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はじめに
未来を予測することは困難であるが、備えることは困難ではない。保険会社は金融危機を機に、厳しくかつ新し

いビジネス、投資、規制環境に取り組んでいる。

一方、保険業界は、さらに広範囲な難題にも直面している。人口動態の変化、新興市場の台頭、顧客行動の変

化は、保険業界の将来像の形成に大きく影響するであろう。

そのため、変化を予測し、対応することができた保険会社のみが、未来を切り開くことができる。「迅速な追随者（

fast followers）」は先駆者を特定し、先駆者と同様の戦略を取れるよう敏捷性が求められる。一方、「生存者（

survivors）」は、短期的に実績をあげることに重きを置く。貴社はいずれのモデルに該当するのか？

本レポートでは、上記の問題提起に

対応し、今後のビジネスチャンスを掴

むための戦略策定にあたって、二段

階アプローチ（図 1 参照）を採用して

いる。

主要なマーケットドライバーの分析: 将

来のシナリオを設定するにあたって、詳

細なリサーチを実施した。リサーチにあ

たり、保険業界の 3 つの主要なセクター

（個人、企業、生命保険・年金・退職年

金）にまたがる、グローバルな社会的

(Social)、技術的（Technological）、環境的

(Environmental)、経済的(Economic)、政

治的（Political）な要因（STEEP）の影響

を、「outside-in」シナリオ策定分析を用

いて調査した。グローバルで、保険業界

に潜在的に影響を与えうる 30 以上のド

ライバーを考慮した（本レポートではドラ

イバーについて言及しているが、ページ

数に限りがあるため、それぞれのドライ

バーについての詳細な説明は行ってい

ない）。

保険会社のビジネスモデルへの影響:

分析の第2段階として、これらさまざま

なシナリオが、先進市場と新興市場の

保険会社の戦略に与える影響を、

「inside-out」ビジネス設計分析を用い

て評価した。また、リスク回避と機会の

最大活用のために、ビジネス設計をど

のように変更できるかについても検討

した。ビジネス設計フレームワークは、

業界におけるデータや考察の開発に

役立つだけではなく、会社固有の戦

略の方向性や独自の能力に合わせ

てそれらを調整することが可能となる。

図 1：ビジネス設計に基づくシナリオの設定

要因とドライバー メガトレンド セクター シナリオ 業界への影響 戦略 方策

社会的、技術的、環境
的、経済的、政治的な
（STEEP）要因とそれ
ぞれの構成要素が将
来どのような影響を及
ぼすか。

STEEP 要因とドライバ
ーから、どのようなメガ
トレンドを予測できる
か。

STEEP 要因、ドライバ
ー、メガトレンドが 3 つ
の保険セクター（個人
、企業、生命保険・年
金・退職年金）にどの
ような変化をもたらす
か。

「outside-in」分析から
得られる主要な特質と
マクロシナリオにはど
のようなものがある
か。

3 つの保険セクター
から生じる主な業界
への影響にはどのよ
うなものがあるのか。

先進市場と新興市場
の保険会社それぞれ
の戦略的意図や能力
を踏まえ、将来に向
けて、どのような戦略
を策定するか。

不確実で急速に変
化する未来を開拓
するための戦略を
実行するにあたり、
会社はどのような
方策を採用すべき
か。

「outside-in」シナリオ策定分析
「inside-out」3D ビジネス設計分析
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保険業界に影響をもたらすと考えられる、32

の STEEP ドライバーの要因を特定した（図２

参照）。STEEP 要因は、保険業界におけるす

べてのセクター（個人、企業、生命保険・年

金・退職年金）に影響をもたらすが、すべて

の変化が必ずしも保険会社に有利な影響を

もたらすものではない。例えば、短期・中期的

には、新興国が目覚ましい成長を遂げるであ

ろう。しかし、将来を見据えた先進国の保険

会社は、新興市場における成長だけではな

く、人口動態の動向や技術的動向をとらえる

ことによって、自国市場で成長し続けることが

可能である。同様に、新興国の保険会社は、

自国市場での保険商品を見直すと同時に、

海外の市場に進出し、技術的専門性を高め

る機会を有する。

次の 10 年で、STEEP にどのような変化が生

じるかを正確に予測することはできないが、

保険セクターに影響を与えるメガトレンドは 5

つあると考える。（図 3 のシナリオが示すよう

に）これ以外にも数多くの検討事項が存在

し、これらについて調査していくことも可能で

あるが、本レポートでは、以下の事項に焦点

を当てることとする。







主要な STEEP ドライバー

出

図2：STEEPドライバーと要因

2 PwC Insurance 2020: Turning change into opportunity, January 2012
原文を参照頂

社会的

技術的

情報へ

ードウェ

環境的

害に対

デルの開

情報と分

デバイス

ソフトウ

医療技術

会社の社会的責任

社会的要因

人口動態のシフト
‐中産階級のダイナミズム

‐新しい家族構造

‐従属人口指数

‐高齢化

環境的要因

気候変動と災害

都市化

新たな

財政上

インフ

リスク

社会保

ディス

パートナーシップ

政治的要因

規制改革

地政学的リスク

国家主導の資本主義の台頭

典: PwC の分
技術的要因

析

とセンサー

ェアとアプリケーション
顧客行動
‐ソーシャルネットワーク

‐顧客の期待

‐リスク認識

‐健康

人材の流出

ステークホルダーの信頼
くようお願い致します。

要因：顧客の影響力の増加

要因：「ビッグデータ」を有用な

と変換するソフトウェアおよびハ

アの技術向上

要因：深刻度や頻度が増す災

応するため、より高度なリスクモ

発とリスク移転の増加

 経済的要因：

的・政治的権力

 政治的要因：保

標準化、国際化

の進歩 サステナビリティー

汚染

析

経済的要因

成長の機会

のプレッシャー

レ/デフレ

分散とリスク移転

障および給付

トリビューターの変化
新興市場における経済

の台頭

険市場における調和、

テロ

税制措置

イスラム法典への準拠（タカフル

：イスラム保険）



図 3：STEEP ドライバー：直面しうるシナリオの範囲

30を超える主要なSTEEPドライバーの詳細な分析により、保険業界が直面するマクロシナリオの範囲が確定した。これらのマクロシナリオは、保険セクターの将来像に影響を与える

