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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

はじめに 
 
 
 

「火災保険および自動車保険において、顧客を最も惹きつけるのはどのような特性や特徴な
のか？」これは、近年、保険会社の経営陣が何よりも考えてきた問いである。今なお続く
COVID‐19の社会的および経済的影響により、多くの顧客が保険商品に対し、環境やニーズ
の変化に対応し得る価値や柔軟性を求めるようになりつつあり、この問いに対する答えを導き
出すことは急務となっている。 
 

 

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。 

本調査により明らかとなった5つの主要な事項： 

・ 顧客はシンプルさを好む。彼らは理解しやすく、購入
が容易で、利用しやすい商品を求めている。また適
正な保険料を支払っていること、そして保険金が公
正に支払われるであろう点に確信を持ちたいとも考え
ている。この洞察をもって、保険会社は商品を再設
計するために、人間を中心としたアプローチを行い顧
客の期待を超えていくことが可能になる。 

・ 別のサービスに組み込まれた保険や新種の商品設計
に強い関心を持つ顧客層も存在するものの、その状
況は国により大きく異なる。 

・ テレマティクス保険やホームセンサーとつながる火災保
険といったインターネット接続の商品・サービスは、多く
の顧客に不安感をもたらしている。自動車や住宅の
センサーから得られた情報を保険会社と共有すること
に不安を覚えているのだ。 

・ COVID‐19の世界的大流行は、調整可能な補償に
対する需要を増加させ、人々をオンラインチャネルに
よる取引へと向かわせている。多くの人々にとって、こ
のような行動パターンが危機前の標準に戻ることはな
さそうだ。 

・ 本調査は成長を促進する3つの機会を示唆してい
る。商品に対する顧客の受け止め方と関わり方をシ
ンプルにすること、「パラメトリック火災保険」への強い
需要を取り込むこと、そして、新種のサービスにおいて
慎重に線引きしたセグメントに狙いを定めることの3点
である。 

 

 
 
 

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。 

各
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顧客は何を求めているのか？

シンプルで理解しやすい商品・ 
サービスの提供 
 
 

最も重要な調査結果は、顧客はシンプルさを好むという
点である。図1は顧客が各商品・サービスを好むあるいは
嫌う主な理由を示している（詳細は付録を参照）。最も
好まれたのは、他の商品と比較しやすく、なじみがあり、シ

ンプルで、干渉しすぎない商品である。結果、顧客は「基
本型」が提供するようなシンプルさを好むものの、そのような
商品における柔軟性の欠如に対して不満を示してもいる。 

 
 

図1.   

商品・サービスを好むあるいは嫌う主な理由 

 

 
 
 

出所：調査回答に基づくデロイトの分析による。「基本型」、「セルフコントロール／調整可能型」、「商品・契約付帯型」商品が火災保
険および自動車保険の双方に存在し、両者の数字を合算しているため、構成比の合計は100%とならない。 

 シンプル、最もなじみがある
 最⼩限の⼲渉、プライバシーが尊重される
 容易に⽐較できる

X パーソナライズやカスタマイズに対応していない
X 割⾼の可能性がある
X あまりにシンプルで特⻑がない

第1位に選択した⼈の割合 好む理由 嫌う理由

コネクテッド／コスト重視型（⾃動⾞保険）

コネクテッド／サービス拡充（⾃動⾞保険）

29%

19%

15%

14%

13%

12%

11%

11%

11%

基本型

セルフコントロール／調整可能型

移動⼿段包括型（⾃動⾞保険）

コネクテッド／予防型（⽕災保険）

ホームコンシェルジュ型（⽕災保険）

商品・サービス付帯型

コネクテッド／コスト重視型（⽕災保険）

 選択の⾃由、よりコントロールできる
 フレキシブル、カスタマイズが可能
 費⽤対効果が⾼い
 あらゆる移動⼿段が補償される
 追加の補償を⼿配する必要がない
 フレキシブル
 事故の予防、潜在的な節減
 パーソナライズされている
 修理業者が利⽤可能
 ⾛⾏距離が少ない場合、節約になる
 公平性があるように⾒える
 安全運転に対して報酬が得られる
 修理業者が利⽤可能
 24時間年中無休のサポート、安⼼感がある
 シンプル

