デロイトは、深く掘

り下げるアナリティクス戦略に関するワークショップを計画し、その中で、相

互作用的な活動、シミュレーションおよびデザイン思考のセッションを用いて

利害関係者との協力的な結び付きを確立し、その支持を獲得しました。そ

の結果、現状の理解を深め、見直したビジョンを具体化し、本格的なアナリ

ティクス運用モデルに移行する詳細な計画を策定することが可能になりま

した。

ワークショップの後、利害関係者と協力して運用モデル、技術アーキテク

チャーおよび情報管理の枠組みの詳細な要素を設計するとともに、ロード

マップの作成における依存関係の理解を深めました。ロードマップの要件

は、戦略的な長期ビジョンと並行して確実に短期的価値を実現することでし

た。これは、利害関係者の反応性を維持し、伝統的な複数年の変革プログ

ラムに関連して陥りがちな落し穴を回避するために重要なことでした。

素早く成果を出し、短期的に価値を実現するために、即刻対応すべき様々

な戦術的イニシアティブに着手しました。その中には、保険金支払部門のた

めにデータを定義する作業、機動性の高い作業およびプロセスの確立、な

らびに新たな技術環境において実施すべき、アナリティクスに関する最初

の一連の概念実証の優先順位付けなどが含まれていました。

結果

主な成果には、概括的な目標運用モデル（target operating model）のほ

か、プログラム・ロードマップ、組織構造、スケーラブルな概念データモデル

の原案、および全社的にデータの定義を収集するプロセスの確立が含まれ

ています。さらに、プログラムを前進させるためになすべき主要な意思決定

が特定され、アナリティクスの変革プログラムを推進するために必要なリ

ソースに関する調整が完了しました。この業務は現在も続いています。
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データおよび技術のみならず、カルチャー、人材および組織に関して必要

となる変革を対象とする詳細なロードマップと運用モデルの作成
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ビジョンと

戦略

明確なビジネスケースの作成が見かけ以上に困難な可能性

別の課題は、初めての手順として実行する場合あるいは投資を継続する場

合のいずれであれ、データアナリティクスに関する明確なビジネスケースを作

成することです。

今回の調査では、アナリティクスが自社の事業または自

身の責任分野に与える影響を真に理解している回答者

は11％にすぎないことが示されました（図表3参照）。過

去3年間、ほとんどの保険会社がアナリティクスへの投

資を拡大していますが、約90％がその価値を特定し、

実施済みの投資との対応関係を示すことができていま

せん。

図表3．アナリティクスが事業またはあなたの責任分野に与える影響を

理解していますか

利点を十分理解

していない

利点を理解

している

組織全体を通じて利点が理解され、

追跡されている

利点の実現

組織全体の支持を拡大した後に将来の投資のため

の十分な予算を確保するには、投資利益率を特定お

よび追跡できることが不可欠です。利点を特定できな

いうえに、明確なビジョンが組織全体に示されていな

い場合、投資利益率がマイナスになる可能性があり

ます。

諸組織がデータアナリティクスの利点を実現していない背景には、次の

ような様々な共通の理由があります。

• 方向性に欠けるデータアナリティクス・プロジェクトの対象範囲：主要

な事業部門の利害関係者および利用者との連携が不十分なため、

そのソリューションが有用である理由やその価値の測定方法が特定

できていない。

• 技術駆動型のソリューション：組織内の具体的な事業推進要因や問

題点と整合しない出来合いのソリューションの購入に投資している。

• ソリューションの採用の不十分性：ソリューションやインサイトを保険

会社の日常業務に統合すること、および成果を生み出すために必要

な従業員や文化の変革を管理することに向けて、更なる努力が要求

される。

• 不完全な「インサイトプロセス」：アナリティクスのプロセスが、アナリ

ティクスのソリューションを作成・公表した段階で止まってしまい、標

準化された状態における活動、進展または結果の測定にまで及んで

いない。

44%

45%

11%



ケーススタディ：

ビジネスケースの方向転換

課題

所得保障および年金商品に特化した保険会社が中小企業をターゲットとす

る新商品を立ち上げました。オンライン年金商品がターゲット・グループに

なじみがないうえ、購入プロセスが複雑なことから、コンバージョン率が極

めて低水準にとどまっていました。その結果、投資利益率がマイナスになり

ました。クライアントは、自社のカスタマージャーニーの見通しをより効率的

に支援し、オンライン年金商品のコンバージョン率を上昇させることを希望

しました。

アプローチおよび成功要因

元のビジネスケースは、当該保険会社の特定分野の専門家（subject 
matter expert：SME）が行った判断や仮定に立脚していました。デロイト

は、透明性の高いビジネスケースを作成するためにクライアントに関する広

範囲の調査を実施しました。そして、定量的情報（顧客の人口動態的特徴

など）と定性的情報（インタビューを通じたフィードバックなど）を収集しま

した。

その結果、中小企業が年金商品や一般的なソリューションの知識（例え

ば、販売プロセスが最大6カ月かかる可能性があることの認識）を十分持た

ないことなど、様々な予想外の問題点が明らかになりました。

この調査から得られた追加的なインサイトから次のような変革がなされま

した。

• 暗黙の期待によって引き起こされる失望を防ぐためのマーケティング手

段の選択に関する新たな一連のビジネス要件。

• 情報提供を強化すると同時に新商品に対するクライアントの信頼性を高

めるため、他のインターネットサイトへの参照を当該保険会社のポータル

サイトへ追加。

• 特定のペルソナ（人物像）に合わせてより入念に調整された一連の次善策

を、ウェブアナリティクスを使用して立案・実施。

• プラットフォームの適合性および有効性を維持するに、マーケティング部門

の研修が必要不可欠と判断。

結果

調査を通じて入手した詳細な情報に基づき、デロイトは、オンラインマーケ

ティングの顧客経験価値を対象者に合わせて調整し、次善策をより正確に

個々の顧客のニーズにより正確に整合させることが可能になりました。ソ

リューションとして、 シームレスなクローズドループ・マーケティングの体験を

支えることのできる、統合的なオンラインマーケティング・プラットフォームが

導入されました。

成果は次の通りです。

• コンバージョンの10％増加

• 直帰率が12％低下

• 見込み顧客がこのウェブサイトで費やす時間が70％増加

議論は少し減らして、もっと行動を － データアナリティクスから満足を得るための戦術  EMEAの保険データアナリティクスに関するリサーチ 
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ビジョンと