ものである。

後退的 中間（各要素の組み合わせ） 先進的

1 2 3 4 5

社会的要因 顧客の大半は、保険販売員

と対面での対応を求めてい

る。

顧客獲得のための販売チャ

ネルが複数あり、代理店の

消滅が生じる。

複数の販売チャネルの統合

が標準的であり、代理店の

消滅が生じる。

顧客が保険会社から直接購

入しており、代理店の消滅が

生じる。

顧客がグループを形成して、

保険会社からまとめて購入し

ており、代理店の消滅が生じ

る。

技術的要因 保険会社は、過剰なデータ、

データの品質とプライバシー

の問題、サイバー攻撃による

脅威に直面しており、その結

果、直感に基づく意思決定

へと後退している。

保険会社は、過剰な情報を

管理し、分析技術の高度化

に追いつくため、競合他社に

劣らぬペースで投資し続けな

ければならない。

競合他社との差別化を図る

ために、高度な情報分析が

重要な要因となる。

高度な情報分析、（モバイル

センサーからの）新たな情報

源、引受能力が、競合他社と

の差別化において、重要な

要因となる。

情報分析の高度化が進展

し、これ以上は有用な情報を

抽出することはできなく、す

べての重要な意思決定が自

動化され、競争が防止と生

産性の向上へとシフトしてい

る。

環境的要因 災害が増加しているにもか

かわらず、これらを正確に予

測するデータは不足してお

り、保険会社は不採算事業

から撤退している。

保険会社は災害モデルに依

拠しているが、規制当局によ

る規制のため、革新的なリス

ク移転/リスク分散商品の開

発が妨げられている。

保険会社は災害モデルに依

拠し、証券化や再保険による

革新的な災害保険商品を販

売している。

災害モデルがより高度化さ

れ、災害多発地域における

引受に関する、先進的な早

期警戒技術が使用されてい

る。

先進的な早期警戒技術が導

入され、新たなリスク移転/リ

スク分散取引を国有企業や

民間企業と行うことによっ

て、災害における人的被害

や資産の損失が減少する。

経済的要因 世界が、国際化から地域化

へとシフトし、保険会社は、

限られた地域で事業を展開

し、当該地域向けの商品開

発を行う。

新興国の保険会社の規模と

プレゼンスが拡大し、先進国

の保険会社の機会が絞られ

る。

先進国の保険会社が新興市

場に参入し、新興市場での

利ざやが縮小する。

新興国の保険会社が、先進

市場に参入し、グローバルで

事業を展開する。

真にグローバル化された市

場となり、地域を問わず、バ

リューチェーンの多数の要素

を統合することができる。

政治的要因 先進国と新興国のいずれの

政府も、保険会社に対して同

水準に厳しい規制を課してお

り、保険会社の収益性が低

下する。

新興国では先進国より厳し

い規制を導入しており、収益

性が低下し、先進国の保険

会社に対する規制が限定さ

れる。

新興国と先進国における多く

の規制は、銀行と保険会社

の価格決定、カバレッジ、査

定、保険準備金において、比

較的自由裁量を与えるもの

となっている。

新興国と先進国がいずれも

緩和された規制を制定し、新

興国は、先進国の保険会社

による新興市場への参入と

規制を緩和する。

規制が改善され、各国間（大

きな国では州間）の規制の調

和が一段と図られる。規制が

調和されたことにより、商品

と実務が標準化される。

出典：PwC分析
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社会的要因：

顧客の影響力の増加

今後の社会動向や今も続く社会動向により、

保険業界の伝統的なビジネススタイルが刷新

され、顧客の影響力が増大している。

顧客の期待： 顧客（個人と法人）は、保険代

理店やアドバイザー、保険会社との取引に簡

素化、透明性、スピードを望むようになってき

た。オンラインテクノロジーやモバイルテクノロ

ジーは進歩し続け、顧客の期待の変化を増

幅している。

直近に行われた米国の顧客調査によると、

32％を上回る回答者（18 歳から 25 歳までの

回答者のうち 50％）が、保険会社との直接取

引を望むと回答している（注 1）。直接取引を行

いたいという要望は今後も引き続き、個人向

け商品と個人生命保険セクターで出てくるで

あろう。さらに、スマートフォンやタブレット端

末の使用の増加により、場所、時間を問わず

情報を入手したいというニーズが増し、オンラ

インの世界はよりモバイルに依拠したものとな

ってくる。例えば、2014 年までには、モバイル

でのインターネットユーザーは、デスクトップ

でのインターネットユーザーを上回ると予想さ

れている（注2）。

これらの変化は保険セクターに以下のような

重大な影響を及ぼす。

 保険商品は代理店により「販売される」

よりも、顧客によって「購入される」ように

なり、「保険は販売するものであって、

購入するものではない」という古い常識

は覆される。この抜本的な変化は、保

険会社と代理店のバリューチェーンに

おける役割の見直しを促し、最終顧客

（個人と法人）のニーズにより即したもの

となる。

 顧客の簡素化・透明性に対するニーズ

は、商品・サービス設計と販売方法に

おける改革を促す。大手保険会社は、

新たな顧客を狙い、顧客固有のニーズ

にカスタマイズされた商品やサービスを

提供することに一層習熟し、顧客満足

を高めることができる。

 サービスの機動性や迅速性に対する

顧客の期待は、マルチメディアコンテン

ツの作成・配信、複数のデジタルプラッ

トフォームを通じた取引の拡大を図るた

め、モバイルや双方向性技術への投

資を促進させる。

ソーシャルネットワーク： ソーシャルネットワー

クの急速な普及や進展は、個人と法人に対し

てより透明性のあるコミュニケーションを可能

とし、バーチャルコミュニティーの購買力の活

用につながる。（かつてない程の早さでグロ

ーバルに普及している）ソーシャルネットワー

クの成長によって、顧客の影響力が強まる。

例えば、Facebook は、立ち上げからわずか 6

年間で、8 億人を超えるユーザーを抱えるよ

うになった（注 3）。顧客がソーシャルネットワーク

をさらに利用するようになると、以下のようなシ

ナリオが描かれうる。

 人々は、個人情報を交換するようになり、

信頼のおける友人、家族や知人とのネ

ットワークを構築する。その結果、信頼

関係の構築が、保険代理店やアドバイ

ザーとの間ではなく、オンライン・コミュ

ニティーへとシフトする。

 購買力に実質的な影響を及ぼすソー

シャルネットワークが保険の新たなチャ

ネルとして台頭し、情報に基づいたオ

ンラインを通じての仲介によりメリットが

受けられるようになる。

 最終的には、ソーシャルネットワークが、

自家保険のプーリングの機能を担うよう

になり、保険会社の主要な役割は、商

品開発からサービスプロバイダーへと

変化する。

（注 1） 出典：Coverhound: Car Insurance shoppers still

prefer to deal with local agents over direct

carriers （2011 年 1 月）

（注 2） 出典：mashable.com: mobile by the numbers

(infographic) （2011 年 3 月）

（注 3） 出典：Facebook 統計 （2011 年 11 月）
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「ビッグデータ」の活用において、リアルタイム

