
火災保険および 
自動車保険の未来：
顧客は何を求めているのか? 
日本の調査結果 
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はじめに 
 
 
 
「顧客はどのような商品やサービスを真に求めているのか？」これは、この数年間、火災保険および自動車保険の市場にお
いて経営陣が一番に考えてきた問いである。今なお続くCOVID-19による社会的および経済的影響により、多くの顧客が保
険商品から得られる価値に疑問を感じることとなり、結果として商品の内容や柔軟性を重視する傾向が強くなっている。 

各種商品・サービスに対する需要を探るべく、我々はオーストラリア、カナダ、中国、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国
の8,000人以上の顧客を対象に調査を実施した。本調査結果は、顧客が求めているものを明確に示している。このフィード
バックは、保険会社が新たな商品・サービスのリリースやインシュアテック企業との提携を開始する上での指針として役立つで
あろう。 

日本においては、約1,000人の顧客を対象に調査を実施した。本レポートは日本市場に関連する主な調査結果を取りま
とめたものである。 

 シンプルさが非常に好まれる。火災保険と自動車保険の双方で消費者に最も支持されたのは「基本型」であった。
シンプルで理解しやすく、それ故に自らの選択に自信を持てるというのがその理由である。 

 「コネクテッド／コスト重視型」保険は、火災保険および自動車保険のいずれにおいても2番目に多くの支持を得
た。しかしながら、契約内容の分かりにくさに加え、保険会社とパーソナルデータを共有することに対し懸念する声も聞
かれる。 

 比較的若い消費者、特に18歳から34歳までの年齢層では他の年齢層よりも調整可能で柔軟性のある商品に対し
高い親和性が見られた。 

 火災保険と自動車保険のいずれにおいても、「商品・契約付帯型」保険を選択した回答者は最も少なかった。保
険料の高さや補償内容の分かりにくさ、透明性の欠如、保険会社を自由に選択できないことがその理由である。 

 

火災保険において望ましい特性トップ3 

 自然災害発生後、あらかじめ合意された金額による保険金の即時支払 

 自身のニーズまたは金銭的能力に基づき補償内容を調整可能 

 住宅内で問題が検知された際の保険会社からのアラート通知 

 

自動車保険において望ましい特性トップ3 

 運転に基づく保険料（例：いつ、どれだけの距離を、どのように運転するのか） 

 ニーズや予算に基づき補償内容を調整可能 

 関連する情報の提供や通知（例：より安全な運転、潜在的な危険に関する警告など） 

 

この調査では消費者の声に基づき、保険会社が消費者の懸念を払拭し、成功を収める商品をリリースするための主要な
テーマを特定するとともに提言をまとめた。テーマには、シンプルさ、データプライバシー、柔軟性、ガイダンスとサポートが含ま
れる。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/future-of-insurance-survey.html
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各種保険サービスに対する顧客の 
選好の評価 
 
 
 

火災保険 

日本の消費者はシンプルさを非常に好んでおり、各火災保険商品のうち最も好まれたのは「基本型」の商品であった。主な
理由は、この商品になじみがあることとそのシンプルさ故に補償内容を理解しやすいことである。対照的に、最も支持されな
かったのは「商品・契約付帯型」で、透明性や柔軟性が欠如しているためである。 

