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変革に向けた

態勢の構築
損害保険会社はなぜ機動性を高める必要があるのか

保険会社が持続可能な収入や利益の成長を達

成する方法を探し求めている中で、より迅速に市

場の変化を捉えることができれば、高いリスク調

整後リターンを生み出し、競争相手より優位に立

つ大きな機会が巡ってきます。事業環境や需要

の変化は様々な保険種目の収益性に多様な影

響を及ぼしています。総合的な損害保険会社が

事業構成を微調整して、低迷する保険種目を縮

小する一方、今後優位になると見込まれる保険

種目を拡大・活用することができれば、全体的リ

スクを低減させつつリターンの改善の達成が可

能になるはずです。そのためには、事業戦略や

販売、人的資本、プロセス、資本配賦に対する

ポートフォリオ管理を柔軟に取り組む方法を検討

する必要があると考えられます。

この戦略の効果を上げるためには、保険会社

は、潜在的利益が最も高くなると見込まれるとき

に、競合他社よりも先に、新たな機会を捉える必

要があります。競争相手より先に動くためには、

有望な市場に目星を付け、定量化した上で、機

動的にギアをシフトするのに十分な柔軟性が求

められます。それを達成できるスピードが、マー

ケットリーダーと追随者を分ける決め手となり

ます。

スペシャルティ保険の例を見てみましょう（注を参

照）。成功を収めている総合的な保険会社は、多く

の場合、自社の標準的な種目を抱える損保部門や 

全体的な損保市場から得るよりも、高いリターン

をスペシャルティ子会社から得ています1。一部の

保険会社では、営業レバレッジが高く、価格設定

の自由度が大きいことが、そうした優位性をもた

らす主な要因ですが、その重要な原動力として、

スペシャルティ保険会社は、市況や現地の顧客

ニーズの変化に迅速かつ効果的に対応できる点

が挙げられます。それらのスペシャルティ保険会

社は起業家のビジネスモデルを使用しており、ビ

ジネス・リーダーはこのモデルに基づいて、収益

性を高める可能性を絶えず追求し、短期間で市場

シェアを取得することにリソースを集中させます。

スペシャルティ保険ほど数は多くありませんが、

個人保険でもそうした例が見られます。例えば、

ある全国展開する大手損保は、住宅保険種目に

おけるリスク選好の改善に向けた大規模な取り

組みの一環として、年齢と屋根の品質をマッピン

グすることにかなりの時間と資金を投入しまし

た。そして、業界の平均リターンを超えることを目

指して住宅保険への集中度を高めました。その

結果、業界全体のコンバインド・レシオを7ポイン

ト上回る高い業績を達成し、株主資本利益率

（ROE）は前年比10ポイント上昇しました。 

成功の重要な原動力は、

市況や現地の顧客ニーズ

の変化に、迅速かつ効果

的に対応する能力です。

*注：保険会社の子会社が、元受保険料収入の70％以上を「その他負債（Other Liability）」（認可スペシャルティ

（admitted specialty））保険または「エクセス&サープラス」（Excess & Surplus：E&S）ラインから稼得している場合、ス

ペシャルティ子会社とみなされました。保険会社は、全米保険監督官協会（National Association of Insurance
Commissioners：NAIC）への法定報告書においてE&Sを独立の保険種目として報告することを要求されていません。

そのため、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは個々の企業について、付表Tの「現在のステータス」欄を州ご

とに調べています。そして、認可のステータスが「サープラス・ライン」となっている、もしくは「登録されているが認可を受

けていない」州で徴収された保険料をE&S保険料とみなしています。

1 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス 
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「機動性」の定義

機動性とは、収益性変動の可能性から利益を上げるために、

各保険種目への集中および資本配賦を迅速に増減させる

保険会社の能力を指します。

経験的データによって裏付けられる理論

大手総合損害保険会社のポートフォリオを代表す

る6つの主要な損保種目から構成されるモデル・

ポートフォリオを使用し、種目間での事業規模の

変動を10％、15％、20％に制限する、という異な

る3シナリオにおいて、資本配賦が企業の収益性

全体に与える影響をテストしました。その結果、3
シナリオすべてで、保険会社は、各保険種目のリ

ターンの見通しに整合するよう資本配賦の意思決

定を下すことにより、ポートフォリオのリスクを低

減しつつアルファの拡大を達成する機会が得られ

ることが示唆されました（図表1）。 

図表1．企業が現代ポートフォリオ理論の活用によって創出し得るリターンの拡大および関連する 
リスク低減のシナリオ

想定された3つのシナリオ － 異なる保険種目への資本配賦を最大10％、15％、20％増減－の結果 

リターン拡大の可能性（bps） 
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れるポートフォリオのリスク調整後リターンを最適化す

る数学的考え方である現代ポートフォリオ理論

（Modern Portfolio Theory）の諸概念を用いる。

2. この分析は、個人用自動車保険、住宅保険、労働者

災害補償保険、火災保険（fire & allied line）、身元保

証保険（fidelity & surety）ならびに海上保険という損

保の6主要保険種目から構成されるモデル・ポートフォ

リオに基づいている。これらの保険種目は業界の年間

保険料収入の約70％を占める。

3. このモデルは過去の業界レベルのデータに基づいて

おり、モデル・ポートフォリオ中の収入比率に制限を設

けた上で事業構成を変化させることによりROEを改善

する機会をバックテストする。このテストでは、保険種

目間での事業規模の最大変化を前年比10％、15％、

20％に制限する3シナリオについて、収益性がどのよ

うな影響を受けるかを調査する。 
4. ポートフォリオのリスクは、過去のリターンの標準偏

差、保険種目間の相関およびウェイト（正味収入保険

料の比率）を使用したポートフォリオのリスク算定式を
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巨大客船の方向転換にたとえられるように、保険会社の現行ビジネスモデルは往々にして