画像、ブログ、チャットのような、大量の構造

化されていないマルチメディアのデータを処

理する能力を高めるため、高度な分析技術

に対する投資が世界的に増加している。この

ような進歩は、「ビッグデータ」を有用な情報

へと変換するソフトウェア（時にはハードウェ

ア）につながる。技術向上
代理店優位から
最近のシステム化の恩恵を受け保険業界の

生産性が向上し、新たな技術が、業務効率

の向上、利益獲得の機会の増大、顧客に関

するノウハウの向上をもたらしている。保険業

界にとって画期的な新たな技術進歩は以下

のとおりである。

 インターネットにいつでもアクセス可能

なスマートフォン、タブレット端末、クラ

ウドコンピューティングの増加

 計算能力と保存能力の増大による、デ

ータ蓄積能力や分析能力の飛躍的な

向上

 インターネットに接続するアクティブセ

ンサーやデバイスの増加

ビッグデータ： インターネット接続デバイスや

センサーの数は、2020 年までに 500 億に達

すると予測されており（注 4）、このような増加はリ

アルタイム情報の利用可能性に重大な影響

を与えることになる（この傾向はよく「ビッグデ

ータ」と称される）。この情報を料率設定、引

受、損失管理の改善に有効に活用できた保

険会社が、競合他社と差別化を図ることがで

きる。

機械学習、自然言語理解やインテリジェント

な意思決定等の人工知能技術の進歩によっ

て、保険会社は、技術を取引処理だけでは

なく、意思決定にも用いるようになる。昨今、

非定型的な意思決定に、構造化データを用

いた分析技術が使用されるようになってきて

いる。

2020 年までには、非構造化データ（例：ソー

シャルメディア、デバイス、画像、音声）が構

造化データの補完として使用されるようにな

り、保険会社が将来に備えた戦略的意思決

定を行う際に役立つようになる。

反応型のビジネスモデルから予防型のビジ

ネスモデルへ： 企業向け保険会社は既にリ

スク・損失管理、生産性の向上に、コネクテッ

ド・デバイスとセンサーを用いているが、生命

保険会社と健康保険会社においても、それら

が用いられるようになるであろう。

2020 年までに、バイオテクノロジーはナノスケ

ールになり、デバイスやセンサーを人体に目

立たない形で埋め込めるようになる。ナノテク

ノロジーの医薬品市場は、2009 年から 2014

年までの間に年平均成長率 21.7％で成長

し、2014 年までにおよそ 160 億ドルに達する

と予測されている（注 5）。このようなナノテクノロ

ジーは、慢性疾患の経過観察や予防に役立

ち、医療効果を飛躍的に向上させる可能性

を秘めている。

代理店の消滅へ
従来、保険セクターは、個人や法人

のニーズを理解し、顧客のニーズに

合致した保険商品やソリューションを

提供する代理店が主流であった。イ

ンターネット、モバイル端末やソーシ

ャルネットワークにより、ここ 10 年の

業界の様相が一変し、簡便で、迅速

なそして利便性の高い取引を望む

新たな世代の顧客を生んだ。このよ

うな傾向は今後加速し、顧客がオン

ラインを利用して保険を「直接」購入

する、あるいは、友人、家族の勧めと

いったオフラインの「信頼」ネットワー

クを通じて保険を購入する機会が増

大する。また、これにより、顧客への

アドバイスという役割を根本的に見

直すことになり、販売チャネルであっ

た代理店が消滅する。

 回答者の45％が、顧客の直接

購入、もしくは、グループ単位

での一括購入の直接交渉によ

り、代理店が消滅すると予測し

ている。

出典：2011年の6月に、International Insurance

Society (IIS)による「保険の将来」の発表に出

席していた、150人超の経営幹部レベルの重
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。必要

役に対して、PwCが行った調査に基づく。
技術的要因：

「ビッグデータ」を有用な

情報へと変換するソフトウ

ェアおよびハードウェアの
（注 4） 出典：CISCO, The internet of things: How the

next evolution of the internet is changing

everything （2011 年 4 月）

（注5） 出典：Companies and Markets, Nanotechnology in

Healthcare: Market outlook for applications, tools

and materials （2010年1月）
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本冊子は英語の原文を翻訳したものです。必要に応じ

医療サービスや治療モデルは、ヘルスケア

のカスタマイズ化へと進化している。罹病率と

死亡率の減少は、生命保険会社や健康保険

会社に大きな影響を与える。消費者はゆくゆ

く、各々のリスクと健康状態に即した、人体の

生化学に積極的に働きかける高度にカスタ

マイズされた治療法に基づく薬を使用するよ

うになる。このような医療の進歩により罹病率

と死亡率が著しく低下するため、我々は、こ

れら医薬品の進歩は費用曲線をなだらかに

すると予想している。また、このような進歩の

なかには、医薬品の製造業者が医薬品の効

用に関する詳細な証拠を提供することを可能

とするものもあるため、訴訟費用の低減につ

ながる。

企業向け保険会社は、これまでも損失管理と

リスク管理を重視してきたが、このような傾向

は今後も深まり、保険業界の他のラインにも

波及するであろう。個人向け保険会社や生

命保険会社は、リスクの認識と料率設定を受

動的に行い、請求に応じて保険金支払いを

行うというモデルから、損失の低減とより良い

リスク管理を実現するために、積極的に「ビッ

グデータ」や有用な情報を利用するモデル

へと変化していく。生命保険会社および健康

保険会社だけではなく、年金・退職年金の提

供者にとって、監視用デバイスは、結果的

に、平均寿命を大幅に伸ばし、活動的な定

年後の生活を送る年月を増やすことになる。

6 PwC Insurance 2020: Turning change into opportunity, January 201
構造化データ/短期的な意思決定/受動的なビジネ

スモデルから、非構造化データ/戦略的な意思決定/
予防的なビジネスモデルへ

従来、保険セクターでは、どの顧客を対象とするのか、どのようにリスクに対する料率設定

を行うのか、どのように損失を見積るのかに関し、主に構造化された内部データを用い

て、短期的で業務的な意思決定を行ってきた。しかし、次の 10 年で、保険業界は、大量

のリアルタイムのセンサーデータ、ソーシャルネットワークからの非構造化データ、テキス

ト、音声、画像等のマルチメディアデータをさらに活用するようになる。保険会社は、高度

な人工知能技術の進歩により、顧客の直近・将来の状況に応じた商品やソリューションの

提供、参入先の新興国の選別、利益率の高い顧客維持のための顧客満足度管理等、将

来に備えた戦略策定のために、非構造化データを利用し始める。リアルタイムな「ビッグデ

ータ」を使用することができ、先進的なシミュレーションの技法を有する保険会社が、競合

他社に対して圧倒的な優位性を築く。

 直近の調査によると、49％の回答者が、データ分析において、新たな情報源や

技術を用いることが、競合他社との差別化におけるキーポイントとなるとしている。

出典：2011年の6月に、International Insurance Society (IIS)による「保険の将来」のプレゼンに出席していた、150

人を超える経営幹部レベルの重役に対して、PwCが行った調査に基づく。
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環境的要因：