商品・サービス 
各商品が第1位に 

選択された割合 
好む理由 嫌う理由 

基本型 28% 

 シンプルで理解しやすい 

 便利でなじみがある 

 安全かつ安心 

X カスタマイズ可能なオプション
が少ない 

X ニーズに合わせてパーソナライズ
できない 

X 過去の保険関連の履歴に基
づき保険料が決定される 

コネクテッド／ 

コスト重視型 
16% 

 コストを最適化できる 

 住宅維持費の節減対策の
提案 

X パーソナルデータへのアクセスや
プライバシーの問題 

X 分かりにくい 

セルフコントロール／ 

調整可能型 
15% 

 柔軟性のある補償のオプション 

 ニーズに合わせてカスタマイズ
可能 

 自由な選択 

X サービス内容が分かりにくい 

X 評価プロセス 

X 自己管理となり手間がかかる 

コネクテッド／予防型 15% 

 コストを最適化できる 

 安全かつ安心 

 注意が行き届いている 

 便利 

X パーソナルデータへのアクセスや
プライバシーの問題 

X 保険料が高い、分かりにくい 

X 不要な追加補償サービス 

ホームコンシェルジュ型 15% 

 24時間年中無休サポートの
利便性 

 確実、安全、安心 

X 保険料が高い 

X 一部保険になる可能性 

X 不要な追加補償サービ 

商品・契約付帯型 12% 
 簡単で便利 

 手間がかからない 

X 明確さに欠ける、分かりにくい 

X 保険会社の選択に自由がない 

X 保険料が高い、第三者の介入 

X 住宅ローンやリース契約がなけ
れば加入できない 

（保険商品・サービスの詳細は付録参照） 
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火災保険：回答者が第1位に選択した商品の構成比 （日本） 

 
 

火災保険：各世代の回答者が第1位に選択した商品の構成比 （日本） 

 
55歳〜89歳の年齢層が「基本型」保険を好むのに対して、18歳〜34歳の年齢層は「セルフコントロール／調整可能型」
を、35歳〜54歳の年齢層は「コネクテッド／コスト重視型」を好む傾向が見られた。 

35歳〜54歳の年齢層では、他の火災保険商品を抑え「コネクテッド／コスト重視型」が最も好まれる結果となった。 

自動車保険と比較すると、火災保険では「商品・契約付帯型」が特に18歳〜34歳の年齢層の支持を得ていた。この年
齢層は住宅の借主や賃借人であると推測され、保険が賃貸借契約に含まれている方が好ましいと思っていることが想定さ
れる。 
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火災保険：各特性を「極めて望ましい」「非常に望ましい」と評価した回答者の割合

日本の消費者は、透明性や柔軟性、リアルタイムのアラート、サポートの利用といった特性を好ましく思っている。

自然災害発生後には、保険金請求から支払までの全ての手続きを経るのとは反対に、保険金の即時支払を受けられる
方を好むように、消費者は先行きが不透明な状況においては経済的な安心を提供する特性を有する保険を支持する。

また、回答者は個人のニーズに即した柔軟性のある商品が望ましいとした。従って、金銭的能力に応じた補償内容という観
点で調節可能という特性は非常に好まれている。

25%

29%

30%

30%

35%

36%

40%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

ケーススタディ：保険⾦の早期前払い方針 

 2019年8月、AIG損害保険株式会社は個人向け火災保険では業界初となる保険金支払方針を発表した。 

 この新たな方針の一環で、保険契約者は損害調査の初期段階で保険金の見込額の最大50％までを一部内払いとし
て受けることができるようになる。 

 この保険金支払は損害額の確定前に行われるため、集中豪雨や台風などの自然災害発生後の消費者の早期生活
再建に役立つ。 

 この方針は既に企業向け火災保険で導入されており、事業継続に活用されてきた。今般、個人顧客に対しても経済的
安定と安心を提供するべく、個人向け火災保険においても利用可能となった。 

自然災害発生後におけるあらかじめ合意された金額による保険
金の即時支払
自身のニーズまたは金銭的能力に基づき補償範囲を調整可能 

住宅の使用状況に基づく保険料

住宅内で問題が検知された際の保険会社からのアラート通知

住宅の損失や損害に対処するために修理業者が利用可能

特定の家財に対する補償範囲レベルを選択可能

住宅の使用に関するレポート（コスト節減方法に関する情報） 

在宅勤務時に補償範囲を切替可能
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ケーススタディ：調整可能な保険 

 