複雑であり、短期的な市場機会への適応が遅れることがあります。

現在、保険会社の機動性の向上を妨げていると

考えられる要因

デロイトの調査によれば、総合的な保険会社の

標準的ビジネスモデルが、問題の根本原因の1
つである可能性が高いと考えられます。景気が

好調で、投資利回りが比較的堅調だった過去10
年強を振り返ってみれば2、その当時の損保市場

における成功は、保険会社が得る保険料の規模

に直接比例しており、こうした急速な拡大に最も

適合したビジネスモデルは分散型モデルでした。

しかしながら、分散型モデルは相互に独立した事

業単位を生み出し、ある意味でそれが不可欠で

した。こうした「縦割り型」の業務構造は、部門横

断的な協力だけでなく、内部リソースの共有や再

配分を妨げている可能性があります。巨大客船

の方向転換にたとえられるように、現行のビジネ

スモデルは往々にして複雑であり、短期的な市

場機会を素早く捉えるには、総合的な保険会社

の適応速度は遅すぎることがあります。

2 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス 

一方、分散型モデルにも意思決定の速さやより

高度な専門化といった利点があります。この点を

考慮すると、企業全体の機動性向上を実現する

解決策は、現行モデルを廃止することではなく、

全社的な柔軟性の向上に向け、保険会社内部

の縦割り組織間に橋渡しを構築することであると

考えられます。

機動的な保険会社に向けた変革の主要要素

他のどのような変革プログラムもそうであるよう

に、機動的な保険会社に向けた取り組みも複数

の要素を含んでおり、それらは保険会社の既存

能力に応じて変わります。言い換えれば、単一

の定型的な方式は存在しないと言えます。しかし

ながら、最も純粋な形態では、保険会社が「どこ

でプレーすべきか」「どのように勝利するか」とい

う2つの基本的な戦略的問題に直面した時に、

保険会社が、より迅速かつ決然と対応するため

の助けとなるでしょう。

• 「どこでプレーすべきか」について、保険会社

にもとめられることは、優位に立てる可能性が

高い保険種目を競争相手に先駆け、十分な確

信を持って決定した後、自社の能力に照らして

潜在的な市場機会を評価し、その評価に従って

計画を立案できるよう予測能力を強化すること

です。

• 「どのように勝利するか」について、保険会社

は、販売などの中核機能における機動的能力

を開発・導入することが必要となり、この取り組

みから最大の利益を上げることが可能になり

ます。

ここで提案する機動的な保険会社のアプローチ

は、5つの主要なビルディング・ブロックに特徴づ

けられる、新たな戦略的枠組みを設定し、より高

い柔軟性と機敏性を保険会社のビジネスモデル

に導入を可能にすることです。その目的は、保険

会社の日常業務において一連の調整を実施しつ

つ、長期的にも持続可能な競争優位を確立するこ

とにあります。
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損害保険会社の

現行ビジネスモデルの

限界
複数の障壁がダイナミックに保険種目間を移動する

保険会社の能力を制限しています

優位性を持つ保険種目へ迅速に集中度を高めた

いという保険会社の熱意は、依存関係にある多

数の組織上・業務上の制約によって往々にして

妨げられます。販売および商品や顧客に固有の

特性に関連する検討事項が摩擦を生み出し、保

険会社が注目対象を変更するスピードを制限し

ます。図表2は、保険会社が機動性を発揮するた

めに克服すべき主な制約要因を示しています。

これらの制約要因の存在は、基本的に保険会社

のビジネスモデルに根ざしている可能性が高いと

考えられます。損害保険会社は通常、顧客層や商

品種目、地域によって分割された複数事業部制 

から成る分散型構造に基づいて機能していま

す。この構造は一定の利点があるものの、こうし

た「縦割り型」の業務構造は最終的に、部門横断

的な協力や全社的な柔軟性を妨げる恐れがあり

ます。人員、営業予算、資本といった内部リソー

スは一旦配分されると、多くの場合、迅速な撤収

や再配分が困難です。その結果、保険会社は

往々にして短期的な市場機会を捉えるのに必要

な柔軟性を欠くことになります。

また、分散化は保険会社に専門化の利点をも

たらす反面、業務プロセスやITシステム、商品

プラットフォームが個々の事業単位と独自の

結び付きを形成するため、セクター間の横断的柔

軟性を阻害する可能性があります。例えば、保険

会社はゆっくりと時間をかけて、数十もの価格設定

モデルを持つ多様な商品を開発することが多く、そ

の結果、商品開発・管理が過度に複雑で長時間を

要するようになり、最終的にはリスク管理やコンプ

ライアンスにとって困難な課題となります。そして

同時に、戦略上および業務上の柔軟性が妨げら

れることになります。
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図表2．保険会社の柔軟性の向上を妨げる典型的な制約要因 