災害の深刻度や頻度の

増加

過去 20 年間の自然災害や人災の深刻度や

頻度が増している。1990 年から 2009 年の間

では、ハリケーンや熱帯暴風雨が災害損失全

体の 45.2%を占めており（注 6）、暴風雨の割合と

危険度は、地球規模の気候変動に伴い上昇

すると予測される。保険金支払いの大部分

が、利益保険の補償である。例えば、チリ地震

では、保険金請求のうち 50％超が、利益保険

と臨時費用に関わるものであった（注7）。

保険会社は、災害に加え、人間による環境破

壊も検討しなければならない。エネルギー消

費量の増加と、それに伴う大気汚染は、保険

会社のリスクエクスポージャーに直接影響を及

ぼす。例えば、米国エネルギー情報局は、世

界のエネルギー消費量は、2007 年から 2035

年の間に、49％増加すると予測している（注8）。

化石燃料を消費し続ける結果、環境汚染が引

き続き深刻な健康問題となり、先進国や発展

途上国の人々の健康を脅かすようになる。生

命保険会社と健康保険会社は、さまざまな地

域におけるリスク評価を正確に行うために、大

気汚染の状況を厳密に観測する必要がある。

環境対策は、深刻な事態を避けるために必須

である。2035 年までに、電力における再生可

能エネルギー源の割合は 23％になると予測さ

れている（注 9）。持続可能なソリューション（例え

ば、ソーラーパネル）に対する投資は次第に、

損害保険会社における新たなモデルの構築と

リスクに対する料率設定に影響を与えるように

なる。

このようなリスク管理のために、保険会社はより

高度なリスクモデルを構築し、革新的なリスク

分散・リスク移転取引を開発する必要がある。

災害モデルが高度化されれば、災害多発地

域での引受において、先進的な早期警戒技

術が使用されるようになる。洪水や森林火災

等の災害領域において、技術革新のペース

に取り残された保険会社は、市場からの撤退

を余儀なくされるであろう。

（注6） 出典：Insurance Matters: Information for policymakers, Catastrophes: Insurance Issues （ 2011 年 6 月）

（注7） 出典： Insuring Florida, Catastrophes: Insurance issues （2011 年 10 月）

（注8） 出典：世界のエネルギー消費量は、2007 年から 2035 年の間に 49％増加すると予測される。再生可能エネルギー

は、世界のエネルギー源として、化石燃料が最も多く利用される （2010 年 5 月、US Energy Information Administrati

（注9） 出典：US Energy Information Administration, International Energy Outlook（2011 年 9 月）

PwC Ins
災害の深刻度や頻度

が増すにつれ、保険

会社は技術革新や損

害を抑えるためのリス

ク移転取引の開発に

追いついていかなけ
の急速な増加が見込まれるものの、現行の政策下で

on プレスリリース）

ればならない。

従来、保険セクターは、重要度が高く

低頻度の災害（例えば、地震・津波）

に対する災害モデルの開発に長けて

いた。しかし、これらのモデルの多く

が、予期せぬ「ブラックスワン」に対し

ては不十分であった。次の 10 年間

は、予測不能な災害に襲われ、対応

能力が低下し、価格を引き上げざるを

得ない事態が発生する可能性があ

る。検知技術や観測技術、リスク移転

の仕組みの開発により、保険会社や

再保険会社は、異常な損失の発生を

抑えることができるようになる。
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経済的要因：

新興市場における経済的・

政治的権力の台頭

新興市場の魅力が増しているうえ、先進国の

成長が不透明で、規制が強化されていること

から、保険会社は発展途上国における戦略

目標の見直しを迫られている。

E6 諸国（中国、インド、ブラジル、ロシア、イン

ドネシア、メキシコ）の、過去 20 年間におけ

る、世界の GDP に占める割合は増加してお

り、2008 年の金融危機が引き金となった流動

性危機および信用収縮は、新興国に比べ、

はるかに先進国の経済に影響を与えている。

2006 年から 2020 年の間に、E6 諸国は世界

のGDP成長に47％寄与すると予測されてお

り、G6 諸国は同期間に 24％未満の寄与しか

しないと予測されている（図4）（注10）。

先進市場主体の世界から、新興市場におけ

る成長が主流となる世界へのシフト要因には

以下があげられる。

 先進国においては、高齢化が進行して

いる。（中国を除く）新興国では、生産年

齢人口が従属人口を上回り続け、生産

性が向上している。

 新興市場における中産階級の台頭が、

消費増加につながり、スモールビジネス

が目覚ましく成長する。

 政府のインフラ投資、人口増加、新たな

ビジネスの創造、富の創出が、建設、土

地開発、エネルギー、交通の各セクター

の成長につながっている。これらすべて

が保険への大きな需要を生み出してい

る。

(注 10) 出典：Economic Intelligence Unit, Foresight 2020
8 PwC Insurance 2020: Turning change into opportunity, January 2012
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。