戦術的プロジェクトは長期的な戦略的利点に勝る

図表4．貴社は戦術的イニシアティブと戦略的イニシアティブのどちらを優先して取り組んでいますか 

今後3年間に予定されるデータアナリティクスへの投資が限定的であることを

踏まえると（本レポートの前書きで述べたように平均年率10～20％の増加）、

回答者の70％以上が、自身の組織がアナリティクスに関する長期的戦略に

整合するプロジェクトではなく、短期的な戦術的イニシアティブに集中的に取

り組んでいると答えたことは恐らく意外ではないでしょう（図表4参照）。 

ほとんどあるいは全く支援

せずに、現地の戦術的イニ

シアティブを優先している。 

どこから支援を提供するかを

ある程度意識しながら、現地

の戦術的イニシアティブを優

先している。 

明確な方針として地域的支
援を行いながら、正式なプロ
セスとして現地の戦術的イニ
シアティブを優先している。 

明確な方針として地域的 
および部門による支援を行いなが
ら、正式な優先順位付けプロセス
を通じて戦術的プロジェクトと戦略

的プロジェクト間のバランスを 
図っている。 

明確な方針としてグローバル 
な支援を行いながら、正式なグロー 

バルな優先順位付けプロセスを通じて
戦術的プロジェクトと戦略的プロジェ 

クト間のバランスを図っている。 

3% 11% 59% 19% 14%

戦略

短期的必要性と長期的必要性のバランス

デロイトは短期的な戦術的プロジェクトが重要であり、

一定の目的に役立つと考えています。そうしたプロ

ジェクトは、追加投資の資金を調達し、利害関係者の

反応性を維持し、組織が業務を展開する創造的破壊

の環境についてより多くのことを学ぶのに伴いアナリ

ティクス・プログラムを具体化する一助となります。

しかしながら、保険会社は将来に関するビジョンに基づいて自社のアナリ

ティクス能力が長期的にどのように発展するかについても検討しなければ

なりません。短期的な必要性と長期的な持続可能性のバランスを取ること

が必要不可欠なのです。伝統的な複数年の変革プログラムに関連して陥

りがちな落し穴を回避するために、短期的価値を実現する方法によって長

期的な達成を補完する必要があります。
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ビジョンと

絶えず進化するCDOの世界 
保険会社が目指すアナリティクスの規模にかかわらず、今日の環境を乗り

切るためには、（経営陣全体の支援を受けて）ビジョンを定義し、組織がそ

のビジョンを達成する推進役を務めることのできる経営幹部レベルのリー

ダーが必要になります。保険市場にはデータアナリティクスに対する標準

的アプローチが存在しないため、最高幹部の間には複数の、往々にして相

反する見解が存在する公算が大きいと思われます。現在、多くの保険会社

が事業のビジョンに責任を負い、それを主導する最高データ責任者（Chief 
Data Officer: CDO）の役職を導入しています。 

過去10年間、保険業界ではCDO（または最高アナリティクス責任者など類

似の役職）を任命する例が次第に増加しています。

保険会社、ブローカーおよび再保険会社は、総じてこの役職者を任命する

ことの重要性を認識しており、その数は2014年以降大幅に増加しています

（下記の図解を参照）。

保険業界はデータアナリティクスの進展に関して初期の段階にあることか

ら、CDOは実験的な模索の時期に直面しています。絶えず進化する必要

性に対処するため、CDOの役割は急激に拡大しています。さらにCDOは

極めて広範囲に及ぶ問題に取り組む任務を与えられているため、その役割

は複雑で困難なものになっています。CDOはなすべきことが多すぎること

から、しばしば守備範囲があまりに広く、その結果、短期的に強い影響力を

持つことに四苦八苦するという現実的なリスクに直面しています。

保険業界における最高データ責任者および最高イノベーション責任者の任命事例

大手グローバル保険会社 大手保険会社 大手グローバル再保険会社 

大手再保険会社 大手グローバル・ブローカー 

これは例示のみを目的としており、包括的または網羅的であることを意図していないことに注意してください。これは公開された情報に基づくものです。

最
高

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
責

任
者

 