統一性のない資本算定

適切な人材の不足

縦割り的なインセンティブ構造

複雑な商品プラットフォーム

縦割り的なITシステム 

エコシステムの予測の不確実性

柔軟な

組織 

さらに、保険会社のパフォーマンス管理および報

酬構造も、意に反して柔軟性の障壁となり、途中

の軌道修正を困難にしている可能性があります。

その結果、損益責任を負う事業管理者は、会社

全体のパフォーマンスではなく、自分自身が担当

する部門や保険種目の売上や利益のパフォー

マンスを最適化することに意欲を燃やすため、全

社的には最適な成果を上げられなくなることがあ

ります。こうした状況は、保険会社が、事業に係

る経済面、会計面および規制面での対処におい

て、しばしば多数の資本管理アプローチを適用す

る結果、資本の算定が複雑で統一性を欠いてし

まうこととなり、状況が一層悪化してしまう可能性

があります。

その結果として、保険種目間の横断的な協力や

イノベーションを促進できず、業務の機動性を妨

げる縦割り的な業務構造が生み出されます。重

要なことは、こうした環境で業務を行う保険会社

は、往々にして、市況の短期的変化に基づいた

収益性に対して、大局的な見通しを重視すること

ができなくなる点です。こうしたモデルは、能力の

活用が通常、懸念事項とならない高度成長期に

は適切かもしれません。しかしながら、保険会社

が、保険種目や商品に対してとりわけ影響を与え

かねない別の景気サイクルを経る際、縦割り的な

分散型構造は、長期的に企業全体としては最適

なパフォーマンスに達しない恐れがあります。

したがって、総合的な損害保険会社は、ある保険

種目が他に比べ急激に好調または不調になる事態

に対して、保険種目の構成およびそれらに配賦さ

れる資本やリソースをダイナミックに調整する能力

を構築する利点を検討するべきです。その結果、社

内の混乱を最小限にとどめつつ、より迅速かつ効

果的に対応することが可能になります。

この難題について解決策を探るにあたり、スペシャ

ルティ保険市場や他の業種から得られる教訓を検

討することが有益です。以下では、ケーススタディ

の形で3事例を示します。 
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顧客の需要を予測する

リテール業界のケーススタディ

数年前、ワンショルダー・カクテル・ドレスの需要が爆発的に高まり、小売業者は先を争ってこの「人気商品」を仕入れました。しかし、わずか数週間でこ

の商品は流行遅れとなり、売れ残った在庫は安売り商品の棚にあふれ、最後は赤字覚悟の値引きとなりました。明らかに、ファッション小売業は、急速

に変化する顧客の嗜好に、リアルタイムで追随していかなければならない業種の1つです。 

ロンドンビジネススクールが発行するビジネス・ストラテジー・レビュー誌3に掲載された論文で著者のドナルド・サルとステファノ・ツルコーニは、欧州のあ

る小売業者が、伝統的なデザイナー・プッシュ型のモデル（デザイナーが何を「流行らせる」か主導）に依存するのではなく、オポチュニティ・プル型のアプ

ローチ（小売業者が市場の変化に迅速に対応）を採用することによって、この難局を成功に導いた事例を引用しています。

著者らの調査によれば、その会社は、多数の情報源から得られるリアルタイムのデータを継続的に調べて分析し、顧客の好みに影響するファッションや

ファッション以外の動向を研究しました。この分析の目的は、正確な長期的予測を行うことではなく、短期的に起こりうる機会や脅威を示すデータの中に

存在するパターンを見い出すことでした。

その会社はまた、店舗 － デザイナー － 製造業者という効果的なコミュニケーション・ループを通じて市場の動きに精通しており、それが顧客の好みをよ

り正確に判断する一助となりました。例えば、店長は、注文や販売の動向といったハード・データだけでなく、顧客の反応や新スタイルをめぐる「うわさ

（buzz）」という形のソフト・データもデザイナーにフィードバックしました。店長は、顧客が試着しながら購入しなかった何百着もの品物にくまなく目を通し、

その理由を突き止め、デザイナーに伝えられるパターンを見つけ出そうと努力したのです。

その会社は、こうした先を見越した草の根的な戦略を使用することにより、業界平均では6カ月を要するところわずか数週間で市場の変化を捉えて対応

することができました。そして、保守的な競争相手に対し大幅に優位に立つことができたのです。

3 Donald Sull and Stefano Turconi, “Fast Fashion Lessons,” Business Strategy Review, Summer 2008; 
http://donsull.com/wp-content/uploads/2013/07/summer_08_sull_et_al.pdf. 

保険業界にとっての教訓

保険会社にとって、このファッション世界のケーススタディは、短期的な機会と脅威を捉えるには、複数の情報源、特に顧客に最も近い関係者から得られ

る需要関連の変数をリアルタイムで追跡し、分析することが重要であることを浮き彫りにしています。

また、サプライヤーが、顧客とのタッチポイント（接点）すべてにわたる有用なハードおよびソフト情報を収集して、それを財務や事業の意思決定者にフィー

ドバックできる態勢を確立することも重要であることを示しています。

これらのステップは、保険会社が需要動向をより正確に予測し、さらには様々な事業セグメントが生み出し得る利益をより効果的に予測するのに役立ち

ます。

http://donsull.com/wp-content/uploads/2013/07/summer_08_sull_et_al.pdf
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柔軟な提供モデルの構築

自動車業界のケーススタディ

金融危機以後、顧客の選好が急激に変化し始め、生産される自動車モデルと需要との間にずれが生じました。大半の自動車メーカーは「1つの組立ラ

インに1モデル」というアプローチに従って操業していたため、最大生産能力を超えて稼働せざるを得ない組立ラインがある一方、使われない組立ラインも

存在するという状況に陥り、全体的な効率性が低下しました。

米国のある大手自動車メーカーが採用した解決策は、組立ラインを柔軟にするというものでした。同社は主力工場の刷新のために投資し、様々なモデル

を生産できるようにしただけでなく、従来型と電動式という異なる種類のパワートレインも備え付けました。この刷新は、工場の関連労働者が異なるパワー

トレイン・システムのモデルを生産・修理できるようにするクロストレーニング・プログラムによって支えられていました。その結果、同社は、ほとんどあるい

は全くダウンタイムなしに生産設備を切り替えて、2つの異なるプラットフォーム上で最大6種類の異なる自動車を生産できるようになりました。 

この巨大自動車メーカーは、柔軟な組立ラインを使うことにより、ダウンタイムを縮小しただけでなく、対象となる市場の需要変化に素早く対応するため、

生産する自動車の構成を変えることも可能になりました。

保険業界にとっての教訓

保険業界の現在の「製造」プロセスと自動車業界の「1つの組立ラインに1モデル」の構造との間には類似性が見られます。大半の保険会社のビジネスモ

デルは、保険種目、顧客セグメント、地域、またはこれら3つの組み合わせによって構築され、それを営業、保険引受、契約管理、顧客サービスおよび保

険金支払といった専任の中核機能が支えています。たいていの場合、これらの諸部門は、資本、リスクアペタイトおよび人員に係る固定的な業務能力を

確定して業務を行っています。大手保険会社を中心に、複数の事業単位に横断的なリソースを共通のサービス・センターや中核的研究拠点（center of 
excellence）に集約しようという傾向が拡大しつつありますが、これらの事業単位間の相互関係やリソースの共有は通常、人事、IT、一般管理といった営

業支援機能に限定されています。

資本やリソースの配賦は、本レポートで取り上げたポートフォリオ理論のアプローチによって改善を図ることができますが、業務モデルの柔軟性の向上

は、次のセクションで検討する柔軟な人員配置などの取り組みによって達成可能になります。
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市場への参入と撤退を可能にする環境の構築