先進市場と新興市場との間の経済成長
互関

係を強め、この傾向は続くと予想されま

す。しかし、米国、欧州欧州及び他の

OECD諸国の経済力と影響力は減退し、

新興市場の継続的な成長が世界経済の

成長の原動力となります。新興諸国では

消費が増加し、保険市場が成長すること

から、新興市場の保険会社にとっては大

きなチャンスとなります。金融危機による

先進市場の減退は、新興市場の経済及

び保険会社へ、パワーをシフトさせま

す。PwCによる直近の調査では以下の

結果となっています。

・30％の回答者が、新興市場の新しい保

険会社が、世界的な保険会社として、先

進諸国に進出すると予想しています。

・28％の回答者が、真の世界市場が出
来ると予想しています。

出典：2011年の6月に、International Insurance Society

(IIS)による「保険の将来」の発表に出席していた、150人超

の経営幹部レベルの重役に対して、PwCが行った調査に

基づく。

の不均衡は、保険会社の競争原理にお

いて、複数のシナリオを発生させま

・保険業界全体が、国際間の協定、標準

化された実務、国境をまたいだ商品の提

供を通じて、より国際化します（P10「政治

的要因」参照）。この国際化の流れにより、

国際的な保険会社は、保険のバリュー・

チェーンを通じて、世界的に、経済規模、

範囲双方におけるマーケットシェアを獲

得します。

・対照的に、先進諸国と新興諸国におけ

る2つの相反する経済成長側面と、金融

危機による先進諸国の権威失墜から、

国もしくは地域単位の保護主義が強まり

ます。

・2つの対照的な経済要因から予測され

ることは、先進市場の保険会社は、新興

市場において成長機会を見出し、新興

市場の保険会社は、先進市場でノウハウ

や能力を身に付ける、ということです。

図 4：E6 諸国と G6 諸国の世界市場における成長（2006 年～2020 年）

G6 諸国の世界市場における E6 諸国の世界市場における E6 諸国と G6 諸国の世界市場における
成長寄与度（%） 成長寄与度（%） 成長寄与度（%）

Source: Economic Intelligence Unit, Foresight 2020

米

イ

過去 20 年間を通じ、世界経済の連動

性は一段と高まり、この傾向は続くと予

想される。しかし、米国、欧州その他の

OECD 諸国の経済力と影響力は後退

し、新興市場の継続的な成長が世界経

済の成長の原動力となる。新興国では

消費が増加し、保険市場が成長するこ

とから、新興国の保険会社にとっては大

きなチャンスとなる。金融危機による先

進市場の減退により、新興国の経済お

よび保険会社へのパワーシフトが加速

する。PwC による直近の調査では以下

の結果となっている。

 30％の回答者が、新興国の新し

い保険会社が、グローバルな保険

会社として、先進国に進出すると

予想している。

 28％の回答者が、真にグローバ

ル化された市場が出現すると予想

している。

出典：2011年の6月に、 International Insurance

Society (IIS)による「保険の将来」のプレゼンに出

席していた、150人を超える経営幹部レベルの重役

に対して、PwCが行った調査に基づく。

先進市場と新興市場との間の経済成長

の不均衡により、保険業界の競争力学

について、複数のシナリオが描かれる。

 保険業界全体が、各国間の規制

の調和、実務の標準化、海外へ

の商品の提供を通じて、よりグロ

ーバル化する（P10「政治的要因」

参照）。このようなグローバル化の

流れにより、グローバルな保険会

社はマーケットシェアを拡大し、保

険のバリューチェーンのグローバ

ル化を促進する経済規模や範囲

が拡大する。

 一方で、経済成長と金融危機の

二つにおける先進諸国の権威失

墜から、国または地域単位の保護

主義が強まる。

 これらの2つの対照的な経済要因

から予測されることは、先進市場

の保険会社は、新興市場におい

て成長機会を見出し、新興市場

の保険会社は先進市場に進出

し、ノウハウを身に付け、優秀な人

材を獲得するということである。

図4：E6諸国とG6諸国の世界市場における成長の寄与度（2006年～2020年）

G6諸国の世界市場における

成長寄与度（％）

E6諸国の世界市場における

成長寄与度（％）

E6諸国とG6諸国の世界市場

における成長寄与度（％）
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本冊子は英語の原文を翻訳したものです。必要に応

金融危機による先進市場の後退と、新興市場の経済と

保険会社へのパワーシフトが加速化

政治的要因：

保険市場における調和、

標準化、国際化

規制という観点から見た場合には、さまざまな

結果が予測される。金融危機は、米国、欧州

および新興市場の規制当局間のコミュニケー

ションと対話を促した。

 各国の規制当局が保険に対する規制の

調和への取り組みに成功できれば、保

険商品や方針の標準化が進み、保険の

バリューチェーンのグローバル化が進展

する。

 一方で、規制当局は、各々の市場で、さ

まざまな新しい（負担となる可能性があ

る）規制を相次いで制定している。

 これらの2つの対照的な政治的要因から

新興市場では、先進市場の保険会社の

新規参入や活動を制限する可能性があ

る（代替的なシナリオとして、新興市場は

制限の解除や規制の緩和により先進市

場の保険会社の参入を推奨することが

考えられる）。

（注11） 出典：Alliance for Health & the Future, The Dep

（注12） 出典：Centre for Retirement Research at Bosto

（注13） 出典： Terrorists attack global supply chain ever

10 PwC Insurance 2020: Turning change into opportunity, Janu
、

、

規制以外に、保険会社は、その他のいくつか

の政治的要因を検討する必要がある。

社会保障制度や福祉制度によるソルベンシ

ーへの圧力は、従属人口比率の上昇により世

界的に上昇する。G6 諸国における従属人口

比率（18 歳から 64 歳までの人口に対する、18

歳未満と 64 歳超の人口の割合）は、2000 年

から 2025 年までの間に平均 14％増加すると

予想されている（注 11）。直近の予測によれば、米

国の社会保障信託基金の資金は2037年まで

には枯渇し、米ドルで 78 セントしか支払うこと

が出来なくなる（注12）。

社会保障制度のソルベンシーに対する国民

の信頼が低下し、政府が給付額を引き下げる

ことで、国民は退職後の貯蓄を自ら備えるとい

う動きを始める。このような動きは、財政危機に

ある政府が歳出を削減し、税収を増加させる

一方で、生命保険会社や年金保険会社にと

って新たなチャンスとなる。生命保険、年金、

退職年金の税制優遇措置は、安易な収入源

として捉えられる可能性がある。保険会社はこ

れらの変化に迅速に対応することが求められ

る。

テロ： 過去 30 年にわたり、世界中でテロ攻撃

が増えている。テロリストは、最近では平均して

4 日に 1 回のペースで世界的なサプライチェ

ーンを攻撃している（注 13）。大規模なテロ攻撃の

頻度が高まるにつれ、保険会社のリスクが増し

ている。テロ攻撃は、複数の商品（すなわち、

商業住宅、利益補償、労災補償、生命保険、

給付金）に影響を及ぼすが、これらの商品は

一般的にそれぞれ別のモデリングがなされて

いる。そのため、いわゆる「相関関係のない」リ

スク要因から発生する潜在的な損失は相当程

度にのぼる可能性があり、一定水準を上回る

損失を補填するため、業界全体もしくは国家

レベルでの資金注入が求められる。さらに、テ

ロによる損害を補填するキャパシティを把握す

るために、詳細なモデリングが必要となる。

地政学的な不安定性： 世界規模での資源不

足は、近年の「アラブの春」と呼ばれる中東や

北アフリカの石油産出国で勃発した政治的混

乱からもわかるように、地政学的な不安定性を

増大させる。これにより、資源消費国はエネル

ギー政策の見直しを迫られる。中東における

独裁政権の崩壊や資源不足への技術的な対

応が、今後 10 年にわたって、地政学的リスク

を減少させるものとなる。
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保険に関する規制、商品、実務慣行の調和と標準化