 便利
 不安が少ない
 ⾃動⾞メーカーによる修理が受けられる

 顧客にあわせた対応
 潜在的な節減、安全運転に対する報酬が得られる
 遠隔診断および割引

 パーソナライズされている
 潜在的なコスト節減

× 必要ない
× 既に補償されている

× 押しつけがましい
× プライバシーやパーソナルデータの使⽤に関する懸念がある

× プライバシーが⾮常に侵害される
× 保険会社に対する信⽤の⽋如
× モニタリングシステムに関する懸念がある

× ⾼いように思われる
× 修理業者は必要でない

× コントロールできない、透明性がない
× 隠されたコストが不安
× 銀⾏や不動産業者を信⽤できない

× コストが便益を上回ることが懸念される
× 保険会社に対する信⽤の⽋如
× モニタリングシステムに関する懸念がある

× プライバシーの侵害
× パーソナルデータの使⽤に関する懸念がある
× 必要性が感じられない
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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

調査結果の背景にあるもの 
 
 
 

シンプルさ  －  多くの回答者は、素早く簡単に理解、購
入、利用できることからシンプルな商品を好んでいる。シン
プルな商品は同時に、COVID‐19によって顕著になった問
題、すなわち、何が補償されるのかという点に関して確実
性をもたらす。調査対象者の多くは、ロックダウン1によって
もたらされる変化に自らの保険契約がどのように対応する
のか疑問を抱いていた。ある顧客は「基本型」の商品を選
択する心情を「一度契約したらお任せ」だからだと端的に
言い表した。その他には、「分かりやすい」、「扱いやすい」こ
とから「基本型」を最も好むといった回答もみられた。 

データプライバシー －  データプライバシーに関する顧客の懸
念は高まっており、やむを得ない理由がない限り、顧客は
保険会社にパーソナルデータを共有することを良しとしな
い。例えば、保険料の引き下げやニーズに即した補償内
容へのカスタマイズに対する対価として、自身の信用履歴
を進んで保険会社に共有するとした回答者は54%に過ぎ
なかった。多くの回答者は、保険料の引き上げ
をもたらしかねないデータの共有を回避しようして
いる。プライバシー侵害2のような感覚を好まない
人々もいる。ある回答者は、「自動車保険など
必要不可欠なサービスについては、“追加の”情
報を求めず、社会のあらゆるグループがある程度平等に利
用できるようにしておく方が面倒がないと思う。」と話す。 

比較可能性 － 特に中国と英国においては、多くの若い
世代の顧客が、複数の保険会社を比較して最も安い契
約を探し出し、毎年切り替えを行っている。調査対象の8

カ国で、自動車保険の顧客の4分の1、火災保険の顧客
の5分の1が過去12ヶ月間に別の保険に切り替えた経験
があると報告している。この結果は中国と英国の18歳から

34歳までの年齢層では、それぞれ火災保険で48%と
44%、自動車保険で57%と53%まで上昇する。 
2番目に支持されたのは「セルフコントロール／調整可能
型」の補償だ。このタイプを1番に選択した回答者は19%を
占めた。 

調整可能性 － 調査結果は、多くの回答者が、自身が
必要とするものおよび金銭的能力に基づき補償を調整す
ることが可能な保険を望んでいることを示している。調査
結果はまた、COVID‐19が生活と仕事にもたらした混乱に
より、調整可能性に対する重要性が顧客の中で高まって
きたことも明らかにしている。しかしながら保険会社は、その
商品を顧客にとってシンプルなものとすることと、調整可能
性を許容することの間でぎりぎりのバランスを取る必要があ
る。顧客が保険会社のウェブサイトに毎週ログインする見
込みはなく、補償内容を調整可能な何百もの変数を理
解することに期待することもできないだろう。   

COVID‐19感染拡大のため、多くの人々が在宅勤務を行
っている。ある回答者は「1日中自宅で仕事をしているので
あれば（火災）保険はもっと安くなってしかるべきで、人
によって自宅にある貴重品の金額には大きな差があること
を考えれば、保険のコストは人により異なるのは当然。」で
あるからして、他の特性よりも調整可能というコンセプトを
好むと述べている。別の回答者は、「仕事と雇用が常に
変動しており、そのことが自分の金銭的能力に影響を与
えている。」ことから、このタイプを最も好むとした。

 

多くの回答者は、素早く簡単に理解、
購⼊、利⽤できることからシンプルな商
品を好んでいる。 
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顧客は何を求めているのか？