20162015201420132012201120102009200820072006

戦略

最
高

デ
ー

タ
責

任
者
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ビジョンと

CDOの4つの顔 

以下に簡潔に示され、またデロイトのレポート「進化する最高データ責任者の役割：保安官および世話役からビジネス・ストラテジス

トへ」（付録B参照）に詳細に説明されているように、CDOは4つの非常に異なる顔を持つと見られます。 

ストラテジスト － このCDOは、

データアナリティクスへの投資の

価値を最大化するために、事業

部門と連携して事業戦略とアナ

リティクス戦略を整合させます。

起爆剤 － このCDOはデータとア

ナリティクスの活用を通じてイノ

ベーションを引き起こそうとしま

す。また、利害関係者の支持を築

き上げ、変革管理を推進します。

技術者 － このCDOは、事業の機

動性を高め、複雑性を管理するた

めに、技術を評価し、データおよび

技術アーキテクチャーを設計しま

す。データやシステムのセキュリ

ティ（例えば、サイバー攻撃や、個

人および機密情報の乱用、データ

アクセスなどに対する）の優先順

位もこのCDOによって決定され 
ます。

運用者 － このCDOは、運用の効

率性と有効性を向上および統制す

るために、データと技術に関する

方針および運用を定義、管理およ

び統治します。

多くの場合、CDOは組織の他の上級経営者から支援をほとんどあるいは全く受けずに変革を引き起こすことを期待されます。「問題」は基本的に1人

の個人に委ねられます。このことは、事業部門にとってデータアナリティクスは当該個人およびそのチーム（もし設置されていれば）の責任であって、全

社的な重要性を持たないことを示すものです。その結果、既存の縦割り構造を乗り越えてデータアナリティクスを全員の責任とするのではなく、新たな

縦割り構造を作り出すことになります。

CDOが影響力を持ち、アナリティクスの行動計画を推進するためには、すべてを同時に手掛けることは不可能なことを認識したうえで、他の最高幹部

と協力して極めて明確な責任領域を特定しなければなりません。CDOは、経営幹部全体の支援を受けて、自身の準備を整え、実行可能な事柄の優先

順位付けを行うと同時に、他の部署でなされるべきことを認識すべきです。

CDOはアナリティクスの進展において極めて重要な役割を担い得るものの、単独では変革を推進できないでしょう。アナリティクスを事業に組み込むに

は、事業部門の大幅な文化的変革が必要になります。このことは往々にして著しく過小評価されています（23ぺージの「実用化および変革管理」を参

照してください）。

戦略
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資産と能力
資産と能力

能力の構築および資産の活用

前セクションで述べたように、適切な資産と能力を有していないCDOはある

程度までしかその使命を推進できません。明確な戦略と目標を念頭に置か

ずに能力を構築しようとしても、いずれ非効果的で高コストであることが判明

する可能性が高いと思われます。アナリティクス戦略とビジョンが形成され、

推進のためのロードマップが特定された後は、人員、プロセス、データおよ

び技術を前進させる能力の基礎としてアナリティクスを利用すべきです。

今回の調査では、能力と資産ということになると、データサイエンティストは

見つけ出すのが難しく、データはしばしば不正確でアクセス困難であり、さら

に保険会社の技術は今日の需要を満たすのに十分機動的ではありま

せん。以下では調査の発見事項と推奨事項について述べます。

「パープル・ピープル（技術とビジネス感覚を併せ持つハイブリッド型スキル

を持つ人材）」は見つけ出すのが困難

今回の調査では、アナリティクスに関連して最も必要度が高い能力は、デー

タをインサイトに変換するデータサイエンティストであることが示されました

（図表5参照）。 

図表5．アナリティクスに関連して最も必要度が高い能力はどれですか 

デ ー タ サ イ

エンティスト

（ デ ー タ を

インサイトに

変換）

ビッグデータ

技術者（中核

的 な ビ ッ グ

データに関す

るITビジネス

アナリストお

よび開発者）

その他

技術的および

分析的

事業および

コミュニケーション
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4%12% 12%16%

56%

データアーキ

テクチャーの

SME（中核的

なビッグデー

タの ITアーキ

テクト）

リアルタイム

データのSME
（未加工デー

タ を 利 用 可

能 な デ ー タ

に変換）

データアナリティクスが直ちに「効果を上げ」ない場合、その問題に向けて

投入するデータサイエンティストを増やす傾向が見られます。1人、2人ある

いは20人のデータサイエンティストを雇い入れても、特に彼らが縦割り構造

の中に閉じこもった場合、組織の変革は進まないでしょう。

データサイエンスは有用なスキルセットおよび能力であるとしても、それだ

けではデータアナリティクスを前進させることはできません。ビジネス感覚、

変革およびコミュニケーション能力も同様に重要です。

理想の世界では、データアナリティクスの採用者の全員が、技術および統

計能力（レッド・スキル）と業界およびコミュニケーションの知識（ブルー・ス

キル）との間でバランスが取れています。デロイトはこれらの人々を「パープ

ル・ピープル」と呼んでいます。彼らは高度なデータ分析を扱えるだけでな

く、流暢なコミュニケーションスキル、ビジネス感覚および政治的常識も備え

ています。

回答者の70％は、自組織がこの能力の問題に取り組

む方法として、第三者が提供するマネージドサービス

を活用したり、コンサルタントを雇うのではなく、内部の

人材の開発および維持に注力していると答えました。

リサーチによれば、すべての業種の企業がデータアナリティクスの人材の

大幅な供給不足に直面しています。初歩レベルの職は補充するのが難し

く、また上級レベルの人材も著しく不足しています。単に大量の計算を実行

するだけでなく、ビジネス価値を生み出す、データに裏付けられたインサイト

を導き出すことのできる専門家は、特に見つけるのが困難で、ますます費

用を要するようになっています。
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資産と能力

パープル・ピープルへの誘因、引き止めおよび育成

デロイトの経験によれば、適切な質のアナリティクスの人材を引き付けるのは非常に困難です。これらの需要の高い個人が要求する

主な事項は、高給、経営幹部の支援、好ましい組織設計、イノベーションカルチャー、および資金の供給などです。これらの要求事項

は伝統的な保険のビジネスモデルに適合しません。長期的に人材を誘因し、引き止め、引き付けるのに成功するには、適切な要素に

動機付けられることが重要です。例えば、イノベーションや思考に充てる自由な時間への権利を付与することは魅力的な条件となりま

す。パープル・ピープルは最初から業界の専門家である必要はありません。そのため、保険会社はそうした人材を巡って他の保険会

社だけでなく、他の業界とも競争することになります。

市場が成熟するにつれ、諸組織は、アナリティクスのプロジェクトまたは戦術的なアナリティクスの変革イニシアティブを実施するために、レッド（技術系）

およびブルー（ビジネス系）・スキルを有する者を適切に構成させたパープル（技術とビジネス感覚を併せ持つハイブリッド型スキルを有する）・チームの

創設に注力することをデロイトは推奨します。

長期的には、データアナリティクスに対する需要が拡大することから、必要な人材すべてを社内で確保することが実際的で、コストに見合うかどうかを検

討する必要があります。集中化、オフショアリング、ロボティクスおよびマルチソーシング（インサイトプロセス全体のうち異なる部分について複数のベン

ダーを利用する形態）などの選択肢に関する組織の選好を反映するように社内の能力と外部委託した能力を組み合わせる、アナリティクスの人材の「マ

トリクス（matrixed）」供給が、将来のインサイト主導型保険会社の主要な特徴をなすものとデロイトは考えます。 

専門サービスや電気通信、石油・ガスといった他の業種の組織は、社内の他の部門とは異なる、アナリティクスの人材を対象とする専門的な研修および

開発の経路を確立し始めています。パープル・ピープルの重要性を真に認識する組織は、有力大学や専門職団体と連携して次世代の人材を養成してい

ます。保険業界はまだそうした対策を推し進めていませんが、最高の人材を引き付け、引き止めたいと望むのであれば、速やかにそうした思考法を開始

する必要があると考えられます。

「データは沢山あるものの、それをど
うするか、誰がそれを分析できるかが
依然として問題になっている」
最高保険引受責任者、EMEA
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データはアクセス可能なのか否か、必ずしも信頼できない

毎日生み出される情報量それ自体が加速度的に増加しています。今や

センサーベースの技術、デジタル通信および人工知能がありふれた存在に

なっており、今後もデータ活用競争に一段と拍車がかかるでしょう。そうした

膨大な量のデータを考慮すべき状況にあって、諸組織は往々にして、どう

すれば最も有効かつ効率的に問題に取り組むことができるかを見いだしか

ねています。

図6．貴社のデータアーキテクチャーは目的に適合していますか 

データアーキテクチャー

ほとんどの企業は、モノのインターネット（Internet of Thing: IoT）の価値を

発見し、データ関連の課題に対処する本格的な態勢を整えていないと考え

られます。このことは特に保険によく当てはまり、そこには、往々にして相互

に応答することのない細分化されたレガシーシステムが存在しています。

データモデルが存在していないか全社的に価値をもた

らすことができていないとする回答が75％に上っており

（図表6参照）、保険業界のデータアーキテクチャーは、

アナリティクスの力を最大限活用する程必要とする水

準には達していません。

データモデルが存在せ

ず、会社全体にわたり

価値を生み出すことが

できていない。

データモデルは事業

上 の 必 要 性 に 整 合

し、それを支えてい

る。エンタープライズ

データマネジメントお

よびメタデータマネジ

メントのモデルは立

案されているが、まだ

導入されていない。

エンタープライズデー

タマネジメントおよびメ

タデータマネジメントの

モデルが存在し、事業

上の必要性を完全に

支えている。

効率的に分析できる形式および構造をデータに与えると同時に、安全な環

境でデータを維持管理することが依然として課題になっています。

目下、データの保存および管理に対する統一的なアプローチは存在せず、

保険会社内で様々な異なるアプローチが適用されているのが観察されま

す。例えば、あるクライアントは会社のファイアウォール内に内部的なデータ

レイク（data lake）を備えているのに対し、別のクライアントは第三者のデー

タセンターがクラウドを通じて提供するデータベースを信頼しています。

より機動的なデータアクセスのために伝統的なITインフラを点検整備するこ

と、および大量のデータを高速で要約および処理できるアーキテクチャーを

構築することは、将来のデータネットワークを最大化するための必須条件

です。

成功裏に構築されたアーキテクチャーの特徴には次のものが含まれます。

• 中核的な強み － 一貫して収集され、十分に統治され、適切に構造化さ

れた信頼性の高いデータ

• 応答性 － 内部データと外部データを含む複雑なデータフローのネット

ワークを支えるアナリティクスのアーキテクチャー

• スケーラビリティ － 大規模なデータセット全体に関する掘り下げたアナ

リティクスを支え、実現するとともに、事業上の必要性に応じて進化する

構造

考慮すべきアプローチの1つは、内部的な能力を構築すると同時に、外部

委託およびマネージドサービスの活用を図ることです。これにより、諸組織

は投資や長期間のリードタイムを要することなく、特定目的のためのソ

リューションを利用することが可能になります。
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信頼されるインサイト

データを信頼できるかという点に関して、今回の調査では広範囲にわたる回

答が示されました。

全社的に一貫性があり、正確かつ信頼できるデータがなければ、組織の競

争力や効率性が低下する可能性があります。多くの保険会社はデータガバ

ナンス能力の基礎は有しているものの、データ品質およびカルチャーにおけ

る継続的な問題に対処するためにはそれをさらに強化する必要がありま

す。最高レベル（経営幹部とCDO）から最低レベルまで組織全体にわたって

所管および説明責任を特定することが成功の鍵を握ります。このことは強固

な能力の枠組みを通じて達成することができます。

例 － デロイトのデータガバナンスの枠組み

40％の回答者にとって、信頼で

きるインサイトを生み出すという

目的にとって自社のデータ品質

は十分といえます。同じ比率の回

答者にとっては、自社のデータが

定義されておらず、その品質は

極めて低い水準にあります（図表

7参照）。 

図表7．あなたは自社のデータを信頼できますか 

 

デ ー タ が

様々に解釈

さ れ 、 欠 落

があり、デー

タ 品 質 は 管

理されておら

ず 、 整 合 性

は 保 証 さ れ

ていない。

標 準 的 なグ

ロ ー バ ル 定

義 は 存 在 し

ないが、デー

タ 品 質 の 尺

度は確立お

よ び 監 視 さ

れている。

企 業 内 で

データ品質の

所 管 に つ い

て合意がなさ

れ て お り 、

データ改善計

画 が 導 入 さ

れている。 

組織全 体 で

デ ー タ 品 質

の所管が定

め ら れ て お

り、説明責任

お よ び 基 準

が 導 入 さ れ

ている。

データ品質、

所 管 、 説 明

責 任 お よ び

基準が導入

されており、

それが業績

評価に反映

されている。

「当社の内部データは品質が限定的

なため、外部データの方が信頼され

る傾向がある」 
プライシングアクチュアリー、EMEA 
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規制 － 先を読む

今回の調査結果によれば、明らかに規制はデータ

やアナリティクスへの投資に影響する要因ではない

ことが示されました。しかしながら、策定されつつあ

る規制要件が今後データの保存や用途に与える影

響を考慮することは極めて重要です。

欧州連合では、2018年5月25日に発効する予定の一般データ保護規

則（General Data Protection Regulation：GDPR）が主要データ保護

法としてデータ保護指令（Data Protection Directive：DPD）に取って代

わります。GDPRは現行の曖昧性や複雑性の多くを解消するとともに、

間違いなく厳格性のより高い制度となります。企業は、同規則の発効

日までに業務のコンプライアンスを確保するための措置を講じることが

要求され、デロイトは、このことが保険におけるデータガバナンスや

データアーキテクチャーに大きな影響を与えると予想しています。保険

会社に最大の影響を及ぼす可能性が高い変更点は下記の通りです。

GDPRに関する詳しい情報については付録Bをご覧下さい。 

• データ漏えい（またはその可能性）が発生した場合、直ちにデータ保

護当局、および場合により、影響を受ける個人に通知する義務

• 肯定を示す明瞭かつ明白な行為によって同意を得る必要性。今後、

沈黙、あらかじめ記入された枠内のチェック印、または無反応は同意

と推定されない。

• 処理が違法であることが明らかになった場合、個人データを消去し、

当該処理を防止する義務

• プロファイリングを含む自動的な意思決定がデータ主体（data
subject）に大きな影響を与える場合、かかる意思決定やプロファイ

リングに賦課される制限

• 不履行または違反に対するペナルティの大幅な強化および適用対

象の拡大

GDPRは欧州全体に及ぶ共通基準を構成するものですが、データの

倫理的使用に関連する法的要件は、依然として相対的に未熟な水準

に と ど ま っ て い ま す 。 欧 州 監 督 機 構 （ European Supervisory 
Authorities）の合同委員会は最近ディスカッション・ペーパーを公表し、