過去 20 年間を通じ、世界経済の連動性が一段と高まり、この傾向は続くと予想される。しかし、米国、欧州その他の OECD 諸国の経済

力と影響力は後退し、新興市場の継続的な成長が世界経済の成長の原動力となる。新興国では消費が増加し、保険市場が成長するこ

とから、新興国の保険会社にとっては大きなチャンスとなる。金融危機による先進市場の減退により、新興国の経済および保険会社への

パワーシフトが加速する。PwCによる直近の調査では以下の結果となっている。

 30％の回答者が、新興国の新しい保険会社が、グローバルな保険会社として、先進国に進出すると予想している。

 28％の回答者が、真にグローバル化された市場が出現すると予想している。

出典: 2011 年の 6月に、International Insurance Society (IIS)による「保険の将来」のプレゼンに出席していた、150 人を超える経営幹部レベルの重役に対して、PwC が行
った調査に基づく。
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ビジネスの将来像の予測

これまでに、保険業界の 3 つのセクターにお

ける、STEEP 要因と STEEP ドライバーを分析

した。直接購入のようないくつかのドライバー

はセクターに共通しているが、ドライバーによ

っては、他のセクター（例えば企業保険）より

も、ある特定のセクター（例えば個人保険）によ

り大きな影響を与える。また、健康促進といっ

た固有のドライバーのあるセクターもあり、生命

保険や傷害保険に影響を与えている。

個人保険

個人保険では、4 つの抜本的な変化が予測さ

れる。

 コモディティ化の進展: 価格の透明性、

代理店を通さない直接購入、ソーシャル

ネットワークを通じた一括購入により、個

人保険におけるコモディティ化が進展し

ている。短期的には、新興市場と発展途

上市場における保険会社は、高い利益

をあげることができる。個人保険は徐々

にグローバル化していくが、価格競争の

激化により、利ざやは薄くなっていく。

 収益性の低下: 自然災害が発生しやす

い地域の大都市化が、壊滅的な損失に

つながる。業務の多角化の機会がない

ことから、業績が著しく不安定となり、収

益性も低下することになる。

 引受業務の自動化: 先進国における引

受業務の人材が高齢化し、新興市場に

おける引受のスキルを有する人材が不

足している中、個人向け保険会社が世

界に進出するにつれ、人材不足が深刻

化する。そのため、能力の高い優秀な

人材を雇用し、彼らのノウハウを活用し

て先進的な予測モデルを構築できた保

険会社のみがマーケットシェアを拡大す

ることが可能である。個人向け保険会社

のグローバル化が進展する中、先進国

では標準的な自動引受が、新興市場で

も普及してくるであろう。

 損失管理の向上: 短期的には、保険

会社は、テレマティックスを使用して、

走行距離に応じた保険料設定を行う。

しかし、中期的には、損失管理やリスク

管理においてテレマティックスを積極

的に使用するようになり、収益の大幅

な改善につながる。自動車の安全性

が注目され、先進的な分析技術が一

般的に使用されるようになると、このよう

な競争上の優位性が徐々に弱まってく

る。

国によって成長率が異なり、また、保険セクタ

ーの成熟度がさまざまで、保険会社の戦略

や能力も多岐にわたることから、世界規模で

の将来のシナリオの予測を立てることは困難

である。32 のドライバーから策定されるシナリ

オに基づいて異なる組み合わせをすべて詳

細に検討する代わりに、本レポートでは典型

的な保険会社と戦略を前提に、いくつかの

主要なシナリオを策定した。シナリオ A は個

人向け保険会社を想定し、この会社が世界

的に事業を拡大することによってどのように

「未来を構築したか」について考察している。
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シナリオＡ

2012年 3月、PL Insurer のCEOは、会社の将来像を決定するための3日間の戦略会議

に出席した。PL Insurer は、世界 25 カ国で業務を展開し、顧客の行動や嗜好の変化とい

った社会構造の変化に直面していた。多数の顧客がオンラインへ移行し、（新興国を含

む）モバイルテクノロジーやソーシャルネットワークの使用が急増していた。世界 25 カ国中

18 カ国で代理店販売モデルを採用していたが、競争会社が革新的な従量制に基づくビ

ジネスモデルやテレマティックスを採用するようになった上、世界各国における自己資本

規制や規制監督が強化されるようになり、代理店販売モデルの有効性が問題となった。

CEO は、世界成長戦略および革新的戦略の見直し、顧客と代理店が PL Insurer と共有

する経験を再定義し、組織内の意思決定プロセスを根本的に変革することを打ち出した

知見主導(Insight-driven)のビジネスモデルを構築することを決意した。

2020 年 4 月 3 日、PL Insurerの CEO は、上海からニューヨークに戻り、2012 年の上

級経営者との極めて重要な会合以来のこの 8 年を振り返った。その間に、PL Insurer

は、世界最大手の損害保険会社に登りつめ、いまや世界 150 カ国で事業を展開し、

コンバインドレシオも業界で圧倒的優位になっていた。過去 5 年間で、収益性は着

実に増加し、企業買収の資金も潤沢に保有していた。PL Insurer が採用した世界各

国の 6 つの地域を対象とした地域的販売・業務モデルは、ベストプラクティスとして機

能し、可能な限り自動化と一元処理化を図ることによって効率性が向上し、地域・国