スペシャルティ保険のケーススタディ

米国のある大手保険会社は、持続可能な保険引受の優位性を重視して、迅速に保険種目への参入と撤退を可能にする事業環境を構築し、価格動向の

展開や新たな事業機会の出現に応じていくことを目指しました。

スペシャルティ保険会社は、特定のリスク・クラスの取扱いについての知識のおかげで本質的な競争優位性を備えていますが、標準的な総合保険会社に

は、業務モデルについて、依然としてスペシャルティ市場から学ぶべき教訓が存在します。

その保険会社は、出現しつつある機会の可能性を評価するため、会社内の「スタートアップ」ベンチャーに資金を投入し、これにより迅速な商品の導入が可

能になりました。同時に、その会社はすべての事業セグメントについて、保険引受能力を強固にすることに投資し、その結果、あまり経験のない競合他社

よりも強い確信を持って、様々な条件下においてもセグメントの収益性をモデル化することが可能になりました。これは、プラスの成果をもたらす可能性が

最も高いポートフォリオを構築するリスクを選定する一方、利益が期待を下回ると予想されるリスクから撤退または軽減することに貢献しました。

この会社は、経営幹部の行動を利益目標に一致させるために、一連の目標を導入し、それを業績の測定基準としました。つまり、子会社の経営陣は収益

性の改善および価値の創出について報賞を与えられたのに対し、全社レベルの経営陣は、組織全体のリターンを最大化するために各保険種目にどのよ

うに資本を配賦したかについて査定されました。

こうした規律の成果は最終的に会社の損害率に現れました。2011～2015年の損害率が平均62％と、業界平均を大幅に下回ったのです。これは、同社の

財務成績が優位となる大きな要因となりました。

保険業界にとっての教訓

このケーススタディは、資本を保険種目間でダイナミックに配賦する利点を明らかにしています。こうした戦略を実現させるカギとなるのは、有利な価格

でのみ保険契約を引受けるノウハウと経営規律を持つことと、一方で、過小評価される可能性のあるリスクを拒否することです。同時に、一連の適切な

パフォーマンスに基づく報酬を整備することが、この最重要の規律を機能させる重要な要素となります。

標準的な保険会社とスペシャルティ保険会社のいずれも、異なる保険種目ごとに収益性を分析する能力に投資すると同時に、一連の適切なパフォーマンス

目標を導入・執行することにより、この戦略を模倣することができます。
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機動的な保険会社に

なるために
機動的な保険会社の特徴

機動的な保険会社は、「どこでプレーすべきか」

および「どのように勝利するか」をより効果的に

見極める、複数のカギとなる能力を備えているこ

とと、定義されます。

そうした保険会社は、個々の保険種目の貢献度

に係る予想や、最適な事業構成を極めて明確に

把握しています。また、マーケット・インテリジェン

スの提供と同時に、重点商品や価格設定の変

化に迅速に順応する能力を備えた、機動的な販

売部門を有しています。さらに、事業運営におい

ては、強化される保険種目が必要とする追加的

な作業量を、シームレスに消化するだけの柔軟

性を備えており、その逆も言えます。大事なこと

として、このような組織は、柔軟性を中核の適応

能力として認識し、参加と協力を動機付ける文

化を有しています。

柔軟性および変革の枠組み

以下では、損害保険会社が変革を成し遂げて機

動性の向上に貢献し得る5つの要素を含む、「柔

軟性の枠組み」を定義します（図表3参照）。 

• 第1の要素「ガバナンスと管理における柔軟性」

は、変革の組織的な遂行と、新たな機動的なプ

ロセスの継続的実施および維持を確実なものと

します。

• 次の2つの要素「マーケット・センシング（市場感

知）」と「商品ポートフォリオ分析」は、「どこでプ

レーすべきか」の一部を構成し、保険会社のリ

ターン最大化のために向かうべき方向を特定し、

合意形成を支援することが意図されています。

• 最後の2つの要素「販売の柔軟性」と「中核業務

の柔軟性」は、「どのように勝利するか」の一部

を構成し、保険会社のより効率的かつ効果的な

目標到達の支援を目指すものです。
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図表3．機動的な保険会社の柔軟性の枠組みを構成する5つの要素 