さらに、調査対象の8カ国全体で約4分の3の回答者が、
感染拡大により運転の機会が減少したと回答した。ある
顧客は調整可能な自動車保険を好む理由として、「コロ
ナウイルスが原因であまり運転せず、保険料を抑えたいの
でこのタイプが良い。」とまとめた。

対照的に、顧客に最も支持されなかったのは、「コネクテッ
ド／コスト重視型」火災保険および「コネクテッド／サービ
ス拡充型」自動車保険であった。これらのサービスにおい
て、その保険料の一部は自宅におけるエネルギー消費量
や保険契約者の運転地点といったパーソナルデータに基づ
いて算出され、それ故、これらのパーソナルデータが保険料
に影響を及ぼすこととなる。また、保険会社は共有された
データに基づき、契約者に対し住宅維持費の削減方法に
関する情報や充実した自動車関連サービスに関する情報
の提供といったサービスも行う。このようなサービスは革新的
な特性を備えているにもかかわらず、多くの回答者はプライ
バシーの侵害やこのサービスに関連し「基本型」の契約より
も割高な保険料を支払うことになることを懸念している。
実際、一部の人々はそもそもコネクテッドサービスが必要な
のか疑問を呈した。 

将来に向け調査結果を読み解く

収集した回答を根拠にしていえば、シンプルさ、データプライ
バシーおよび調整可能性に対する顧客の選好に基づいて
商品を設計し、マーケティングを行い、提供する商品は成
功するであろう。保険会社はこのような顧客の嗜好に関す
る情報を活用し、商品を充実させることが可能である。こ

れについては以下のような事例が挙げられる。

シンプルさ

• 顧客の期待を超えるべく、人間を中心としたアプロー
チを用いて商品をシンプルに再設計する。

• 保険の購入および調整に関するオンラインの顧客体
験もシンプルなものとする。理解しやすい文言とし、選
択肢を提供する場合にも各選択肢間の違いに関す
る説明を複雑にしない。

• 顧客が入力しなければならないデータを最小限に留
めるべく、自動的に事前入力する書式とする。

• 保険証券類は、短くシンプルにする（加えて、素早く
簡単に取得し照会できるよう、アプリやウェブサイト経
由で提供する）。

• 例えば固定の料金にプラスして走行距離など使用に
応じた課金を行う形式を採用するなど、保険料設定
をよりシンプルかつ透明性のあるものとする。

データプライバシー

• 顧客に必要以上のデータを共有させない。

• 顧客が提供するデータを最小限にするべく、公開情
報や自社の情報源からデータを抽出する。

• より多くのデータを提供することで、保険料を引き下げ
られることを顧客に説明する。

ケーススタディ：シンプルな顧客体験3

⽶国で住宅所有者および賃借⼈に保険を販売するフルスタック型インシュアテック企業のLemonade社が提供する顧客
体験は⽐較的シンプルだ。⾒積の際、顧客はウェブサイト経由で⾃らの個⼈情報を⼊⼒する。データ⼊⼒は最⼩限に抑
えられている。インターフェイスは直感的である。これは主に、説明が読みやすく理解が容易で、各画⾯上のコンテンツが最
⼩限に抑えられているためだ。保険⾦の請求はアプリを使⽤して⾏う。同社によれば、保険⾦請求の30%が即時に処理さ
れる。これは、少額の保険⾦請求については⼈⼯知能を活⽤し⾃動処理することで実現している。保険証券類は16ペー
ジで構成され、各ページの⽂字数は少なく、平易な⾔葉で書かれている。加えて同社は、保険料の⽐率を固定し⼿数料
体系を簡素化しようと努めてきた。保険⾦⽀払後の余剰⾦は、利益として受け取らず、慈善団体に寄付している。
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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

調整可能性

• 顧客が補償内容を調整するために利用しやすいデジ
タルによるアクセスを提供し、自らが必要とする補償
レベルを確認することを支援する。例えば、建物や家
財、自動車の保険価額を見積るために、写真のアッ
プロードを可能にする。

• シンプルなニーズについてはオンラインのセルフサービス
チャネルを、インターネットに精通した顧客には広範な
セルフサービスチャネルを、それぞれ提供する。

• 一部保険や超過保険、補償の不足を顧客に警告
するためのチェック機能を構築する。大局的に見れ
ば、多くの顧客からさらなる信頼を得ることによる利
益は、一部の顧客の超過保険を是正させることによ
る保険料減少という形のコストを上回るだろう。