レベルで意思決定権限を委譲することによって実効性が高まった。子会社の

SocInsurance は、PL Insurer の子会社の中で最も成長が速く、ソーシャルネットワーク

の使用頻度が高い顧客に個人保険を提供している。SoInsurance は高度な分析・引

受能力を構築し、ソーシャルネットワークを用いてターゲットとする顧客セグメントを選

び、顧客セグメントに応じた商品を開発している。特許を取得した引受エンジンによ

り、PL Insurer は他社との競争において圧倒的優位となり、少なくともあと 3 年はこの

競争優位が続くものと考えられる。CEO は、「未来を構築する」ために 2012 年に採

用した戦略が奏功したことに満足していた。
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企業保険

次の 10 年で、企業保険には以下のような重

大な変化が起こると予想される。

 バーチャルビジネスグループ: スモール

ビジネスのオーナーによるソーシャルネ

ットワークはバーチャルビジネスグルー

プを創設し、リスクをプールしたうえで、リ

スクを予測するための情報を蓄積する。

情報の利用可能性の増大や価格の透

明性の向上はこのような動きをより活性

化させる。

 自動引受: 保険者は申込書の処理の

複雑性を引受能力と対応させようとする

ため、企業保険における見積機能と引

受機能の自動化への流れは今後も続く。

人材の能力の高さ、特に引受能力の高

さは、個人保険よりも、企業保険により

大きな影響がある。

 ビジネスモデルの変化: センサーやデ

バイスからのリアルタイムなデータにより、

企業保険のビジネスモデルは変化し続

ける。企業保険では、標準化された商品

の提供に加え、積極的に損失を回避・

軽減し、リスクを管理する付加価値のあ

るサービスの提供により注力する。さら

に、リスクは複雑化するが、データ分析

が向上することによって、新しいリスク移

転市場が発展していく。

前述のシナリオと同様に、次のシナリオ B は、

地域型の企業を対象とした保険会社が、「迅

速な追随者」、「ニッチプレーヤー」として成功

していくという仮説に基づいている。

シナリオ B

RegCo 保険会社は、企業保険に力を入

れている地域型の企業保険会社である。

2012 年に、国際的な大手企業保険会社

が、国際的のみならず地域的にも業務を

展開し、RegCo 保険会社と競合してい

た。これらの競合会社は、RegCo 保険会

社のような地域型保険会社に比べ、コン

バインドレシオで優位に立っていた。

RegCo 保険会社は、法人の顧客に対し

て、よりカスタマイズされたリスク管理手法

を提供することができていたが、コストが

かかりコンバインドレシオが悪化し、収益

性も低下することになる。RegCo 保険会

社は、将来戦略を見直し、他の地域型

企業保険会社に追随し、商品開発者か

らリスク管理ソリューションのプロバイダー

へと転換することにした。

2020 年に、RegCo 保険会社は頭角を

現し、リスク管理ソリューションのプロ

バイダーのトップ 20 に入った。2012

年から、RegCo 保険会社は、徐々に

商品開発業務から撤退し、ブローカ

ーや再保険会社、企業向け保険会社

と提携して、顧客のリスク移転を進め

た。RegCo 保険会社は、商業リスクを

リアルタイムで監視し、損失を管理す

る、センサーとデバイスを組み込んだ

システムを活用し、先進的なリスク管

理手法を構築していた。報酬ベース

のソリューションおよびバリューシェア

のビジネスモデルを採用したことによ

り、損失の大幅削減をソリューションで

実証できた RegCo 保険会社は、削減

額の一部を得た。2012 年に「迅速な

追随者」の戦略を採用したことにより、

リスク管理分野における勝者となっ

た。競合他社は、買収されたか、ある

いは、破綻した。

個人生命保険、年金、
退職年金

環境的要因や都市化、顧客の行動の変化

は、生命保険、年金、退職年金セクターに大

きな影響を及ぼす。これらのセクターは、次の

10 年における世界的な人口動態の変化によ

って一変する。

 高齢者向けの新商品: 多くの先進国で

の高齢化は、ローンを活用した、もしくは

退職後収入の商品、介護保険商品、長

寿保険分野での成長機会をもたらす。

退職前と後の年金保険商品の運用にも

成長機会が見込まれるが、銀行、ウェル

スマネージャー、アセットマネージャーな

ど他の金融機関との競争が激しい分野

である。

 保険会社の政府関連分野への進出: 多

くの先進国（および中国）における従属

人口比率の増加は、政府に高齢者や

病人の支援を強い、長期にわたる雇用

や生活水準の低下をもたらす。このよう

な政策的な課題を解決できるよう、付加

価値のあるソリューションを提供するた

め、保険会社は公共および（もしくは）

民間と提携していく。

 リスク管理の向上: オーダーメイド医療

に加え、医療データ・行動データの利用

可能性が増したことによって、引受機能

の高度化・自動化の進展が続き、リスク

管理が向上し、保険引受能力が拡大す

る。

 商品のカスタマイズ化: 団体給付におい

ては、保障型、退職貯蓄型の選択の責

任は個人へとシフトする傾向が続く。そ

の結果、職域マーケティングばかりでな

く任意の補償範囲も拡大する。

保険会社は、申込書の処理の複雑性を引受能力と対応させようとするため、企業

保険における見積機能と引受機能の自動化への流れは今後も続く
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すべてに影響する変化
費用構造の変化: 費用構造を変えるためにイ