 Chubb 少額短期保険株式会社は建物および家財を対象とする少額短期保険を提供している。 

 この保険で同社は、火災、台風、洪水などの自然災害および水漏れや盗難による損害を幅広く補償している。 

 幅広い補償の中、消費者は自身のニーズに応じて 5 つの補償タイプから補償範内容を選択できる柔軟性がある。 

 補償の拡大や縮小を行う特約、賠償責任等に関する特約、賃貸建物オーナー向けの特約など顧客はニーズに即したフ
レキシブルな選択を行うこともできる。 

ケーススタディ：損保ジャパンとLINE Financialが提携し、手軽で 便利な損害保険の提供を開始 

 

いつでも手軽に加⼊できる保険 

 損害保険ジャパン株式会社とLINE Financial 株式会社は業務提携を通じ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェイ
スとユーザー体験で幅広い消費者にリーチし、そのニーズを満たす「LINEほけん」の提供を開始した。 

 ユーザーは必要なときに都合のよいタイミングでLINEアプリから保険に加入することができる。最短60秒で登録可能なス
ピーディな加入手続きを実現している。 

 保険料は100円からと手頃で、スマホ決済アプリ「LINE pay」を使用した便利な支払オプションを提供している。 

業界初のLINEを活用した事故報告受付 

 顧客は24時間年中無休で使えるLINEのサポート機能を利用して、迅速かつ簡単に事故を通知し、保険金請求に必要
な情報を求めることができる。 

 これにより、損保ジャパンは事故通知から保険金請求が完了するまでに要する期間を従来の2〜3週間から最短30分に
短縮することを⽬指した。 

 その他、災害発生後には法人および個人契約者にアラートメッセージを送付し、事故通知や保険金請求の方法に関す
る情報を提供するサービスも導入した。 

贈る保険 

 損保ジャパンの子会社で少額短期保険事業を営むMysurance株式会社は、LINEのトーク上でギフトとして贈れる保険
商品「贈るほけん 地震のおまもり」をリリースした。 

 LINE Financial社とMysurance社は、新たな商品を開発し、贈る保険としての商品の幅を拡充していく予定である。 
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自動車保険 

火災保険で見られた傾向と同様に、「基本型」商品が最も多く選択された。ただし、自動車保険では、「コネクテッド／コス
ト重視型」を選ぶ割合が比較的高かった。 

商品・サービス 
各商品が第1位に 

選択された割合 
好む理由 嫌う理由 

基本型 23% 
 シンプルで理解しやすい 

 便利でなじみがある 

 安全かつ安心 

X 付加価値の高い特性や魅力
的なサービスがない 

X 基本的な補償で、パーソナラ
イズできない 

コネクテッド／ 

コスト重視型 
19% 

 安全運転に関するガイダンス
が保険料の引き下げにつながる 

 費用対効果が高い 

X 常に監視される 

X 個人の運転歴や情報へのア
クセス 

移動手段包括型 16% 

 柔軟性のあるサービス、心配
事がない 

 安全性と利便性 

 幅広い補償オプション 

X 幅広い補償オプションは不要 

X 保険料が高い 

セルフコントロール／ 

調整可能型 
15% 

 自由な選択 

 柔軟性のあるオプション、より
コントロールが効く 

 費用対効果が高い 

X 補償内容の変更を失念する
可能性 

X 自己管理となり面倒 

X 完全な補償が担保されない 

コネクテッド／ 

サービス拡充型 
15% 

 安全運転により保険料を抑
えられる 

 費用対効果が高い 

 リモート診断および割引 

X 常に監視される 

X 個人の運転歴や情報へのア
クセス 

X 不要な追加補償サービス 

X 分かりにくい 

商品・契約付帯型 12% 
 簡単で便利 

 手間がかからない手続き 

X 保険会社の選択に自由がない 

X 保険料が高くなる可能性 

X 分かりにくい補償内容 

X 透明性の欠如 
（保険商品・サービスの詳細は付録参照） 

自動車保険：回答者が第1位に選択した商品の構成比 （日本） 
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自動車保険：各世代の回答者が第1位に選択した商品の構成比 （日本） 