ケーススタディ：フレキシブルかつシンプルな⾃動⾞保険4

2020年、オーストラリア最⼤の損害保険会社IAG社は、よりシンプルで従来の商品よりも柔軟性が⾼い⾃動⾞保険を発
売した。保険料はキャンセル料を伴わない⽉額制のサブスクリプション形式で請求されるため、1年契約の典型的な商品
よりも簡単かつ安価に切り替えることができる。顧客は直感的でシンプルなユーザー体験を提供するオンラインセルフサービス
を利⽤し、複数の⾞両や運転者を1つの保険契約に加えることも可能だ。
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顧客は何を求めているのか？

新種の商品・サービスにおける
特定セグメントのターゲティング

調査結果は、若年層の顧客は中高年層よりも新たなコ
ンセプトに好意的であることを示している。さらに重要なこと
として、本調査は「基本型」の契約よりも新種の商品・サ
ービスを購入する可能性が高いセグメントの存在を挙げ
る。我々は3つのセグメントを特定した。

ガジェットグループ  ‐ 18歳から34までの回答者のうち、年収
が5万ドルから10万ドル超で、過去3年以内に住宅を購
入した人々のセグメントになる。本グループは他のどのタイ
プの保険よりも「コネクテッド／予防型」火災保険サービス
を購入する可能性が高い（図2）。

回答者は、「基本型」の契約に比べより安全かつ迅速に
リスクに対処できる可能性が高いことから「コネクテッド／
予防型」火災保険を好んでいる。ある回答者は次のよう
にコメントする。「水漏れなどの重大な危機的状況に直面
した際に、通知という形で警告や連絡をもらえるのはあり
がたい。修理のための行動を即座に取れるようになる。」

ガジェットグループが「コネクテッド／予防型」火災保険を
好む最大の理由は、物理的な損傷を軽減できる可能性
があるからだ。保険会社はこのサービスについて、この他にど
のような属性を検討すべきだろうか。

図2.

「ガジェットグループ」セグメントが火災保険の選択肢第1位とした商品の内訳

出所：一部の調査回答に基づくデロイトの分析

14%

14%

14%

15%

19%

24%

コネクテッド／コスト重視型

基本型

セルフコントロール／調整可能型

コネクテッド／予防型

ホームコンシェルジュ型

商品・契約付帯型

「ガジェットグループ」

18歳から34歳までの年
齢層で年収が5万ドルか
ら10万ドル超、過去3年以
内に住宅を購⼊した回答者
を「ガジェットグループ」と名付
ける。⽐較的若く⾼収⼊で
住宅を新規購⼊した⼈々と
いう特性をこのように表現した。



 

8 

⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

 
 
 
 

在宅の高齢者を予防的に守ることに対する需要は高まっ
ている。先進国や中国をはじめとする一部の主要な新興
国においては、いずれも社会の高齢化が進行している。加
えて、COVID‐19の世界的大流行は、特に在宅避難を余
儀なくされた場合の高齢者の脆弱性を浮き彫りにした。
保険会社は、インターネット技術を活用したモニタリングを
通じ、高齢者のケアを充実させることを強く望む人々を支
援することで、この流れに先んじることができる。 

さらに、自宅でのエネルギー使用量に関するレポートを「コネ
クテッド／予防型」火災保険の一部とすることも可能で、
これにより二酸化炭素排出削減を支援することもできる。
ある回答者は「自宅のコストを節減する方法を知ることは
いつだって良いことだ。二酸化炭素排出量の削減にも役

に立つことに期待している。」と述べる。家庭での二酸化
炭素排出量削減という目標は、重要性が増す一方であ
る。気候変動は誰もが無視し得ない社会的課題となって
きているのだ。 

「コネクテッド／予防型」火災保険サービスをもってして、本
セグメントをターゲットとすることには、3つの重要なメリット
がある。第1に、このセグメントは高い利益を挙げる可能性
がある。ホームセンサーがない場合よりも、おそらく損害が小

さくなるためである。しかしながら、保険金の節
減分は、ホームセンサーの設置・運用コストと
相殺して考える必要がある。このテクノロジーコ
ストを最小限に抑える方法には、既にセンサー
を所有している人々をターゲットとすることや、
メーカーと提携しセンサーの提供を助成してもら
うことなどがある。第2に、このタイプの商品がリ
スク関連データの貴重な追加情報源を構築