データ使用が顧客にとって非倫理的または不公平となる境界線に関す

る質問を投げかけました3。望ましくないメディアの注目を集めた行動

データの例は、保険業界では聞いたことがありませんが、法的要件が

存在しないとしてもそうしたことを回避するために、自発的に倫理規定

をデータ利用戦略に組み込むことをデロイトは推奨します。

データ制御

諸部門が、データ品質が低いことを口実にアナリ

ティクスへの移行に抵抗することがしばしば見られ

ます。デロイトは、データが完全になるまでデータア

ナリティクスの新機軸に乗り出すのを延期しないこ

とを強く保険会社に推奨します。スプリントサイクル

を用いて有用なアナリティクスのプロジェクトを実施 
すること、および適切な情報管理アプローチを特定し、適切なソリューション

アーキテクチャーに移行すること、という2つの点は同時に尽力すべき 
です。

保険会社が、内部データをアクセス可能な形式に変換するためにデータ

のクリーニングと修正にことさら多くの努力を払う例が見られます。社内で

収集されたデータは有用であり得るとしても、単独で使用した場合には限

定的なインサイトしか明らかにならないでしょう。さらに、往々にして操作

および照合がすでに完了した膨大なデータが様々に異なるソースから提

供され、利用可能になっています。このデータはアクセスが容易であり、こ

れを利用して品質の低い内部データを強化することにより、費用効率の

高い方法でインサイトを得ることが可能です。

各組織にとって、どんなデータが利用でき、どんな方法でそれにアクセス

するかを知ることが重要になります。これを実行する実際的な方法として

次の2つを推奨します。 

• データカタログの作成 － アナリティクスチームが、どんなデータが利

用可能かということに常に精通し、より容易にそれにアクセスできるよう

にするために、保有データのカタログ（場所および所管者名を含む）を

作成・管理する。

• データスカウトの特定 － アナリティクスプロジェクトで最も関連性が深

い情報を利用し、常に最先端を行くことを可能にするために、リソースを

活用して外部環境における有用なデータソースを探す。
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ケーススタディ：

テレマティクスの「汚れた」データの利用

課題

欧州の有力保険会社が自動車保険市場における自社の位置を分析するた

めに評価を実施しました。そして、シェアリングエコノミーや移動手段の構成

における根本的変化のため、伝統的な保険商品は当面減少するものと考え

られます。

同社は、競争力を維持するには、最終顧客に関する理解を大幅に改善する

ことが必要であると認識しました。このことを達成するための中核的な実現

技術としてテレマティクスが選ばれました。

アプローチおよび成功要因

デロイトは当該保険会社と共同で、数百万台の自動車のテレマティクスデー

タの収集・保存を可能にするハドゥープのデータレイク技術を使用して、集中

的なテレマティクスのプラットフォームを構築しました。また、データサイエン

ティストやアクチュアリーによって収集されたデータのパターンを見つけ出

し、運転に関する情報の諸側面と事故確率や保険金請求額との相関関係を

明らかにできるよう、アナリティクスのプラットフォームを作成しました。次に、

インテリジェントなスコアリングアルゴリズムを使用して保険料の割引率を計

算しました。その結果、例えばドライバーの行動やパターンに関する洞察を

もたらすドライブレポートの提供といった付加価値サービスを顧客に提供す

ることが可能になりました。

このビジネスモデル全体は2回の試験的な事例で検証され、来年初頭、グ

ループ全体で本格展開されることになっています。次のような要因がこの

イニシアティブの成功に不可欠であることが見いだされました。

• 個々のドライバーに関する洞察を個人的な割引係数に正確に結び付け

るためには、データ品質が十分な水準になければなりません。テレマティ

クスのデータは本質的に「汚れている」ことから（例えばGPSの表示値の

ように、しばしば不完全または不正確）、テレマティクス機器から取得され

る未加工データを改善するためにデータクレンジングのアルゴリズムが

開発されました。

• クライアントのカルチャーおよび現地の規制当局の姿勢を踏まえ、データ

の機密性に対する配慮が、このソリューションの開発および使用にあたり

最優先されました。個人データに関する法的要件を確実に充足するため

に、このイニシアティブを通して情報セキュリティ責任者が関与しました。

• 新たなビジネスモデルおよび技術プラットフォームの開発過程で、進取の

精神および最高リーダーの強力な支援と支持が必要になりました。

結果

共同イニシアティブの結果、魅力的な最新の自動車保険商品が創出され、

グループ内で本格展開することが可能なプラットフォームが確立されまし

た。さらにこのプロジェクトは、将来、一連のセンサーおよびアナリティクス

ベースの保険商品を開発するための前例を生み出しました。

17 
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資産と能力

伝統的な保険と機敏性は本質的に結び付きが強いとはいえない

データアナリティクスにおけるツールおよび技術の重要性を考慮すると、

事業部門とIT部門が一体となってシームレスに活動することが何よりも肝

要です。

図表8に示されるように、業界は、プラットフォームおよびツール（IT）を実

現する技術と事業部門のユーザーとのつながりを改善する必要性の認識

という点で進歩しました。

しかしながら、回答者の約40％が、現在のところ事業

と技術またはITが十分整合していないことを認識して

います。

協力を促進す

る ため に ガバ

ナンス構 造が

組織内に組み

込まれている。

事業部門と IT
部門の協力関

係は非常に限

定的である。

事業部門と IT
部門のどちら

にも専任スペ

シャリストが存

在している。

事業部門と IT
部門が連携し

始めている。

「当社のシステムはあまりにお粗末

で、インサイトを導き出しても、保

険引受や価格設定の手段にフィード

バックしてそれを活用することがで

きない」 
地域 CEO、EMEA 
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10%

15%

20%
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30%

35%

40%

45%

5%

16%

42%

37%

図表8．事業部門とIT部門はアナリティクスの目的を支えるために

どれほど十分一体的に活動していますか



議論は少し減らして、もっと行動を － データアナリティクスから満足を得るための戦術  EMEAの保険データアナリティクスに関するリサーチ 

ケーススタディ：

旧世界と新世界を結ぶ

課題

損害保険と医療保険分野におけるオンライン保険会社が、コンバージョン

率の目標水準を維持しながら個別顧客の見積価格を提示したいと考えまし

た。当該保険会社は基本的に、顧客に関する推定価値に基づき、見積時

点における最も競争力ある価格で見込み顧客の個別的な保険料を設定す

ることを望んだのです。

アプローチおよび成功要因

デロイトは、（予想される）顧客のライフタイムバリューとリアルタイムのオン

ライン価格に関するベンチマークに基づいて個々の保険料をリアルタイム

で決定できるダイナミックな価格決定エンジンを開発しました。このエンジン

は、最大の効果が得られるように新規および既存顧客についてダイナミッ

クに価格を決定すると同時に、個別顧客に提案した保険料をすべて取り込

みます。また、見積時点における同業他社の価格設定および顧客の反応

も取り込みます。

ダイナミックな価格決定は新機軸であり、次のような要因がこのイニシア

ティブの成功に極めて重要であることが見いだされました。

• 全員によって理解および合意される顧客のライフタイムバリュー・モデル

を設計するためには、すべての能力（マーケティング、営業、保険数理お

よび財務）を結集することが不可欠でした。顧客に関する価値の定義を

一致させることが非常に重要でした。

• 既存プラットフォーム（方針管理システムなど）を活用し、極端な高コスト

を回避するために、「アドオン」エンジンが開発されました。このアドオン

は、見積時点における顧客のライフタイムバリューが反映させるように、

複数のインプット（同業他社の提示価格、購入意欲など）に基づいて補

正率を導き出します。この補正率はまず既存の価格決定システムに、次

にアグリゲーターのプラットフォームにフィードバックされ、リアルタイムで

価格を見積もることを可能にします。

• このダイナミックな価格決定ツールは、成功裏に組織内に組み込まれる

ようにするために、保険会社との密接な協力の下に開発されました。

結果

不必要な割引を避けることにより、保険料収入構造が6％増加しました。保

険会社はこのツールを使用することで、新システムを用いてゼロから新た

なソリューションを構築しなくても、競争相手の価格キャンペーンに直接対

応することが可能になりました。さらに、価格感応度および競争相手のブ

ランドに関連するブランド価値に関するインサイトももたらされました。
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資産と能力