 
55歳〜89歳の年齢層が「基本型」保険を好むのに対し、他の年齢層は保険料や補償内容を調整できる柔軟性のある商
品を好んでいる。 

火災保険と同様、自動車保険における消費者の選好でも、「基本型」の商品が優勢となった。しかしながら、自動車保険
の場合、18歳〜34歳の年齢層では「セルフコントロール／調整可能型」の方が好まれている。これは、保険料を低く抑える
ために補償内容を調整できるオンラインツールとの親和性が高いためだ。 

自動車保険では、どの年齢層においても「コネクテッド／コスト重視型」が火災保険の同タイプよりも支持を得ている。消費
者はコスト面でのメリットと引き換えに運転情報を開示することについては、自宅の情報を開示するよりも抵抗感がないので
ある。 

「商品・契約付帯型」保険は、火災保険および自動車保険のいずれにおいても最も支持を得られなかった。保険料が高い
ことや補償内容が分かりにくいこと、透明性の欠如や保険会社を自由に選択できないことがその理由である。 

自動車保険：各特性を「極めて望ましい」「非常に望ましい」と評価した回答者の割合 
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20% 21%

14%
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24%

14% 13%

18%

12%
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移動手段包括型 セルフコントロール
／調整可能型 

コネクテッド／
サービス拡充型 

商品・契約
付帯型 

運転に基づく保険料（例：いつ、どれだけの距離を、どのように運転する
のか） 

関連する情報の提供や通知（例：より安全な運転、潜在的な危険に
関する警告など） 

ニーズや予算に基づき補償内容を調整可能 

充実した自動車関連サービス（例：リモート診断、点検のお知らせ） 

運転に関するレポート（運転のクセを見直すことによる保険料抑制の可
能性） 
あらゆる移動手段（所有する車、借りている車、バイク、ライドシェアリン
グ）を補償する保険 
運転地点に基づく現地店舗でのサービス提供や割引 

自動車を業務で使用する場合に補償範囲を切替可能 



9 

自動車保険の範囲においては、消費者は柔軟性のある保険料と、補償オプションおよび関連するガイダンスとサポートとい
う商品特性に関心を示していた。 

回答者は自動車の使用状況や運転特性に基づいて保険料が決定されるという特性を好んでいる。これにより、消費者は
保険料の最適化というメリットを得る。消費者はまた、予算のニーズを満たす商品を選択したいと考えているため、補償内
容の調整に対する柔軟性を提供することは非常に好まれる。 

テレマティクスなどのテクノロジーの出現を受け、消費者は事故を減らしより安全な運転の習慣を身に付けるために、運転行
動の改善方法に関するサポートやガイダンスの提供を受けることを望ましいと回答している。

ケーススタディ：UBI 保険（Usage based insurance） 

 
 2020 年 3 月、ソニーフィナンシャルホールディングスの完全⼦会社であるソニー損害保険株式会社は、新しいタイプの運
動特性連動型（PHYD: Pay-How-You-Drive）自動車保険「Good Drive（グッドドライブ）」の販売を開始した。  

 「Good Drive」は、同社が保険商品・サービスの開発で蓄積してきた知見を活用し、人工知能（AI）やセンシング、クラ
ウドコンピューティングなどの技術を用いることで実現したスマートフォン専用の自動車保険である。 

 この新商品では、スマートフォンを使用して運転特性データを分析し、事故のリスクを評価することができる。 

 この商品はまた、消費者に対して、運転特性の結果に基づき保険料を最大 30%キャッシュバックするというインセンティブ
を与えている。 

ケーススタディ：安全対策付き保険 

 
 東京海上日動火災保険株式会社は、業界で初めて個人向けにドライブレコーダーを活用したサービス「ドライブエージェン

ト パーソナル（DAP）」を提供している。 

 DAP は既に 20 万件以上の契約に採用されている。DAP は事故時の映像を記録するほか、リアルタイムの警告や、運転
者の運転特性や性格に基づき起こり得るリスクや危険についての洞察を提供することで事故の防⽌を支援する。 