する手段となることが挙げられる。最後に、この取組みは
保険会社が将来に備えるうえでの一助となる。新築住宅
ではホームセンサーが取付けられるようになってきており、イン
ターネットを活用した「コネクテッド／予防型」火災保険と
いうコンセプトは、今後より主流となっていくだろう。 

 
 
 

ケーススタディ：「コネクテッド／予防型」⽕災保険5 

Aviva社が戦略的パートナーであるMunich Re社と共に株式の過半数を保有する英国のインシュアテック企業Neos社は、
住宅のリスクを削減するインターネットに接続可能なデバイスのパッケージを⽕災保険と共に提供している。このパッケージに
は、カメラ、漏⽔検知センサーおよび煙感知器が含まれている。顧客は⾃宅の状態をモニタリングし、アプリでアラートを受
け取ることができる。2019年、Neos社は174,000のユーザーと契約を結び、そのテクノロジーはAmazonのベストセラー第1位と
なった。

在宅の⾼齢者を予防的に守ることに
対する需要は⾼まっている。先進国や
中国をはじめとする⼀部の主要な新興
国においては、いずれも社会の⾼齢化
が進⾏している。 
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顧客は何を求めているのか？ 

リスク回避型の賃借人  ‐ 本調査は、他とは明確に区別
される賃借人セグメントの根拠となるものも見いだした。18
歳から34歳までの年齢層で住居を賃借している人々は、
「セルフコントロール／調整可能型」火災保険を購入する
可能性が最も高い結果となった（図3）。このグループを
「リスク回避型の賃借人」と呼ぶ。

このセグメントには高価なものを持ちながらも中高年層より
は収入が少ない人々が多いことから、特に「セルフコントロ
ール／調整可能型」の補償に関心がある。ある回答者は
「コストの心配をしなければならず、また賃借人であるため」
他のコンセプトよりもこのコンセプトを好むと説明した。他の

回答者は「このサービスの柔軟性を非常に気に入ってい
る。自分の懐具合やニーズに基づき保険を調整できるの
は、大きなプラスになる。」と話した。

本調査は、一部の主要な経済大国においては賃借人向
け保険の普及率が低く、成長の余地がある市場となって
いる点を改めて述べる。オーストラリア、中国、イタリアおよ
び英国では、本保険に加入している回答者は14～28%に
過ぎない。この差は拡大する可能性がある。COVID‐19の
世界的大流行以前も賃貸マーケットは成長しており、現
在の景気悪化により未加入の人々が増加する傾向は加
速するだろう6。

図3.

「リスク回避型の賃借人」セグメントが火災保険の選択肢第1位とした商品の内訳

出所：一部の調査回答に基づくデロイトの分析

ホームコンシェルジュ型

基本型

セルフコントロール／調整可能型

コネクテッド／予防型

コネクテッド／コスト重視型

商品・契約付帯型

「リスクを回避型の賃借⼈」

18歳から34歳までの年令層で、
住居を賃借している⼈々を指す。

12%

13%

13%

18%

20%

24%

ケーススタディ：⾃由に設計できる賃借⼈保険7

ニューヨーク市を拠点とするインシュアテック企業Jetty社は、住居を借りる際のストレスや摩擦の原因を、顧客がよりコント
ロールできるようにすることを⽬指している。同社は、賃借⼈が敷⾦を収める代わりに、敷⾦の17.5%に相当する1回限り
の少額の⼿数料を⽀払うことで対応できるようにしている。Jetty社はまた、賃借⼈に対し保険や保証⾦のサービスも提
供している。補償内容はシンプルに設計されているが、調整が可能となっている。顧客は電化製品や美術品といった⾼
価な家財に対する補償をカスタマイズすることができる。
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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

利便性追求派  ‐ 英国に居住し、自動車をリースしている
人々によるセグメントは、「商品・契約付帯型」自動車保
険を購入する可能性が最も高い（図4）。

「商品・契約付帯型」自動車保険サービスは、自動車の
購入またはリース契約の一環として提供される。契約者が
保険を手配する必要はない。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。顧客の手間が省け

るため、「基本型」の契約を手配し管理するよりも利便性
が高い。

このタイプのサービスを選んだ理由としてある回答者は次の
ようにコメントした。「この選択肢は非常に実用的で顧客に
とって便利なように思える。保険やその他の必需品を顧客
のメリットや利便性のレベルに基づいて選択していくような
ペースの速い社会において、この商品は優れている。」

図4.