機動的アプローチの確立

新しい時代には新しいアプローチが必要になります。既存企業は、ス

タートアップ企業に後れを取らないようにするには、機敏にテストして学

ばなければなりません。その1つの方法は、組織が、次世代のソリュー

ションを作成・実行する、適切に管理された実稼働環境を保護すること

を可能にすると同時に、機動的な開発のためのプラットフォームを提供

するサンドボックス（実験的試行）環境を構築することです。例えば、英

国に拠点を置くある損害保険会社はサンドボックスを開始し、今では将

来的にソリューションを標準化する価値を検証するためにアナリティク

スの概念実証を定期的に実施しています。

エコシステムの活用および提携すべき場合の認識  アナリティクスの

新機軸が進展するにつれ、急速に変化する市場に遅れないようにする

ために必要な能力の量に圧倒されがちになります。様々な提携先との

ネットワークを構築してエコシステムを活用すれば、そうした能力のす

べてを内部的に構築しようとすることから生じる圧力を部分的に除去で

きます。

• データのエコシステムにはデータサプライヤー、データブローカーお

よびデータ配信ネットワークが含まれます。

• アナリティクスのエコシステムには技術のほか、類似の分析を実行

する人および関連組織が含まれます。

• 事業のエコシステムは、バリューチェーン全体にわたり提供される

データと分析能力に基づいており、規制の影響を含め、過去の顧客

関係や仕入先関係と根本的に異なることがあります。

• 人材のエコシステムは、大学、経営学大学院、専門職団体およびイ

ノベーションハブとの関係で構成されています。

• クラウドソーシングのエコシステムは、従来のように従業員や取引先

からではなく、特にインターネットを通じた大規模な一群の人々の貢

献により、サービス、着想またはコンテンツを入手します。

保険会社は全部自社で賄おうと試みる罠に陥ることがよくあります。例え

ば、12ぺージで述べたように、回答者の70％以上が、自組織が第三者か

ら提供されるマネージドサービスを活用したり、コンサルタントを雇うので

はなく、内部の人材の開発および維持に注力することにより人材不足に

対処していると答えました。

データや技術に関してはこうした例があまりに多すぎると考えられます。

内部能力の構築は、目標とする投資利益率の達成方法として必ずしも最

も効率的とはいえないのです。肝心なのは、どんな場合に提携し、どんな

場合に投資するのかを認識することです。

諸組織は、イノベーション実行の課題を常に自身が抱え込むことを避ける

ために、提携先と協力する機会を捉えるべきです。第三者を取り込むこと

で新鮮な思考法や新たな視点がもたらされます。デロイトは、保険会社が

自社の能力を短期間で急速に伸ばすと同時に自身の内部能力を成長さ

せるために、第三者の支援を活用することを強く推奨します。こうした方法

の利点を実現することにより、継続的な投資および支援に向けたビジネス

ケースが強化されます。

アナリティクスのサンドボックス

アナリティクスのサンドボックスとは、新たな洞察を得るための様々な

分析手法を通じた試みを可能にする、一連の中核的なアナリティクス

のツールおよびビジネスデータへのアクセスを提供する環境をいいま

す。この環境は、重要な実稼働活動に影響を与えることなく資源集中

的な分析の実行を可能にするために、標準的なBI（ビジネスインテリ

ジェンス）や報告の実稼働とは切り離されています。

このサンドボックスを強化することにより、ユーザーが、新たな内部的・

外部的なデータセットを用いてより高度な特別の分析を行うために、自

身のデータをロードすることが可能になります。さらに、一部の一層高

度な事例では、ユーザーは独自の技術を自身のサンドボックス環境に

インストールして、真にカスタマイズされた分析に基づくインサイトを生

み出すことが可能であり、場合によっては後にそれが標準化される可

能性があります。

保険市場で成功を収めるスタートアップ企業が次々

と登場していることは否定のしようがありません。そ

の成功の理由として、顧客基盤の要求に応じて動く

機敏性や、迅速に技術を活用したり、分析に基づく 
インサイトを大規模に適用する能力などが挙げられ

ます。
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資産と能力

エコシステムの構築に特に有効な秘訣

 
 

 

 

事
業

に
関

す
る

理
解

の
必

要
度

能力の外部委託 能力の外部委託 リスク意識：

プライバシー、サイバーセキュリティ、データ

品質およびその他の伝染リスクを常に意識

する。

技術的専門能力の必要度

以下の枠組みは、能力を外部委託するか、それとも内部的に

保持するかを検討する際の意思決定の助けになります。

内部能力 内部能力および外部委託

した能力の組み合わせ

エコシステムは、組織変革の強力な手段になり得る反面、高

度な契約や提携は、当初から軽減すべき相当のリスクを伴う

ことに注意

業種横断性：

技術、データブローカー、公共部門および

業界内の提携先を組み合わせる。

ウィンウィン：

相互利益および継続的な関係

を促進する契約を計画する。

購入する前に試行：

小規模な概念実証によって

有望性を検証する。

マネージド型の枠組み：

信頼できると同時に機動的な外部調達およ

び取引先の枠組み。

利点の測定：

KPI（重要業績指標）を導入して長期

的に価値を追跡および比較する。

能力を外部委託するか否かの決定



ケーススタディ：

機動的な保険会社

課題

150年の歴史を持つカナダの伝統的な相互保険会社が、競合他社に劣後

しているとの認識を持ちました。同社は、デジタル提案を行い、保険のオン

ライン購入方法を変革することにより市場に創造的破壊をもたらしたいと

考えました。

アプローチおよび成功要因

デロイトは同社と協力してカナダ初の全面的なオンライン損害・自動車保

険会社を誕生させました。顧客は任意のデジタル機器を使用してどんな時

でも（どんな日のどんな時間でも）保険を購入し、その後のサービスを受け

ることができます。顧客は、競合他社では非常に長い質問票に答える必要

があるのとは異なり、少数の簡単な質問に答えるだけで直ちに見積価格

が提示され、数分以内に保険を購入できるようになりました。

このことは次の措置により実現されました。

• 顧客およびブローカーを引き付けるバリュープロポジションに基づき、多

重チャネルのアクセス、販売およびサービス提供ネットワークを構築

した。

• 顧客の理解、ターゲット選定、リスク分類、価格設定、商品設計および事

業構成の最適化における競争優位を確立するために、国際的レベルの

アナリティクスに投資した。

• 短期的にはブローカー投資に注力し、中期的には戦略的関係を考慮し

つつ、株式会社化および大規模な買収を通じて規模、多角化および成

長を追求した。

• 戦略の達成に向けて、すべての事業分野において業務の効率性、人材

開発および生産性を業界のベンチマークを上回る水準に引き上げた。

成功要因として次のことが挙げられます。

• 顧客やブローカーのニーズを深く理解するために、市場の分析や調査

に対して多額の先行投資を実施した。

• 価格設定の精度および構造を維持しつつ、ビッグデータの使用によりど

の価格設定の変数を除去および代替できるかを徹底的にテストして理

解した。

• 価格設定のアルゴリズムを完成するために、学んだ知識を継続的に

フィードバックした。

• 3つの中核的プラットフォーム（方針管理、アナリティクスエンジンおよび

デジタルフロントエンド）に関する技術ソリューションを開発した。これら

のプラットフォームはすべて、自動的な意思決定を可能にするテーラー

メイドのソリューションをコスト効率よくかつ機動的に開発することを支え

られるものである。

結果

同社は、顧客がどんな時にも任意の機器を使用してインターネットを通じ

て自身の見積価格をカスタマイズし、完全に契約義務を負わせることがで

きるカナダ初の保険会社となりました。同社は高度なアナリティクスを利用

して、ごくわずかの質問を行うことによりわずか数秒で個別顧客の見積価

格を提示しています。また、既存のバックオフィス部門を活用し、ブロー

カーや保険引受会社を保有しておらず、20名の顧客サービス担当専門員

しか擁していません。その結果、顧客経験価値を大幅に改善し、現在のカ

ナダ市場に創造的破壊をもたらしています。

議論は少し減らして、もっと行動を － データアナリティクスから満足を得るための戦術  EMEAの保険データアナリティクスに関するリサーチ 
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実用化および変革管理
実用化および変革管理 