 加えて、ドライブレコーダーが所定の基準値を超える事故を検知すると、システムが自動的に事故受付センターへ連絡す
る。これにより、救急車の手配を含む迅速な事故対応に寄与する。 
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マーケットの状況 

本セクションでは、消費者のコミュニケーションに関する選好、および、保険料の引き下げや個人のニーズに即した補償を受
けることを⽬的とする保険会社とのパーソナルデータの共有に関する意欲の把握に努める。 

パーソナルデータの共有に関する選好 

下のグラフは、保険料の引き下げまたは個人のニーズにより即した補償といったメリットを得るために、保険会社と共有しても
よいと考えられるのはどのデータか、という質問への回答をまとめたものである。 

 
「保険に関する履歴」についての情報共有に関しては、日本の回答者の68%がデータを共有してもよいと回答したが、これは
全8カ国のグローバル調査結果の80%を下回る。一方「支出履歴」「ホームセンサーのデータ」「自動車または住宅の映像」に
ついては、データを共有していもよいと回答した消費者は半数程度であったものの、グローバル平均を上回っている。 

下のグラフは、年間100ドルの保険料割引を提示され、リスク軽減方法に関する情報や保険会社のパーソナルデータ利用
法に関する説明を受けた場合に、消費者がパーソナルデータの共有に関する考えを変える意向があるかを分析したものである。 

保険会社にとって消費者からデータを共有してもらうことは差別化の源泉となるが、全体で見ると半数以上の日本の消費
者はたとえ割引を提案されても、依然としてプライバシーの保護を選択する傾向が強く、リスクの軽減に関するガイダンスや、
保険会社によるパーソナルデータの利用に関する透明性のある説明を好む。 
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コミュニケーションに関する選好 

下のグラフは、回答者が保険会社から受け取りたいと考えるコミュニケーションの種類を分析したものである。 

日本の消費者は保険契約の更改に関するアラートと支払スケジュールに関する情報を定期的に受け取ることを希望している。 
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進むべき方向性：火災保険および自動車保険に関する提言と考慮すべき
事柄 

各種保険サービスに対する消費者の選好に基づき、保険会社がユーザーの懸念事項に対処し、消費者の需要を満たすう
えで、一助となるであろう主要なテーマを導き出した。 

保険会社には、理解しやすく、消費者のニーズや予算に合わせて調整可能な商品に焦点を当てることを推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

消費者の声 
 

消費者は、シンプルで理解しやすい保険商品を
好む 

ユーザーはシンプルな保険商品によりなじみがあ
り、自信を持てる  

ほとんどの場合、消費者は保険契約の内容が
分かりにくいと感じている 

保険料の算出方法に確信が持てず⼾惑いを感
じている 

平易で理解しやすい言葉を使用し、よりシンプルな商
品説明を行う 

保 険 契 約 書 類 の 分 量 を 減 ら し 、 「 よ く あ る 質 問
（FAQs)」を掲載する 

顧客のプロフィールや要件に基づいた、よりシンプルで透
明性のある商品・保険料設定のオプションを提供する 

顧客がインタラクティブなダッシュボードを備えたデジタル
サービスチャネルにアクセスできるようにする 

提言 
 

利便性とシンプルさ  

柔軟性 

 
消費者の声 提言 

消費者は予算およびニーズに合わせて柔軟な選
択が可能な商品を望んでいる 

ユーザーは自らが過剰な保険を掛け、必要として
いない余分なサービスを受けていると感じている
場合がある 

消費者の要件に基づいて保険をカスタマイズするオプ
ションを拡充する 

デジタルチャネルを介して顧客が柔軟に補償内容を調
整できるようする。また、自動車や建物、家財の写真
を共有することで、リモート形式で価値を評価するサー
ビスを提供する 