1. ガバナンスと管理における柔軟性

機動的な保険会社になるためには、組織全体の

関係者の関与が必要となります。したがって、「機

動性」を戦略上の最優先事項として認識し、保険

会社の執行委員会がこれを所管しなければなり

ません。集中対象の移動および資本やリソースの

大規模な再配賦の最終的な決定権は、執行委員

会に付与されます。

しかしながら、保険会社の柔軟性への取り組みに

は、最高責任者（CXO）の直接的関与に加え、保

険種目責任者の積極的な参加も必要です。これ

を達成する1つの方法として、経営チームを拡大

し、最高責任者と保険種目責任者で構成される

「柔軟性委員会」を設置することで機動性の取り

組みを進めることが考えられます。

柔軟性委員会の主な任務は、商品ポートフォリオ

分析から得られる知見のほか、会社の強みとポジ

ショニングに基づいて、特定の期間における会社

の最終的なポートフォリオ構成を決定することで

す。これにより、保険会社は、開発すべき新商品や 

追加的な保険種目のより効果的な特定、既存商

品の強化、さらには様々な保険種目の拡大や縮

小のベンチマーク目標の決定が可能となります。

また柔軟性委員会は人事部門や個々の業務チー

ムと協力して、柔軟性をキー・コンピテンシー（主

要能力）として認識するとともに、こうした要求を

組織文化の中に根付かせるための業績尺度や

インセンティブを構築することも必要となります。

重要なのは、保険種目の責任者が、リソース再

配分の背後にある理由を完全に理解した上で、

短期的に従業員が受けるマイナスの影響を最小

化するための措置を講じることです。保険会社

は、新たに重視される保険種目から見込まれる

追加アルファを財源として、重要項目からはずさ

れる従業員に追加的なインセンティブを確保する

ことまで検討することが望まれます。

この取り組みは柔軟性を組織全体の戦略的最優

先事項に位置付けるものであることから、柔軟性

の取り組みを協調的に推進するために「最高柔

軟性責任者（chief flexibility officer）」を任命する 

ことが望ましいでしょう。この場合、それを既存の

経営チーム・メンバーの追加的な責務とするこ

と、あるいは必要に応じて経営陣の追加的ポジ

ションとすることも可能と考えます。そうすれば、

導入プロセスや日常的な機動性関連の業務を監

督する柔軟性委員会の負担を軽減することにも

なるかもしれません。

このプロセス全体を通じて柔軟性のガバナンス

は、柔軟性委員会または他の何らかの統治メカ

ニズムの形で、内外の関係者とコミュニケーション

を図る責任を負い、この取り組みへの自覚、理解

および支援を確実にします。

機動性を戦略上の最優先

事項として認識し、保険会

社の執行委員会がこれを所

管しなければなりません。

中核業務の柔軟性

• どうすれば適切な時期に適切な人材を

適切な場所に配置できるか

• どうすれば継続的にリソースの生産性を

改善できるか

マーケット・センシング

• 今後数四半期にどの保険種目が優位

性を有する可能性が高いか

• どうすれば競合他社よりも適切に先を

見越して動けるか

ガバナンスと

管理における

柔軟性販売の柔軟性

• 需要を調整するにはどの販売手段を活用する

必要があるか

• どうすれば代理店が異なる保険種目を販売で

きるようになるか

• どのようにして代理店や顧客の忠誠心を守るか

商品ポートフォリオ分析

• どの自社商品が最大のリスク調整後リ

ターンをもたらすか

• 考え得る最善の商品構成はどのような

ものか

ど
こ
で
プ
レ
ー
す
べ
き
か

ど
の
よ
う
に
勝
利
す
る
か
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さらに、同委員会は、柔軟性の展開過程を継続

的に監視してレビューするプロセスを確立すると

ともに、この取り組みを促進するため、継続的に

学んだことに基づいて微調整を行う態勢を整える

べきです。

2. マーケット・センシング

このステップでは、保険会社は、業種、顧客セ

グメント、地域といった数個のパラメータを用い

た、全商品の様々なプライス・ポイントおよび保

障内容における収益要因について、独自の理

解を形成します。こうした理解と保険会社内部

の市場調査能力（予測モデルを使用して商品

の需要や価格動向などのパラメータを推定）が

リスニング・ポストによる

予測の改善

保険会社は、体系的に販売

チャネルから定性的・定量的

なマーケット・インテリジェン

スを収集し、保険種目全体

にわたりその情報を総合

し、さらにそのデータを事業

部門と財務部門全体に伝達

することによって、市場の

動きに精通するようになり

ます。

相まって、保険会社は商品ポートフォリオについ

てより信頼できる見通しを形成できます。

さらに保険会社は、既存の市場調査能力からの

インプットと、最前線の「リスニング・ポスト（情報収

集の拠点）」、すなわち代理店およびブローカー、

あるいは営業部門が直接提供する、定期的に更

新されるフィードバックを組み合わせることによ

り、早期にそうした動向や機会を発見する機会が

得られます。

ほとんどの保険会社は、すでに販売業者からフィー

ドバックを入手するようになっているでしょうが、た

いていの場合、単一の報告システムを通じて提

供されておらず、また、短期的な機会に関連する

知見を導き出す分析も行われていません。その

ため、保険会社は現時点でこの情報の恩恵のす

べてを実現していない可能性があります。

予測モデリングが保険会社のバリュー・チェーン

全体に行き渡るようになり、またアナリティクスが

次第に保険会社の日常業務に定着している状況

にあって、販売業者を通じた、組織的で実用的な

マーケット・インテリジェンスは保険会社にとって

十分手の届くところにあります。こうした直接的な

データと併せて、個々のセグメントや関連するマ

クロ経済的状況の総合的な分析に基づいたかな

り詳細な保険数理的評価を利用することにより、

従来以上に広範で影響力のあるマーケット・セン

シング・レポートが作成されます。

しかしながら、リスニング・ポストの確立は機動的

なビジネスモデルの構築の前提条件ではありま

せん。アーリー・ムーバーではなくファスト・フォロ

ワーとして自身を位置付けることを選択した保険

会社は、代わりに、競合情報分析（competitive 
intelligence）や、将来予測のための市場調査お

よびヒストリカル・データの分析を組み合わせるこ

とにより、自身のマーケット・センシングを確立す

ることが可能です。

それでもなお、機動的な保険会社は総じて、最善

の市場機会がどこにあるかについて決定を下す

ため、多数の情報源からデータを収集して総合す

る必要があります。

3. 商品ポートフォリオ分析

追加アルファの獲得には、マーケット・インテリジェン

スおよび短期的な利益要因の理解に基づいて、ど

の保険種目が望ましい目標利益を生み出す可能

性が高いかを予想する必要があります。それを成

し遂げるには、保険会社は、新規契約高や保険料

率の動向といった先行指標のほか、全般的なマク

ロ経済動向に基づいて、現在および予想されるポー

トフォリオのパフォーマンスに関する包括的見解を

形成することが必要となります。そうしたデータは、

意図する報告対象者に応じて様々な切り口から分

析し、評価することが可能です。

今回の調査中、一部の保険会社では、各保険種

目の業績をコストベースで正確に分析するために

十分な会計インフラが、依然として整備されていな

い可能性が高いことがわかりました。この場合、財

務部門を変革して、各保険種目の業績について信

頼性の高い情報を経営陣に提供できるようにする

ことが、保険会社の出発点になると考えられます。

そのためには、ROEなどの業績パラメータを計算

する一般的な手法、および各商品への費用賦課に

ついて透明性の高い方法が必要となります。これ

により、保険会社は、現在の商品ポートフォリオの

業績表に加え、次のレベルの分析に必要な基礎的

情報を入手できるようになります。

また保険会社は、1つの包括的な資本管理システ

ムの下で経済および規制上の要因を説明する、内

部的リスク調整後自己資本充実度の枠組みを構

築することが必要になるかもしれません。

ビルディング・ブロック

• 経営幹部の支援

• 柔軟性委員会

• 最高柔軟性責任者

• 明確な財務目標

• パフォーマンス管理

ビルディング・ブロック

• 利益の原動力の追跡

• リスニング・ポスト

• 需要と価格の見通し

• 収益性の感応度分析
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資本に関する総合的な見解を持つことにより、保