「利便性追求派」セグメントが自動車保険の選択肢第1位とした商品の内訳

出所：一部の調査回答に基づくデロイトの分析

セルフコントロール／調整可能型

基本型

移動⼿段包括型

商品・契約付帯型

コネクテッド／コスト重視型

コネクテッド／サービス拡充型

「利便性追求派」

英国に居住し⾃動⾞をリー
スしており、「商品・契約付帯
型」⾃動⾞保険を購⼊する可能
性が最も⾼い⼈々という特性を
持つセグメントの存在も明らかと
なった。

2%

6%

12%

15%

27%

37%

ケーススタディ：⾃動⾞の購⼊に組み込まれた⾃動⾞保険8

2019年12⽉以降、英国におけるMINの新⾞は全て、無料の3カ⽉間の⾃動⾞保険が付帯され販売されている。3カ⽉
経過後は、毎⽉のサブスクリプション形式で⾃動的に補償される。この商品はMINIの購⼊時に販売店で提供される。
保険会社であるBMW Group Financial Services社は、この商品が顧客に便利さと有意義な体験を提供できることを願
っていると話す。加えてこの商品は保険会社に対し、顧客が本当に求めているものを理解する機会も提供するため、保
険会社は顧客との関係性を向上させブランドロイヤルティを構築することが可能になる。
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顧客は何を求めているのか？

パラメトリック火災保険の導入

本調査は、パラメトリック型の火災保険商品に対する強
い需要も明らかにしている。このタイプの保険では、雨量や
風速など設定したパラメータに該当する事由が発生した場
合、あらかじめ合意された保険金額が自動的に支払われ

る。火災保険の顧客の5分の3が、この商品を極めて望ま
しいまたは非常に望ましいと評価しており、最も好まれる特
性となっている（図5）。

図5

火災保険の各種特性を「極めて望ましい」「非常に望ましい」と評価した顧客の割合

出所：調査回答に基づくデロイトの分析. 

ケーススタディ：パラメトリック地震保険9

JumpStart社は⽶国カリフォルニア州で地震リスクに対するパラメトリック保険を提供している。保険⾦⽀払のトリガー
は、震度に基づいて評価される。保険料の設定は地質学調査を活⽤した確率モデルに基づく。透明性のあるシンプル
な商品を、シームレスな顧客体験をとともに提供することを⽬指している。保険引受に必要とされるのは最⼩限のデータ
のみで、引受プロセスは迅速だ。Jumpstart社が引受に必要とするのは有効な住所のみなのである。保険⾦の⽀払は、
財物損壊など地震による被害で⽣じた費⽤の⼀部を補償することを⽬的としている。JumpStart社はカリフォルニア州の
住⺠のわずか10%しか地震保険を掛けていない状況  に対し、地震に対する補償の不⾜を埋めようとしているのだ10。

Total US CA UK DE IT CN JP AUS

57% 51% 60% 54% 53% 50% 64% 60% 65%

52% 57% 63% 42% 53% 50% 49% 40% 60%

43% 48% 47% 36% 45% 38% 47% 35% 50%

43% 44% 50% 33% 41% 42% 52% 36% 47%

43% 54% 54% 46% 40% 30% 34% 30% 56%

36% 36% 43% 28% 32% 31% 40% 30% 44%

31% 28% 34% 23% 28% 30% 38% 29% 40%

31% 25% 34% 19% 36% 22% 46% 25% 37%

⾃然災害発⽣後、あらかじめ合意され
た⾦額で保険⾦を即座に⽀払う

⾃⾝が必要とするものや⾦銭的能⼒に
基づき補償内容を調整できる

住宅の損失や損害に対処するために修
理業者を利⽤できる

住宅内で問題が検知された際に保険
会社がアラートを通知する

特定の家財に対する補償レベルを選択
できる

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

住宅の使⽤状況に基づく保険料

在宅勤務時に補償内容を切り替えるこ
とができる
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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

2019年11月から2020年1月にかけて大規模な森林火災
に見舞われたオーストラリアでは、この数字は65%を示す。
さらに広く見れば、COVID‐19の世界的大流行と相まって、
自然災害による被害の増加が、社会がリスクにさらされて
いるということに対する顧客の認識を高めている。