顧客が保険内容を管理し、適正な補償レベルを決定
することを支援する 
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消費者はパーソナルデータの共有を最⼩限に留めることを好み、保険料を最適化するためのガイダンスやヒントを得ることに
期待している。 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

データプライバシー 

消費者の声 提言 

消費者は関連する必要な情報のみを共有する
ことを好む 

消費者は保険会社がパーソナルデータを保護し
てくれるかどうか疑いを持っている 

消費者は過剰なパーソナルデータを求められるこ
とを不快に感じる 

消費者は常に監視されているのではないかと不
安に感じる 

多くの情報を求めることは消費者に不安を感じさせる
ため、必要最低限のデータのみを求める 

規制当局や第三者プロバイダーからのデータを活用し、
顧客に求めるデータを最小限に留める 

消費者に対し、パーソナルデータを必要とする理由と
データ漏洩を防⽌するために講じている必要な措置に
ついて明確に説明する 

ガイダンスおよびサポート 

消費者の声 提言 

消費者は使用状況に基づく自動車保険および
火災保険について、その詳細なレポートを好む 

ユーザーはヒントやガイダンスをまとめたレポートを
踏まえた、運転行動の改善や住宅使用の効率
化を望んでいる 

消費者は保険料を最適化する方法に関する情報を
好む 

定期的な使用状況のレポートとそれに基づく効率化の
ヒントを提供する 

保険料が高くなるリスクを最小限に抑え運転行動を
改善するために、安全運転のヒントを提案する 
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付録 
 

火災保険商品・サービスの概要説明 
 

基本型（Traditional）  

住宅に関する一通りの補償が揃う。顧客は通常通りウェブサイトやブローカーを介して保険を購入する。保険料は、顧客の
住宅の価値、特性、所在地および過去の保険に関する履歴に基づく。 

  

ホームコンシェルジュ型（Home Concierge） 

顧客は24時間年中無休で住まいのサポートを利用可能なサービスパッケージを受け取る。パッケージには火災保険の標準
的な補償が含まれるほか、建物や家財から生じた損害、建物や家財に対する損害に対処するための支援も含まれる。顧
客は修理業者を利用することも可能となる。 

  

コネクテッド／コスト重視型（Connected and Cost Focused） 

保険会社は、いくつかの観点（例えば、電気・ガス・水道の使用量など）から顧客による住宅の使用状況を把握する。
顧客が支払う保険料は、これらの情報に基づいて算出される。顧客は保険料やその他の住宅維持費を削減するための情
報が記載された住宅の使用に関するレポートを受け取る。 

  

コネクテッド／予防型（Connected and Preventative Protection） 

いくつかの観点（例えば、電気・ガス・水道の使用量）から顧客による住宅の使用状況や、住んでいる人物（例えば、高
齢者）を把握する。問題が検知されると（例えば、水漏れの発生や助けを必要としている高齢者）、顧客にアラートが通
知される。可能な場合、保険会社は問題を解決するための適任者を派遣する。顧客は保険料やその他の 住宅維持費
を削減するための情報が記載された住宅の使用に関するレポートを受け取る。 

 

商品・契約付帯型（Invisible） 

住宅に関する一通りの補償が揃っており、顧客は標準的な保険と同レベルのサービスを受けられる。ただし、この保険は住
宅ローン契約または賃貸借契約の一環として自動的に提供され、顧客が別途保険を手配する必要がないことを意味す
る。顧客が保険金を請求する場合（すなわち、保険会社に対し、補償の対象となる損害または事由に関する補償を正
式に請求する場合）には、銀行または不動産業者が顧客の保険金請求プロセスを支援する。 

  