険会社は、商品別およびリスク・タイプ別にリスク

の徹底的なボトムアップ分析を行うとともに、各リ

スクへの特定のエクスポージャーを軽減するた

めの最も有意義なアプローチを適用することが

可能になり、価格設定や保険引受における透明

性と一貫性が向上します。こうした戦略は、保険

会社が、様々な保険種目によって消費される資

本をより詳細に理解する上で有益であり、様々な

保険種目別のリスク調整後資本収益率の評価

の改善を可能にします。

企業は、センシング・データを現代ポートフォリオ

理論（MPT）の概念に統合することにより、最適

な商品構成を特定することが可能になります。そ

の際、最も可能性の高い最適な商品構成にたど

り着くために、様々な変数やパラメータについて

商品ポートフォリオの徹底的な感応度分析を実

行します。MPTは、保険会社が具体的にどの保

険種目を段階的に拡大または縮小するかを特定

可能にするだけでなく、どの程度の資本や他のリ

ソースを保険種目間で移動すべきかについての

見積り、および予想されるリスク調整後リターン

への寄与度も示すことができます。

こうした情報はすべての事業単位の責任者およ

び柔軟性委員会と共有すべきです。同委員会の

メンバーは、実際の経験に基づき、組織が目標と

する事業構成の最終決定に貢献することができ

ます。

4. 販売の柔軟性

ポートフォリオの見直しに関する決定を実際の成

果に結び付けるには、保険会社は、需要管理の

ための様々な手段を調整する必要があると考え

られます。その際、目指す成果に応じた手段を使

用すべきです。特に、販売業者や顧客と保険会

社との関係に起こりうるダメージを抑えるようにす

べきです。

それを達成するために、保険会社は、価格設定

や保険引受の方針を変更することによって、特定

の保険種目、商品または地域を非重点化するこ

とができます（図表4参照）。特定の保険種目を拡

大するための方法としては、その種目について支

払われる標準的な手数料を上回る追加的なイン

センティブ報酬の代理店やブローカーへの提供

が挙げられます。

例えば、保険会社が全く新たな保険種目や別の

地域に参入しようとする場合など、時には、そうし

た商品や地域への保険提供能力を有する代理

店やブローカーと新たな関係構築が必要になる

こともあります。新たな保険種目や国で、迅速に

保険を取り扱えるようになるには、ホールセール

業者と契約する必要があるかもしれません。ある

いは、保険会社はそうした保険を直接、消費者に

販売することによって事前調査を行うことを選択

するかもしれません。

いずれにせよ、保険会社は、自社商品の販売業

者の信頼と忠誠心を維持するために、戦略や

保険会社は、販売で過ちを

犯した場合、「最後に頼る保

険会社」と呼ばれるリスクを

自覚しなければなりません。

重点対象の変更の背後にある理由を、販売業者、

特に主要代理店に前もって伝達する代理店確保プ

ログラムを策定する必要があると考えられます。

この点に関して、技術的なソリューションが役に立

つ可能性もあります。どのような調整が必要になる

としても、それを正確に特定して加速するために、

価格設定などの商品の特徴について需要の感応

度分析を行う際、高度なアナリティクスがそれを容

易にする可能性があります。保険会社は、インセン

ティブ管理システムによって、迅速な手数料の調

整、複雑な支払方式の管理、また、一定のセルフ

サービス機能を代理店に提供することが可能にな

ると考えられます。

保険会社が特定の保険種目の非重点化を決定し

た場合、専属代理店（captive agent）はそれに代

わる保障を得る先がないことがあるため、多くの場

合、ブローカーや独立系代理店に比べ、完全に顧

客を失うリスクが高いことに注意すべきです。

図表4．特定の保険種目を重点化または非重点化するための手段 

販売やマーケティングに関わる手段 商品に関わる手段

• 新契約に対するインセンティブ • 価格設定

• 代理店の販売支援 • 保障条件

• 直接的な担当者に対する数量インセンティブ • 付加価値サービス

• 的を絞ったマーケティング支援

また保険会社は、1つの包括的な資本管理システムの下で経済および規制上の要因を考慮

に入れた、内部的リスク調整後自己資本充実度の枠組みを構築することが必要になるかもし

れません。

ビルディング・ブロック

• 強固な会計インフラ

• 包括的な資本管理システム

• 現代的なポートフォリオ分析

• 事業単位の関与
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そのため、独占的販売業者を抱える保険会社

は、専属代理店に対して追加的な保険種目の推

奨や、恐らくは他の金融商品・サービスも販売す

ることによって事業能力を拡大することを推奨し

（必要に応じてトレーニングや支援を提供）、その

結果として、専属代理店自身の柔軟性を強化し

つつ、そのバリュー・プロポジションおよび長期的

な存続可能性の改善を図ることができます。また

保険会社は、独立系代理店やインターネットを通

じた直接販売など、より柔軟な販売チャネルへと

少なくとも部分的に多様化することによって、専

属代理店のチャネルへの依存度を引き下げる検

討も可能です。 
 

 
 