成功に向けた組織形成はソリューションの一部にすぎず、インサイトに基

づく行動が最大の課題

明確なビジョンと戦略に加え、内部能力を考慮し 、エコシステムを活用し、

全社的に価値を生み出すと期待されるデータアナリティクス・プロジェクトの

ロードマップが策定された段階で、残されたのは適切な運用モデルを特定

することです。成功をもたらす運用モデルは、インサイトの提供だけでなく、

それを行動の基礎とし、実用化し、評価する方法の支えにもなります。

デロイトの調査では、成功に向けた組織形成は特定の1つの方法に限定さ

れないことが明らかになりました。また、インサイト主導型組織となるために

はコミュニケーションと変革管理が課題になることも示されました。このセク

ションでは以下、これらの課題について詳しく検討し、デロイトの推奨事項

を提示します。

運用モデルには明確な最適解が存在しない

データアナリティクスの価値を実現するには、組織のニーズを考慮し、効果

的な運用モデルを選択することが重要になります。現在、業界では広範囲

にわたる運用モデルが採用されています（図表9参照）。組織にとって「部

門型」モデルから出発し、成熟するにつれて「コンサルティング型」か「セン

ターオブエクセレンス型」モデルに移行するのが自然かもしれませんが、す

べてが合理的な組織形態であり、現在のところ、業界で最も成功を収めた

といえる特定のモデルは現れていません。

成功を収める明確な処方箋は存在しないため、保険会社は様々なモデル

を試みており、必要に応じて自身のアプローチを調整し、変更する必要が

あります。

図表9．現在の貴社の運用モデルはどれに類似していますか 

分散型 部門型 コンサルティング型    集中型  

アナリストは組織内の異なる

部門や事業単位に分散し、協

力関係がほとんどない。 

アナリストは、マーケティング

やサプライチェーンなど、分析

活動が最も活発に行われる部

門に所属する。

アナリストは中央グループに

所属して協力し合うが、内部

コンサルティングとして活動

し、サービス料を各事業

単位に請求する。

集中型 センターオブエクセレンス

（専門組織）型 
中央の事業体が、組織全体の事

業単位をまたぐアナリストの活動

を調整し、知識やベストプラクティ

スを共有するコミュニティを構築

する。 

成功に向けた組織形成

運用モデルでは、唯一のモデルがすべてに適合す

るという考え方は有効ではありません。アナリティク

ス部門の範囲および能力は、組織の現在および将

来の潜在的ニーズに基づいて決定すべきです。この

点で、ビジョン、戦略および活動のロードマップが重

要な役割を果たします。

組織の他の多くの部門と同様、データアナリティクス部門も一定の標準

化がなされることによって恩恵を受けます。反復可能なプロセスや能力

の集中化の確立は、企業にとって規模の拡大に役立つことがあります。

しかし、アナリティクスは、それによって生み出されるインサイトを利用す

る事業部門と切り離して実施すべきではありせん。データアナリティクス

は、恐らく他のどの支援部門よりも新しい発展途上の部門であることか

ら、本質的に事業部門のニーズに連動し、そのニーズが継続的に変化

するのに伴い柔軟性を示さなければなりません。

リーダーにとっての課題は、どの能力を中央から提供すべきか、そして

次に、中央に設置したその部門をITおよび最前線の事業サービスとど

のようにシームレスに連携させるかを決定することです。主要な利害関

係者を集めてどの分野の取り組みを重視すべきかを特定することは、

組織にとっての必要事項に対する全体的見解を確実に形成するのに有

用でしょう。

アナリティクス部門の範囲、規模および影響レベルは、アナリティクスに

対する事業部門の認識やインサイトに対する欲求が成熟するにつれ、

徐々に変化します。そのため、組織によっては、ある種類の運用モデル

から別の種類に切り替えることになる可能性があります。

センターオブエ

クセレンス（専

門組織）型

「現在は部門ごとにアナリティクスを実施して

いるが、今後、間違いなく部門横断的に実施さ

れるようになるだろう」

チーフアクチュアリー、EMEA 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5%

14%

28%

39%

14%

分散型 部門型 コンサルティング型

アナリストは1つの中央グルー

プに所属し、様々な部門や事

業単位にサービスを提供し、多

様なプロジェクトに取り組む。 
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メッセージは常に明瞭とは限らない

データに主導され、インサイトを希求するように組織のカルチャーを変革する

には経営幹部の支援が不可欠です。

調査対象の保険会社の大半が適切な方向の措置を講

じているものの、最高幹部のリーダーシップが欠けてい

るため、組織全体におけるアナリティクスの利点や威力

に関する理解が限定的にとどまっているとする回答者

が40％に上っています（図表10参照）。 

一部の人にとって、データを意思決定の基礎として使用するのは、思い切っ

た決断を要することであり、人々は、その新機軸の価値が証明されて初め

て、インサイト主導型の利点を信じ始めることがあります。

図表10．インサイト主導型になるためにカルチャーを変革するにあたり経営幹部の支援はどんな影響を与えていますか

明確な主導者が存在せず、

事業部門におけるアナリティ

クスの理解は非常に限定的

である。 

現地に主導者は存在するが、全

社的な役割を果たすことはなく、

アナリティクスの知識は各所に

散在する。 

グループの主導者の役割が新

たに形成され、部分的に全社的

なイニシアティブが実施されて

おり、アナリティクスの知識を広

めるために主要な支持者の訓

練が行われている。 

上級レベルの支援と擁護が存在

し、変革を担うコミュニティがアナ

リティクスの潜在力の完全な実現

に従事している。 

成功事例を広める

実にインサイトに基づく行動が行われるようにする

ための支援が十分強固であれば、しっかり練り上げ

られたイニシアティブのロードマップに従って実行す

ることにより、組織の他の部分に対して価値が証明

されるでしょう。機敏にアナリティクスの概念実証を

実施することにより、「プロモーション（普及活動）」のサイクルを展開し、ア

ナリティクスの内部ブランドを確立できます。

成功事例は経営幹部やスポンサーだけでなく事業部門全体に明瞭に伝

達しなければなりません。他の業種の諸組織は、実演、インターネットサイ

ト、Yammerグループ、Sharepointサイトおよびビジュアルインサイトのハ

ブを通じてこのことを実行しています。

「アナリティクスの必要性は理解しているが、その
運用で壁にぶつかっている」
チーフアクチュアリー、EMEA 

8% 31% 39% 14% 8%

明確なグループの主導者の役割

が存在し、組織全体にわたりアナ

リティクスに関する広範な伝達計

画が実施されている。 
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実用化および変革管理 

精神は一夜にして変わらない

組織内の全員がこの戦略を支持し、自身に利用可能なデータ、ツールおよ

びインサイトを活用する必要があります。強力なリーダーシップと経営幹部

の支援が存在しても、組織が変わらないことがあり、当然ながら一夜にし

て変わることはありません。特に、意思決定を支え、推進するために分析

によるインサイトに基づいて活動するようになるには、大規模なカルチャー

の変革が必要になります。

図表11には、ほとんどの場合、インサイトが意思決定に活用されているも

のの、予測的アナリティクスによるインサイトに基づく行動という点になると

依然として障害のあることが示されています。 

図表11．どのような意思決定の文化を持っていますか 

将来のシナリオを予測するために予測的アナリティク

スを活用すると答えた回答者は24％にとどまり、自動

化された決定や活動を推進するためにインサイトを活

用しているのはわずか3％にすぎません。 

その原因はしばしば、貧弱なデータやインサイトに対する限定的な信頼感

にあると想定されています。しかしながら保険の場合、その原因は、データ

アナリティクスに対する深く根ざした認識および直感に基づく意思決定から

脱却することへの抵抗感にも求められると考えられます。

その結果、保険会社は、予測して迅速に行動する能力から得られる競争

優位や創造的破壊という大きな機会を見逃しています。保険会社は伝統

的な考え方に縛られて、自動化された意思決定や人工知能がもたらし得る

利点を活用するのに必要な思い切った決断ができずにいます。

ほ と ん ど の

場 合 、 SME
の 知 識 と 直

感 に 依 拠 し

ている。

一 定 の 基 本

的な先見的な

データおよび

予測を活用し

ている。

インサイト主

導型のデータ

およびKPIを
活用して先見

的な見解を形

成している。

次 善 策 の 裏

付けとして予

測 的 ア ナ リ

ティクスを活

用 し て い る

が、一貫して

そうしている

訳ではない。

予測アナリティ

クスを一貫して

活用し、それに

基 づ い て 一 部

の自動化された

決 定 や 活 動 を

行っている。

0%

10%

20%

30%

40%

3%

35%

24%

35%

3%

「変革の推進に必要な努

力を過小評価しがちであ

る。当社にはデータサイ

エンティストがいるが、ど

う活用するのが最善か分

からない」
チーフアクチュアリー、EMEA 
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実用化および変革管理 