パラメトリック火災保険はまた、シンプルさを求める顧客の
希望とも一致しており、保険金が支払われることに対する
信頼感を生み出している。これは保険金額と保険金支払
のトリガーがあらかじめ合意されていることによる。回答者の
半数以上は、通常商品を購入する前に、保険会社に保
険金を請求するとはどういうことなのか調べている。最も多
く調べられた問題は、保険会社が保険金を公正に支払っ
てくれるかどうかという点だ。パラメトリック保険は、補償の
不足を埋めることも可能である。例えば、米国の火災保
険においては免責となるような、暴風雨による洪水などの
危険について、具体的に補償することが挙げられる。また、
保険金の支払が自動化されており損害査定のプロセスが
ないことで、より迅速かつ低コストに実行することができる。

保険会社はパラメトリック火災保険の導入を継続すること
でこのような要望に応え、最も喫緊のニーズがある高リスク
領域に注力することが可能となる。

国別の調査結果 

調査結果は国によりどのように異なるのだろうか。保険会
社は国別の調査結果を比較対照することで何を学ぶこと
ができるのだろうか。

「基本型」の補償は中国を除くすべての国で最も人気を
得た商品だ。火災保険では、中国を除くすべての国で最
も人気がある。自動車保険では、中国およびイタリアを除
くすべての国で最も人気があった。

中国では「コネクテッド／予防型」火災保険が支持されて
いる（図6）。

この結果は中国固有のいくつかの要因の組み合わせに影
響されている。中国には初めて住宅を購入する人々が多
数いる。加えて火災保険の普及率は低く、本調査による
と火災保険を掛けているのは住宅所有者のわずか31%に
すぎない。結果として、多くの人が「基本型」の火災保険
になじみがなく、「なじみがあるものを選択する」という気持
ちにならないのだ。さらに、中国ではパーソナルデータ（例え
ば、銀行取引データ）を政府機関や企業と共有すること
が広く普及して受け入れられているため、多くの人々は保
険会社とデータを共有することに抵抗がないのである11。 

図6.

火災保険において各国の回答者が第1位の選択肢とした商品の内訳

出所：調査回答に基づくデロイトの分析

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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顧客は何を求めているのか？ 

こういった心理は、他の調査対象国の人々の心理とは対
照的だ。我々は、保険に関する履歴からソーシャルメディア
の利用歴に至るまで11種類のデータについて、保険料の
引き下げあるいはよりニーズに即した補償を受けることを目
的とした保険会社とのデータ共有に関する意欲を調査し
た。11種類のデータを平均すると、中国人顧客の約5分の
3（57%）がデータを共有すると回答したのに対し、ドイツ
人顧客でデータを共有すると回答したのは 3分の1

（34%）にすぎなかった（図7）。

この調査結果は、顧客によるパーソナルデータの共有に依
存した商品・サービスを開発する場合、保険会社は現地
の条件を考慮する必要があることを再認識するものだ。例
えば、ドイツの顧客は概して他の調査対象国の顧客よりも
保険会社とのデータ共有を好ましく思っていないが、自宅
におけるエネルギー使用量のデータに関してはこの傾向が当
てはまらない。これは、2011年から開始された原子力発電
の段階的廃止を受けたドイツにおけるエネルギーコストの上
昇を反映する結果だろう。

図7.

保険料の引き下げや補償内容のカスタマイズのために
保険会社へデータを共有することを厭わないと考える顧客の割合（%）

出所：調査回答に基づくデロイトの分析

11種類のデータを平均すると、中国⼈
顧客の約5分の3（57%）がデータを
共有すると回答したのに対し、ドイツ⼈
顧客でデータを共有すると回答したの
は3分の1（34%）にすぎなかった。
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⽕災保険と⾃動⾞保険の未来 

中国では、「セルフコントロール／調整可能型」の補償が
最も人気が高い自動車保険の種類である（図8）。この
結果は、火災保険の場合と同様に、中国人の多くが「基
本型」自動車保険になじみがないことを示している。

また、中国がCOVID‐19を経験したことも反映している。中
国の一部の地域は、COVID‐19により大きな打撃を受け厳
しいロックダウンを経験したことが、確立されていた生活や
仕事のパターンを様変わりさせたのである。本調査によれ

ば、中国の回答者の3分の1以上（37%）がCOVID‐19の
感染拡大以降、業務に自動車を利用するようになったと
しているが、これはその割合が10分の1にすぎない他の
国々とは対照的だ。自動車の業務における使用には、事
業用の自動車保険が必要となる。「セルフコントロール／
調整可能型」の自動車保険であれば、必要に応じて個
人用途から業務用途に切り替えることが可能なため、す
べての運転に対し事業用保険を使用するよりも安価とな
るだろう。

図8.