セルフコントロール／調整可能型（Highly Self Controlled and Adjustable） 

顧客は自身が必要とするものおよび金銭的能力に基づき、補償内容を調整することができる。自身が在宅か否かにより、
補償のレベルの引き上げおよび引き下げが可能となる。同様に例えば宝石といった特定の家財の補償レベルを選択するこ
ともできる。 
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自動車保険商品・サービスの概要説明 
 

基本型（Traditional）  

自動車に関する一通りの補償が揃う。顧客は通常通りウェブサイトやブローカーを介して保険を購入する。保険料は、車種
や顧客の運転歴、居住地などに基づく。 

 

コネクテッド／コスト重視型（Connected and Cost Focused） 

保険会社は、顧客の運転についていくつかの観点、（例えば、いつ、どれだけ、どのように運転しているか）を把握してい
る。顧客が支払う保険料は、これらの情報に基づいて算出される。顧客は例えば運転のクセを見直すなど保険料を削減
する方法についての情報が記載された自らの運転状況に関するレポートを受け取る。 

 

コネクテッド／サービス拡充型（Connected and Broad Service Offering） 

保険会社は、顧客の運転についていくつかの観点、（例えば、いつ、どれだけ、どのように運転しているか）を把握してい
る。保険会社はこれらの情報基づき、顧客が支払う保険料の金額を調整する。顧客は自動車のトラブルに関するリモート
診断や自整備のリマインダー、運転地点に基づきカスタマイズされた小売店の提案など充実した自動車関連サービスも受け
られる。 

 

商品・契約付帯型（Invisible） 

自動車に関する一通りの補償が揃っており、顧客は標準的な保険と同レベルのサービスを受けられる。ただし、この保険は
自動車の購入またはリース契約の一環として自動的に提供される。このことは、顧客が別途保険を手配する必要がないこ
とを意味する。顧客が事故に遭遇した場合、自動車の修理は現地の自動車ディーラー経由で自動車メーカーが対応する。 

 

セルフコントロール／調整可能型（Highly Self Controlled and Adjustable） 

顧客は自身が必要とするものおよび金銭的能力に基づき保険内容を調整することができる。自動車の使用状況により補
償レベルの引き上げや引き下げが可能になる。これにより、例えば、自動車が車庫に入っている間は保険料を安く抑えるこ
ができ、保険料を払いすぎないようにすることに役立つ。しかしながら、補償範囲の調整を失念した場合、適切な補償がな
いまま運転することになりかねない。 

 

移動手段包括型（Freedom to Move） 

顧客がどのような移動手段を選択した場合でも補償される。これには自身の自動車を運転する場合はもちろん、友人の自
動車を借りたり、バイクを利用したり、ライドシェア（Uberなど）を利用したりする場合も含まれる 
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出所： 
 
 https://www.chubb.com/jp-jp/individuals-families/house.aspx 

 https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/documents/company/press/2018/20180808_Cl
aims_Promise_Personal_E_final_web.pdf 

 https://www.sompo-hd.com/en/group/PandC/?device=pc 

 https://www.sompo-hd.com/en/csr/action/customer/content4/ 

 https://www.sonyfh.co.jp/en/news/article/200318_01.pdf 

 https://www.tokiomarinehd.com/en/company/management/message/ 

 
 
 
 
 

日本におけるお問合せ先： 

 
 
Holger Froemer 

パートナー 

保険セクターリーダー 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

hfroemer@tohmatsu.co.jp 
 
 

福島 渉 

パートナー 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

wfukushima@tohmatsu.co.jp 
 
 

https://www.chubb.com/jp-jp/individuals-families/house.aspx
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/documents/company/press/2018/20180808_Cl
https://www.sompo-hd.com/en/group/PandC/?device=pc
https://www.sompo-hd.com/en/csr/action/customer/content4/
https://www.sonyfh.co.jp/en/news/article/200318_01.pdf
https://www.tokiomarinehd.com/en/company/management/message/
mailto:hfroemer@tohmatsu.co.jp
mailto:wfukushima@tohmatsu.co.jp
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