考え方の変革

直感に基づく決定が数多く見られます。こうした決定は、深い知識と経験に裏打ちされている場合も多いのですが、それ以上に多い

のは、意思決定プロセスを支えるデータおよびインサイトに対する信頼感（またはアクセス）が不十分なことに起因する場合です。根

底にあるデータ品質やアクセスの問題を解決することは課題の一部にすぎません。インサイトの利点を実現し、それに基づいて行

動するようになるには、深く根ざした認識を変革することも同様に重要です。

アナリティクスの変革を成功裏に進展するには、変革管理のスキルが不可欠です。アナリティクスを主導する際の複雑性とグローバルな対象範囲が

拡大するにつれ、様々な事業単位やカルチャー、地域など、その影響範囲も広がっていきます。変革とコミュニケーションのスキルは往々にして軽視お

よび過小評価されていますが、それなしにアナリティクスの変革を成し遂げることはできません。

インサイトを日常業務に組み込むには行動の変化を要求されます。一部の組織は、物理的環境の変化がそれに役立つことを見いだしています。より

柔軟な働き方の採用や革新的な作業空間の提供が職場環境を、生産性、協力関係およびイノベーションを高める場へと転換するのに有効な場合が

あります。活用されている最新のアプローチには以下のようなものが含まれており、一部の保険会社はすでにそうした作業空間を構築し始めてい

ます。

• デジタルオペレーションセンター：複数のデータビジュアリゼーションおよび企業全体の業績に基づく表示を備えた大型のタッチパネル

• デザインシンキングスペース：従業員が自身のソリューションやインサイトの途中過程を書き出すことを促すために周りをホワイトボードで覆われた

廊下、会議室および格納庫の場合さえある。

• ウェアラブル・ウォールーム（戦略司令室）：従業員が例えばバーチャルリアリティメガネやドローン、3Dプリンターなどで作業するための最新テクノ

ロジーを集約した場所。

• アナリティクス実験室：高度なデータビジュアリゼーションおよび設計の能力を備えた機動的なビルド・アンド・テスト環境。

物理的環境を変えることは組織カルチャーの変革を助長する1つの方法にすぎません。この課題の規模の大きさを考慮すると、複数の角度からこの変

革の行動計画に取り組むことが必要になります。その多くはこれまでのセクションで取り上げたものです。例えば、次のようなものがあります。

• コミュニケーションおよび需要の創出：人々に刺激を与え、インサイトに対する欲求を生み出すために、説得力のある将来見通しを作成し、可能性の

技術について教育し、組織全体に成功事例を広める。

• 成功に向けた準備：経営幹部および事業部門の強力な支援を確保することにより、確実にプロジェクトが理解され、インサイトに基づく行動がなされ

るように図る。データや技術の障害を回避する上で、プロジェクトの綿密な立案および優先順位付けが重要となる。

• 人材に関する新たな発想：パープル・ピープルを発見し、維持するためには、新しい人材獲得経路、イノベーションと連動するインセンティブおよび新

たな場所での探索が必要となる。

• 失敗に対する心構え：イニシアティブは失敗する場合もあることを受け入れ、その心構えを整え、失敗から学べるようにする。失敗すること、さらにい

えば早めに失敗することが重要である。サンドボックスタイプの環境と機敏性が鍵となる。



ケーススタディ：

変革推進者の重要性

• 成功を収めるにはスキルの結合が必要であるという認識の下に、ハブには

アナリティクスとデータサイエンスを、スポークには事業と変革のスキルを

配置した。

• インサイトを大量に生み出すだけでは十分ではなく、ビジネスケースを明瞭

に示し、利害関係者を新機軸に関与させ、得られたインサイトを行動に移

す能力が同様に重要であることを認識していた。

結果

アナリティクスに基づきインサイトを生み出し、活用するハブアンドスポーク・

モデルが構築されました。次のような任務を果たす変更推進者のおかげでプ

ロジェクトの成功率が高水準になりました。

• 前もってビジネスケースを明確に定める上で重要な役割を担う。

• データサイエンティストと事業部門を結び付ける。

• インサイトの採用を奨励し、変革の実行を支援する。
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課題

世界の上位20位に入る保険会社が競合他社に立ち後れていると認識し、

費用効率の高い方法で競争相手を追い越す方法を発見したいと考えまし

た。そして、スリム化された現地の「スポーク」チームの支援を受けてインサ

イトを大量に生み出すために、前もって中央にアナリティクス・ファクトリーを

設置することを決定しました。

アプローチおよび成功要因

スポークチームは、純粋なデータサイエンティストではなく、事業の知識を持

つ「変革推進者（change agent）」で構成されました。変革推進者は、現地

の事業単位と協力して事業上の問題点を説明し、ビジネスケースを特定し、

利害関係者の支持を獲得することができました。

中央のアナリティクスのハブからインサイトが返ってきたのを受けて、スポー

クチームはそれを事業に適用し、その結果、利点を実現し、価値をもたらす

ためにはどのプロセスを変更する必要があるのかを特定することができま

した。

主な成功要因として次のことが挙げられます。

• アナリティクスの受け入れを求めるリーダーのトップダウンの働きかけを

補完するために、変革推進者を通じてアナリティクスに対する事業部門の

需要を創出した。
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 IDOになる準備は完了？ 
IDOになる準備は