5. 中核業務の柔軟性 
5番目の要素は、保険会社の中核的な日常業務

に柔軟性を浸透させる取組みです。実際、保険

会社が迅速なギアの入れ替えをする際、柔軟性

によってその成否が分けられる分野が存在しま

す。ネックになる可能性のある分野としては、営

業・マーケティング、コール・センター、契約管理、

保険引受および保険金支払などがあります。 
 
保険会社は、戦略的意図、現時点の自社業務の

適応能力、およびクロストレーニングの実行可能

性に応じて、業務の機動性を改善するため以下

のような様々な解決策を適用できます。 
 
• 自動化の拡充 
• 共有サービス 
• 柔軟な人員配置 
 
最初に、保険会社はすべての支援機能を分析

し、常に長期的目標を視野に入れながら各営業

サポート機能について個別的な戦略を立案すべ

きです。 

例えば、特に標準化された商品についてストレー

ト・スルー・プロセッシング（全面的自動処理）の

必要性が高まっている状況の中で、保険会社は

可能な場合、保険引受や保険金支払査定の自動

化を継続できるでしょう。また保険会社は、とりわ

け商品見積、申込手続、保険引受、保険証券発

行および初回保険金支払査定などの活動を自

動化することで、スピード、効率性およびコストパ

フォーマンスの改善を達成できるでしょう。 
 
また保険会社は柔軟性における人事の構成要素

を無視すべきではなく、アンバランスな人材活用

に対処する革新的なアプローチを検討すべきで

す。人は潜在的な機会より変化のリスクの方が大

きいと考える傾向があり、または損益に責任を負

う事業管理者は優秀な人材を手放したがらない

ため、往々にして従業員が事業単位に固定化さ

れます。 
 
したがって、保険会社が従来より頻繁な拡大や縮

小に着手しようとする場合、適切なインセンティブ

を導入することが不可欠になります。業務チーム

や人事チームは、チーム間、事業単位間、部門

間および地域間で変化する人員の必要性に絶え

ず注意を払い、先を見越して部門間を超えた人

員配置（cross-staffing）の選択肢や負担の分散の

仕組みを提案する態勢を整えるべきです。こうした

慣行を導入するには、適切な水準のトレーニング

を提供すると同時に、組織全体でできる限りプロ

セスの文書化や標準化を推し進める必要があり

ます。 
 
デロイトの分析によれば、柔軟な人員配置は、営

業・マーケティング支援や顧客サービス・センター、

契約管理などの機能について、適用しやすい可

能性がより高く、またデータ・サイエンティストやニッ

チなIT能力を備えた人材など比較的希少な技能

者についても可能です。 
 
さらに保険会社は「ブリッジ・チーム」の設置を検

討することもできます。これは、複数の保険種目

や機能にわたる複合的なトレーニングを受けた

トップクラスの人材で構成される、少人数の常設

グループで、追加的アルファ獲得のために必要

に応じて「人材派遣（flex）」を行います。 
 

 

ブリッジ・チームの人材は、重点分野の戦略的

シフトが開始された時点で、人材や技能者の総

員を増減するために、様々な保険種目（最も可

能性が高いのは隣接する種目）に配置されま

す。個々の保険種目は引き続き（現在のビジネ

スモデルに従って）一定数の専任要員を擁する

一方、追加的な人員の必要が生じた期間（少な

くとも短期的には）、ブリッジ・チームによって対

応することが可能になります。 

ビルディング・ブロック 

• 需要の感応度分析 

• 事前の伝達 

• インセンティブ報酬管理システム 

• 代理店確保プログラム 

ビルディング・ブロック 

• 中核的な技術ソリューション 

• 部門間の横断的人員配置プロセス 

• 保険種目間の横断的トレーニング 

• ブリッジ・チーム 
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計画から実施へ
機動的な保険会社になるには、数年を要する可能

性があります。重要な準備手順の1つは現在の能

力の評価を実施することです。この「柔軟性診断」

（図表5）は、柔軟性の5つの要素を軸に構成され

た一連の質問から、保険会社が機動性の変革中

に影響を受ける公算の大きい主要機能の現状を

評価することができます。この評価ツールは、イン

タビューやチェックリストを通じて行われ、保険会

社がより高い柔軟性を組織構造に浸透させるの

に必要な期間や努力の総量を、比較的素早く推

定するのに役立つでしょう。

図表5．柔軟性診断 

*注：これは柔軟性スコアの例です

柔軟性スコア* 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

主要評価項目

• 保険ポートフォリオや資本配賦を定期的に見直すカルチャーを有しているか

• 少なくともCEO、CXOおよびすべての保険種目／部門の責任者が関与する、包括的で協力

的な意思決定構造を有しているか

• 会社は、保険種目間で知識を共有するための正式なプロセスを有しているか

• マーケット・インテリジェンスを収集する専任の事業分析チームを有しているか

• 市場動向に関する情報を代理店／ブローカーから正式に収集しているか

• 高度な需要予測を行うための技術や人材を有しているか

• 各保険種目の収益性の見通しに基づいて資本配賦の決定を行っているか

• 経済および規制要因を考慮に入れた、内部的なリスク調整後自己資本充実度の枠組みを有

しているか

• 組織全体のパフォーマンスを分析するために高度な財務概念を利用しているか

• インセンティブ報酬管理などのシステムを利用して代理店やブローカーの手数料を処理しているか 
• CRM（顧客関係管理）システムを利用して広告宣伝その他のマーケティング活動を取り扱っているか 
• 標準的な規則がそろっており、例外の数が限定的であるといった、商品価格設定の戦略が比

較的簡明なものとなっているか

• スタッフが複数の保険種目に携われるようにクロストレーニングを実施しているか

• 複数の種目に携われるよう、部門間を超えた人員配置の機会をスタッフに提供しているか

• 中核業務においてテクノロジーを活用しているか

中核業務の

柔軟性

販売の柔軟性

商品ポートフォリオ

分析

マーケット・センシング

ガバナンス管理の

柔軟性
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4 Jac
 
ob Bruun-Jensen and John Hagel III, “Minimum Viable Transformation,” Deloitte University Press, April 15, 