自動車保険において各国の回答者が第1位の選択肢とした商品の内訳

出所：調査回答に基づくデロイトの分析

イタリアの顧客の自動車保険における選択では、「セルフ
コントロール／調整可能型」の補償（20%）が、最も多く
の回答者に選択された「基本型」の補償（22%）に迫る
支持を獲得し次点となったが、中国を除く他の国々では
「基本型」の補償に対する人気が顕著だった。 

我々はこの結果について、テレマティクス保険の発展が影
響していると見ている。イタリアではテレマティクス保険の普
及率が比較的高い（2018年欧州全体における普及率
は2%にすぎなかったのに対しイタリアでは16%となってい
た）12。その理由のひとつとして、イタリアでは車両盗難の
発生率が比較的高く重大な問題となっており、テレマティ
クス保険が車両を取り戻すうえで有用なことが挙げられ

る。イタリアにおけるテレマティクスの発展は、他の成熟した
市場の顧客よりも新種の保険商品・サービスを受け入れ
る姿勢をイタリア人顧客にもたらしたのだ。

保険会社にとってこの結果の重要性には2つの側面があ
る。顧客が自らのデータを共有することをベースとする新種
の商品・サービスを成功させるためには、顧客が受け取る
対価に説得力がなければならず、保険料の割引やカスタ
マイズされた補償内容だけでは不十分な可能性がある。
よりポジティブな面としては、ひとつの商品の発展が新たな
タイプの商品・サービスに対する顧客の関心を大きく刺激
する可能性がある。我々はコネクテッド火災保険でこのよ
うな事象が発生すると考えている（上記参照）。
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図9.

自動車保険の購入に望ましいチャネル

重要なのは、商品の簡素化には、顧客のロイヤルティを確
実に維持する取組みを伴う必要があるという点だ。これに
は、利便性や価値、そしてサービスの向上が含まれる。オン
ラインチャネルで商品・サービスを購入するトレンドが強ま
り、このことがオフラインチャネルの場合よりも保険会社の
切り換えを容易にすることを考えると、これは現実的な課
題となる。

おわりに

保険会社は、その基本となる商品について、顧客がどのよ
うに捉えいかように関わるのかをシンプルにし、その価値を
明確に示す必要がある。また、ミレニアル世代が最も顕著
ではあるが、異なるものを求める人々が存在するセグメント
に対応していく必要もある。このようなグループに対するサー
ビスの提供は、利益を生む成長に向けた手つかずの機会
そのものを意味し、さらにより重要なこととして、時代を先
取りするチャンスとなることが挙げられる。現在のセグメント
は、明日の主流なのである。
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英国の顧客は、火災保険と自動車保険いずれにおいて
も「基本型」の補償を最も好む傾向が顕著だ。これは、価
格比較サイトで「基本型」の契約を比較することが習慣化
されていることに影響されている。英国では、概して保険の
購入におけるオンラインチャネルの台頭、具体的には比較
サイトの台頭に伴い、価格競争が激化した。このトレンド
は最終的に、業界全体で保険引受利益の深刻な浸食
につながった。

調査対象の8カ国の大半で、自動車保険の購入にオンラ
インチャネルを利用するとした回答者は半数に満たない結
果となった（図9）。火災保険に関しては、オンラインが占
める割合はさらに低くなっている。

しかしながら、オンライン購入は確実に広がっていくだろう。
若年層の顧客は中高年層の顧客よりもオンライン購入を
好む。例えば、米国では18歳から34歳までの年齢層の
63%が自動車保険をオンラインチャネルで購入することを
好むが、55歳以上の年齢層ではその割合は35%となる。
オンラインは可能な限りにおいて好まれる購買方法となっ
てきており、COVID-19はこの移行をさらに推し進めるだろう。

出所：調査回答に基づくデロイトの分析
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付録
本レポートにおける保険タイプの定義

基本型火災保険（Basic）
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火災保険
（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／コスト重視型火災保険
（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／予防型火災保険
（Connected and preventative protection）
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・契約付帯型火災保険（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
な保険と同一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／調整可能型火災保険
（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。

基本型自動車保険（Basic）
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／コスト重視型自動車保険
（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。
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コネクテッド／サービス拡充型自動車保険
（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・契約付帯型自動車保険（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
的な保険と同一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／調整可能型自動車保険
（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。

移動手段包括型自動車保険
（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、ライドシェアを
利用したりする場合も含まれる。
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