完了？

今回の調査では、現在EMEAの保険会社間にはアナリティクスの成熟度という点で著し

い差異のあることが明らかになりました。全社的にアナリティクスを採用するために必要

な能力に本格的に投資している保険会社はほとんどなく、大半は依然としてゆっくりと

徐々に前進しており、この先長い時間がかかると見られます。

スタートアップ企業の台頭、消費者の需要の変化および破壊的技術が登場す

る急速なペースを考慮すると、保険会社は市場シェアを維持しようとするなら、

速やかに戦術を変更して前に突き進まなければなりません。主要な構成要素

としてデータとアナリティクスを組織全体に組み込むことになります。それなし

では、最善を尽くしても失敗に終わるでしょう。

IDOの導入 
インサイト主導型組織（Insight Driven Organisation：IDO）とは、分析、データ

および推論を意思決定プロセスに組み込んだ組織を指します。IDOはアナリ

ティクスを、始まりと終わりのあるプロジェクトとは考えません。むしろ、意思決

定プロセスを支え、最も複雑な事業上の問題に取り組み、拡大するアナリティ

クスの趨勢に対応するためにインサイトをもたらす、組織全体にわたる中核的

な能力としてアナリティクスを捉えます。

 IDOの成熟度曲線 

段階 5 
インサイト主導

型組織

段階 1 
アナリティクス

が不機能

アナリティクスを意識してい

るものの、インフラはほとん

どあるいは全くなく、アナリ

ティクス戦略の定義に問題

がある

段階 2 
アナリティクス

が局在

縦割り構造の中でアナリ

ティクスを採用し、能力を

構築し、アナリティクス戦略

を明確に示している

段階 3 
アナリティクス

志向

臨時的に縦割り構造を

超えてアナリティクスの

能力を拡大し、主流の

事業部門に組み入れて

いる

段階 4 
分析的企業

広範な源泉からデータを

集約および結合して、有

意義な内容や新たな着想

に変換するためにアナリ

ティクスを標準化している

アナリティクスを変換して

すべての事業部門におけ

る意思決定を効率化して

いる
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IDOになる準備は

完了？

IDOのビルディングブロック 

IDOになる方法 
デロイトの経験によれば、有力組織はアナリティクス能力の確立という点で

大幅に進展しているものの、増加する情報量および拡大し続けるアナリティ

クスのインサイトへの需要に対応するために戦略、人、プロセス、データお

よび技術を構築するのにしばしば四苦八苦しています。デロイトは、最高

リーダーが自社をIDOへと移行させる際の指針として役立つように試験済

みの枠組みを作り上げました（上図参照）。個々のビルディングブロックは

途中で取り組むべき行動または行動の小グループを表しています。

IDOとなることは容易な課題ではなく、どれほど偉大であっても、CDOひとり

の努力と決意だけで実現できるものではないことは明らかです。しかしなが

ら、次の3つの主要な変革を実行することによって、保険会社にとって流れ

が一変するとデロイトは考えます。

1. 全体的アプローチを取り、短期的な戦術上の必要性ではなく、将来必

要となる全社的な能力に向けた計画を立案する。

現在、貴社はどんな種類の保険会社であり、将来どんな会社にしたい

と望んでいるか。この点に関して現在どんなことを実行しており、その

目標実現のためにどんな計画を立てているか。どんな変革が必要で、

その優先順位はどうなるか。

2. 将来的な能力を構築しつつ、迅速で、費用効率が高くかつ安全な方法

でデータ、技術および人材の最善の活用を図るためにエコシステムを

利用する。

内部ですべてを実行するための能力と予算があるか。そうすることは

効率的で賢明か。外部から何を集められるか。

3. アナリティクスの価値の恩恵を真に享受するためのアナリティクス関連

の取り組みにおいて変革管理を最優先することにより行動上の課題に

対処する。

アナリティクスに関連する変革の重要性を認識しているか。貴社は自

組織の中でどんな形でこのことに対処できるか。貴社のリーダーは正し

い模範を示しているか。

他の業種で起きているように、これらの重要な課題を認識して取り入れ、そ

れに対処すれば、業界のトップに立てるでしょう。それを敬遠して、変化は

自然に生じると思い込んだ場合は、急速に後に取り残されることになり

ます。

あなたが本レポートから検討に値する考えを得たことを願っており、本レ

ポートの発見事項についてさらにあなたと議論できることを楽しみにしてい

ます。

戦略

人

プロセス

データ 

技術

アナリティクスの

ビジョン
利害関係者管理 運用モデル イノベーション

バリュー・ドライバー

とビジネスケース

組織設計

需要および

優先順位付け

機敏性および

スケーラビリティ

変革の進展および

意思決定プロセス
知識管理

情報モデルと

データソース

プロセスの再設計 ガバナンス 利点の実現

ソリューション・

アーキテクチャー
ベンダー管理

データ品質

および管理

データの

収益化

セキュリティ、

信頼性および

継続性

リーダーシップ 人材

倫理および
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付録A － 調査について 

今回の調査では、EMEA全域にわたる68社の異なる保険会社から合

計102の回答が寄せられました。回答者には、預り資産総額に基づく区

分で欧州の上位10位の保険会社のうち8社が含まれています4。 

最高データ責任者および他の最高幹部（CEO、CRO、CMO、CFO、

CIOなど）からプライシングアクチュアリーや統括管理者（general 
management）に至る様々なレベルの管理者から回答がありました。 

図表12．全回答の国別比率 
CEO 

CIO 
CFO CMO 

CRO チーフアクチュアリー 

最高アナリティクス責任者 
データアナリティクス責任者

財務管理責任者

アナリティクス担当エンタープライズアーキテクト 

IT責任者 事業分野責任者 

顧客・データアナリティクス責任者

グローバル・アナリティクス・プラットフォーム責任者

損害再保険責任者  保険数理部門ディレクター 

国別データ責任者  クライアント担当ディレクター IT担当ディレクター 
インサイト・アナリティクス担当ディビジョナル・ディレクター   マネジャー 

戦略的計画マネジャー   マネジング・ディレクター

エンタープライズアーキテクトビッグデータ・プロジェクト・マネジャー

英国 南アフリカ スペイン フランス ポルトガル

チェコ共和国 ポーランド オランダ ベルギー

ドイツ スイス イタリア

9%

5%

5%

4%
4%

3% 2% 1%

25%

16%

16%

10%
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付録B － 刊行物へのリンク 

World Economic Forum –  
The future of financial services  
（世界経済フォーラム － 金融サービスの将来）

Turbulence ahead - The future of 
general insurance  
（迫り来る激動 － 損害保険の将来）

GDPR Compliance - The clock is ticking 
（GDPRの遵守 － 時が迫っている） 

The evolving role of the chief data 
officer in financial services - From 
marshal and steward to business 
strategist  
（金融サービスセクターにおける進化する

最高データ責任者の役割 － 保安官およ

び世話役からビジネス・ストラテジストへ）

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future__of_financial_services.pdf
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/financial-services/articles/turbulence-ahead.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/gx-fsi-evolving-role-of-chief-data-officer.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Risk/GDPR%20compliance.pdf
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付録C － 主要連絡先 

Belgium 
Arno De Groote 
Partner, Insurance Leader Belgium 
+32 2 800 24 73 
adegroote@deloitte.com 

Giovanni Di Marco
Director, Consulting 
+39 06 4780 5550 
gdimarco@deloitte.it 

UK 
David Rush 
Partner, EMEA Insurance Co‑Leader 
+44 20 7303 6302 
drush@deloitte.co.uk 

Olivier de Groote 
Luxembourg 
Thierry Flamand Alex Poracchia 

Partner, FSI Leader Belgium 
+32 2 749 57 12 
Oldegroote@deloitte.com 

Partner, Insurance Leader Luxembourg 
+352 45145 4920 
tflamand@deloitte.lu 

Partner, Consulting 
+44 20 7007 7804 
aporacchia@deloitte.co.uk 

Christophe Hallard  
Partner, Consulting 
+ 32 2 600 65 18 
challard@deloitte.com 

Netherlands 
Marco Vet 
Partner, Insurance Leader Netherlands 
+31 88 288 10 49 
mvet@deloitte.nl 

Kiran Sandhu 
Senior Manager, Consulting 
+44 20 7303 4884 
kisandhu@deloitte.co.uk 

Czech Republic 
Jiri Fialka Poland 

Mehul Nathwani 
Manager, Consulting 

Partner, Insurance Leader Czech Republic 
+420 246 042 622 
jfialka@deloittece.com 

Krzysztof Stroinski 
Partner, Insurance Leader Central Europe 
+48 22 511 0549 

+44 20 7007 6297 
mnathwani@deloitte.co.uk 

France 
kstroinski@deloitteCE.com IDO 

Toby Waldock 
Michel De La Belliere 
Partner, EMEA Insurance Co‑Leader 
+33 1 40 88 29 95 
mdelabelliere@deloitte.fr 

Portugal 
Joao Paula de Carvalho 
Partner, Insurance Leader Portugal 
+351 21 042 2509 

Partner, IDO Insurance Lead 
+44 20 7007 7951 
twaldock@deloitte.co.uk 

Natalie Williams 
Germany 
Christian Schareck South Africa 

Senior Manager, Consulting 
+44 20 7007 7473 

Partner, Insurance Leader Germany 
+49 22 1973 2466 
cschareck@deloitte.de 

Carl van der Riet 
Director, Insurance Leader South Africa 
+27 11 209 8115 

natalwilliams@deloitte.co.uk 

GDPR 

Dirk Siegel 
cvanderriet@deloitte.co.za Andrew Johnson 

Partner, Risk Advisory 
Partner, Consulting 
+49 69 9713 7402 
disiegel@deloitte.de 

Spain 
Jordi Montalbo 
Partner, Insurance Leader Spain 

+44 20 7303 7329 
andrewjohnson@deloitte.co.uk 

+34 932 53 37 33 Sean Smith 
Ireland 
Ciara Regan  
Partner, Consulting 

jmontalbo@deloitte.es 

Switzerland 

Partner, Risk Advisory 
+35 31 417 2306 
seansmith1@deloitte.ie 

+353 1 407 4856 
cregan@deloitte.ie 

Daniel Schlegel 
Partner, Consulting 
+41 58 279 6770 

Italy 
Vittorio Frigerio 

daschlegel@deloitte.ch 

Partner, Insurance Leader Italy 
+39 01 1559 7250 
vfrigerio@deloitte.it 

Nathan Jones  
Director, Consulting 
+41 58 279 6883 
natjones@deloitte.ch 

jocarvalho@deloitte.pt 
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巻末注

1. CBI Insights（CBIインサイツ）、 Trends in Insurance Tech（インシュアテックの動向）、2016年9月

2. Forbes online（フォーブス誌オンライン版）、2016年2月22日

3. Joint committee discussion paper on the use of Big Data by financial institutions（金融機関によるビッグデータ利用に関する共同委員会のディスカッション・ペーパー）

4. http://www.relbanks.com/top‑insurance‑companies/europe

日本における問い合わせ先

青木 計憲（Kazunori Aoki） 
パートナー

金融保険セクター リード

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

03 5220 8600 
kazaoki@tohmatsu.co.jp  

宮崎 茂（Shigeru Miyazaki） 
パートナー

金融保険セクター 監査担当

有限責任監査法人トーマツ

03 6213 1160 
shigeru.miyazaki@tohmatsu.co.jp 
 

後藤 茂之（Shigeyuki Goto） 
ディレクター

金融保険セクター 規制担当

有限責任監査法人トーマツ

03 6213 1162 
shigeyuki.goto@tohmatsu.co.jp 
 

編集担当

小林　正幸（Masayuki Kobayashi） 
マネジャー

有限責任監査法人トーマツ

03 6213 1160 
masayuki.kobayashi@tohmatsu.co.jp 
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