成功に向けた実験的な試み

他の変革プロジェクトと同様、柔軟性の取り組み

でも、保険会社は、惰性を克服し、効果的な変更

管理を行うために段階的なアプローチを取る必要

があります。そのために、最初に、資本の調整を

比較的実行しやすいセグメントや保険種目におい

て実験的に着手すべきです。

重点事業を再調整するスピードが、機動的な保険

会社の本質的特徴であるとすれば、検討対象とな

る保険種目の「隣接性（adjacency）」の特性が

「制限速度」を決定します。保険種目の隣接性は、

保険会社の販売チャネルの柔軟性のほか、検討

対象の商品種目間、特に提供および支援機能に

要求されるスキル・セットならびにサービス提供す

る顧客セグメント間の類似性により特徴づけられ

ます。本レポートにおける機動性とスピードの枠

組みでは、隣接性は摩擦の指標として捉えられ

ます。

図表6が示すように、排他的な代理店は独立系代

理店やブローカーに比べチャネルの柔軟性が低く

なっています。その理由は、保険会社が商品種目

の1つを非重点化することを決定した場合、たいて

いは排他的な代理店のために他の顧客を見つけ

ることが不可能なため、代理店は顧客を失うリス

クが高いことにあります。つまり、他のチャネルに

比べ、変更に対し販売業者が抵抗する可能性が

高い（すなわち、摩擦が大きい）ため、排他的な代

理店を利用している環境では重点保険種目を移

すスピードが遅くなります。

図表6．異なる保険種目にシフトする際における柔軟性の利益を捉える容易性 

低 高

商品種目の類似性
*独立系代理店

したがって、専属代理店のみに依拠して個人保

険を販売する保険会社の場合、このコンセプトを

適用する可能性が最も低くなります。これに対

し、主にブローカーや独立系代理店を通じて企業

保険やスペシャルティ保険を販売する大手保険

会社においては、最も適用が容易です。

また、住宅保険や自動車保険などの比較的類似

した、または「隣接した」保険種目は、ターゲットと

する顧客セグメントが重複し、提供や支援に要す

るスキルが類似している（すなわち、摩擦が小さ

い）ため、柔軟性のコンセプトに比較的なじみや

すいと言えます。一方、大企業向け保険種目と個

人保険種目は、顧客セグメント、商品、あるいは 

要求されるサポート・スキルの点で重複がほとん

どないことから、事業のシフトが困難な可能性が

あります。

保険会社において試行経験がない場合は、単一

の保険種目内において、資本移動を様々な地域

間で行うことにより、このコンセプトを実験すること

もできます。さらに、フロントオフィス機能と併せ

て、ミドルオフィスやバックオフィスの業務機能

（保険金支払いなど）も実験対象として検討する

ことが可能です。

また、デロイトユニバーシティプレスの 「Business 
Trends」シリーズ4では「最小限での実行可能な

変革（minimum viable transformation）」に関す

るレポートが公表されていますが、これらの実験

は、そこに示されたコンセプトから教訓を引き出

す先進的な演習としての役割を果たせるでしょ

う。実験は、考え方を証明することではなく、仮説

を検証し、取り組みを妨げかねないような未知の

最大要因に関する知見を得ることを目的として、

明確に立案されるべきです。さらに、こうした

実験は、業務全体をあまり混乱させず、事前投資

を低く抑えながら、短期間で教訓を得られるよう

に「最小限」にとどめることが極めて重要です。そ

うすれば、保険会社は実施のリスクを大幅に低

減できるだけでなく、柔軟性の枠組みに含まれる

前述のビルディング・ブロックを十分構築していな

くても、実験を行うことができます。

保険会社は、実験段階が終了し、何らかの調整

が決定された時点で、組織全体の導入のスピー

ドアップを図るのがよいでしょう。それは、デロイト

の「最小限での実行可能な変革」のレポートが示

唆するように、企業は、新たなアイデアを市場に

公表するや否や、実質的に競合他社に手の内を

明かすことになり、その結果、競争相手もその導

入に対する市場の受け取り方から学ぶことがで

きるからです。

小企業向け保険

から個人保険へ

個人保険から小企業

向け保険へ

大企業向け保険から個人

保険へおよびその逆

専属代理店が販売する小企業向け

保険から小企業向け保険へ

専属代理店が販売する

個人保険から個人保険

チ
ャ
ネ
ル
の

柔
軟
性

 

低
 

高
 

ブローカーおよびIA*
が販売する中堅企業

向け保険から中堅企

業向け保険へ

IAが販売する小企業向け保険から

小企業向け保険へ

IAが販売する個人保険から

個人保険へ

主にブローカーが販売する大企業向け

／スペシャルティ保険から大企業向け

／スペシャルティ保険へ
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機動性という

差別化要因
保険会社は、柔軟性の枠組みの諸要素を確立す

ることにより、より迅速かつ効率的な市場機会の

発見、評価および対応が可能になり、その結果、

投資利益率を最大化できる可能性があります。

保険会社は、既存のリサーチ能力によるインプト

と最前線の販売業者からのフィードバックを組み

合わせることによりマーケット・センシングの能力

を生み出し、それを用いて早期に機会を発見する

ことが可能になるはずです。同時に、MPTの諸概

念を利用した商品ポートフォリオ分析は、それら

の機会を総合的に分析・評価し、利用可能な資本

の最適な配賦を決定することを可能にするでしょ

う。販売と業務の柔軟性の向上は、損害保険会

社が、内部の混乱を最小限にとどめつつ、営業

の重点を、ある保険種目から別の保険種目へ見

直しするのを支援するため、迅速にリソースを移

動するのに貢献できると考えられます。

今日の情報化時代では、企業が戦略的優位性

の恩恵を享受できる期間は急速に縮小していま

す。そのため、保険会社がどれだけのスピードで

ギアを入れ替え、短期的な市場機会を捉えられ

るかが、マーケットリーダーと落後者を分ける決

め手となる公算が大きくなるでしょう。これに伴

い、機敏性の高いビジネスモデルを採用する能

力が、新たに重要な競争上の差別化要因となっ

てきます。保険会社は、新たな競争状況および

急速に変化する市況に対する順応性を高めると

ともに、競合他社が機先を制して機会を捉える前

に、早期に「機動性の変革」に着手しなければな

りません。機動性の取り組みは、保険会社が、ま

すます激化する現在および将来の競争環境の中

で勝利するのに必要なスピードを達成するのに

役立つものとなります。

行動喚起 
機動的な保険会社になるための過

程が自社に適合しているかどうか

を判断する

会社内の様々な分野が柔軟性に

取り組む準備ができているかを評

価する

この考え方の実行可能性を検証・

評価するための実験的プログラム

を実施する

重点化すべき優先分野を特定する 
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