ンターネットから得られる情報を有効活用でき
シナリオC
これらセクター固有の要因に加え、グローバ

ルな相互連結モデル、データや洞察に基づ

く自動化された意思決定、業界の費用構造

の変化はすべての保険会社に影響を及ぼす

ものである。

グローバル化とリスクの相互連結: 再保険会

社や一部の企業保険会社を除くその他多く

の保険会社は、地域もしくは自国レベルで業

務を展開している。それらの保険会社の主な

業務は、リスクの測定を行い、顧客のリスクを

保障するために必要な保険料を設定すること

である。しかし、STEEP の動向から読み取れ

る変化を踏まえると、より多くの保険会社が国

際的な視野を持つことが求められるようにな

る。また、保険会社は今後、それぞれが目標

とする成長、収益、リスク選好に応じた、地

域、商品、顧客セグメント、販路を検討するこ

とにより重点を置くようになる。

自動化かつ支援された意思決定: 取引シス

テムや顧客とのコミュニケーションの自動化に

続き、意思決定の自動化という新しい時代が

到来している。豊富な内部・外部情報や最新

の人工知能技術の活用によって、保険会社

のさまざまな機能において、自動化かつ支援

された意思決定が行われる範囲が拡大する。

このような意思決定には、参入・拡大のターゲ

ットとなる市場・セグメントの特定、顧客のセグ

メンテーション、リスク選好、代理店・アドバイ

ザーまたは最終顧客に対する助言機能、保

険金支払いの優先順位付け、積極的なリスク

の予防・管理が含まれる。

た保険会社は、自社を指数関数的に拡張

し、人材や業務、技術インフラを国際的に有

効活用することができるようになる。

 従来、保険の販売においては、販売実

績に基づく歩合制の変動費用モデル

を採用してきた。売り上げを伸ばす方

法は「足で稼ぐ」ことであった。しかし、

オンライン販売チャネルへの投資の増

加に伴い、費用構造は、先行投資の固

定費用は高く、その後の変動費用は低

いというモデル（望ましい規模に達した

ことが前提）へと移行している。

 過去20年間、保険会社は、オペレーシ

ョンや技術に多額の投資を行っており、

予測される顧客基盤に対応可能なITイ

ンフラの構築に多額の固定費用が発生

していた。今や、多くのアプリケーション

が「クラウド」に移行し、情報がいつどこ

でも、非常に安価に入手できるようにな

ってきている。より標準的で合理化され

たプロセスが整備されていれば、クラウ

ドを用いて、解説的に測定する変動性

の低い取引コストモデルに移行すること

が可能となる。

 引受において人材と情報・分析結果を

適切に活用することによって、多くの取

引を自動化させることができる。これに

より、適切な判断材料を用いてより多く

の取引の引受を行うことができ、現在活

躍しているアンダーライターが退職の

時期を迎えることにより予想される人材

不足という問題が解決される。

LifeCo は、米国、欧州、オーストラリアで業

務を展開する国際的な生命、年金・退職年

金の保険会社である。2012 年時点では、

低金利の経済環境が収益性の低下をもた

らし、LifeCo の古い技術は、顧客の変化す

るニーズに対応することが難しくなってい

た。LifeCo の経営陣にとっての課題は、簡

便で、透明性があり、迅速な商品の提供、

健康的なライフスタイルへのソリューション

の提供という普遍的な顧客のニーズに対応

することであった。その他の課題として、デ

ータの集約および価値の抽出、医療の進

歩への追随、寿命と労働期間の伸びに対

応する商品の開発があった。取締役会の

承認を得て、LifeCoの CEOは、業界をリー

ドする顧客満足体験の提供、ビジネスイン

テリジェンスを重視した組織の構築、LifeCo

のグローバルな成長を実現するための商

品開発およびパートナーシップの締結を盛

り込んだ戦略を打ち出した。

2020 年初の取締役会の準備にあたり、

LifeCo の CEO は、経営陣が成し遂げた

ことに誇りを感じていた。実施した戦略が

奏功し、LifeCo は収益を上げ、過去 3 年

間の事業費率は、業界最低水準であっ

た。顧客向けのポータルサイトを立ち上

げ、ものの数分で見積りを提供することに

より、LifeCo は代理店や顧客から絶大な

支持を得ていた。経験豊富なビジネスイ

ンテリジェンス（BI）リーダーを雇用したこと

は、CEO の功績の一つであった。CEO

に直接報告を行うことによって、BI リーダ

ーは、洞察力に満ちた、事実に基づく情

報を継続的に伝達し、これにより、経営陣

が適切な判断を迅速に行うことができるよ

うになった。これらの情報の活用や、健康

管理のためのバイオテクノロジーを提供

する医療機器メーカーと提携することによ

って、LifeCo は低価格で、カスタマイズさ

れた、地域密着型の商品を開発した。健

康的な生活を送っている消費者に対して

はその後ディスカウントを行った。LifeCo

は、高齢化を見据えた新たな長期ケア商

品を開発し、同時に、タカフル市場に参

入し、中東での市場を拡大した。LifeＣｏ

は幅広い商品を開発し、地場の保険会社

や海外のブローカーと協働して販路を拡

大し、市場を世界へと広げた。CEO は最

後に、LifeCo は業界における真の革新者

になり、このような LifeCo の歴史を取締役

会で発信することを楽しみにしていると述

べた。
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将来を見据えたビジネス戦略の
策定方法

本レポートに記載された将来のシナリオに

対して、ビジネスをどのように準備すべきか

規範的なソリューションはない。

STEEP はすべての保険会社に対してグ

ローバルに影響を与えるが、地域ごと、国

ごとで影響の度合いが異なる。

また、保険会社がとるべき対応は、自

国の市場や地域の市場だけではなく、

戦略的意図、コア能力、人材の利用

度、資本、組織文化によって変わる。

しかし、先進市場の保険会社と新興市

場の保険会社が策定し得る戦略目標の

大枠を、それぞれの市場に固有な状況

に基づき4つに分類した。

未来の構築:イノベーター

イノベーションを通じて未来を変革したい保険

会社： イノベーターが活躍している市場が新

興市場であれ先進市場であれ、イノベーター

は研究開発（R&D）、新商品革新、分析的意

思決定手法に着目する。(イノベーターの主要

着目分野については図５を参照)。伝統的保

険商品の販売を先進国で拡大できる機会は

限られていることを踏まえると、先進市場の保

険会社は付加価値のある損失管理やリスク管

理サービスに着目するであろう。

図 5: 未来の構築- イノベーターと拡張論者

下表はイノベーターと拡張論者が着目する主要分野である。両者がそのビジネスの変革を検討する中で、バリューチェーンを分散・再設計する

ために特に重視するものは、フロントオフィスの活動である。この分野のリーダーは変革の誘因や変革の影響に精通している必要がある。すな

わち、ビジネスへ与える潜在的影響を把握し、ビジネスがどのように反応していく可能性が高いかをも理解する必要がある。変革はファンクショ

ナルチームに影響を一斉に与えるため、コミュニケーションを強固なものとし、意見を調整・調和させる必要がある。
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 主要着目分野

出典：PwC 分析
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業務上および戦略上の判断材料を引き出す

ために、構造化されていないリアルタイム情

報の新たな情報源を使用する情報に基づい

たサービス(information-based services)は先進

市場の重要なイノベーションとなる。保険会社

は、これらの判断材料を用いて、損失削減や

リスク管理ばかりでなく、リスクの引受からその

プライシングが可能となる。新興市場では、伝

統的保険商品を現地のニーズ(例えば、マイ

クロインシュアランス(小規模保険サービス)や

代替的な保険販売チャネル)に合わせてカス

タマイズする必要がある。

未来の構築:

拡張論者

事業拡大を通じて未来を変革したい保険会

社： 拡張論者は業績向上を追求しているが、

必ずしも新商品や新サービスのイノベーター

ではない。このような保険会社は世界中の隣

接市場・類似市場でその能力(顧客の把握、

商品ポートフォリオ、資本、多様な人材、タカ

フル)を発揮することに重点を置く(拡張論者

の主要着目分野については図５参照)。事業

拡大は、新たな地域への進出、既存商品に

ついて新規顧客層のターゲット、顧客獲得の

ための新たな保険販売チャネルの導入など

から可能である。

未来の構築:

迅速な追随者

先駆者にはなりたくないが、先駆者に追随

し、確固たるプレゼンスを確立することに長け

ている保険会社： 迅速な追随者は広範な市

場でのスケーリング能力に注力する。彼らは、

新しいイノベーションや市場での新たな機会

を感知することに長けている。さらに、先駆者

に追随し、永続的なプレゼンスを確立するた

めに組織として敏速に対応する。

図 6 に示される通り、迅速な追随者が着

目する活動は、フロントオフィスから離れ

たところにある。新ビジネスモデルに対応

し、業務上の卓越性を確立するために、

オペレーション、技術、情報、バックオフィ

スの敏捷性が要求される。

図6：未来の構築‐迅速な追随者とサバイバー
 主要着目分野

出典：PwC 分析
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未来の構築:

生存者

短期的な業績や生き残りに注力する保険会

社： このタイプの保険会社は、業界の大多

数が新規アイディアや新たなプラクティスを

適用するのを待ってから、自社で適用する。

また階層的な組織で対応が遅れる傾向があ

るが、業務上は弾力性と効率性を備えること

が可能である。

いずれのモデルを選択す

るか?

上記の戦略はそれぞれ、必ずしも他と比較

して優劣があるというわけではない。保険業

界のように保守的な業界では、迅速な追随

者、拡張論者、イノベーターは少なく、生存

者が多くなるであろう。しかし、リスクを管理

し、目の前にあるビジネス機会を活用するた

めにビジネスをどのように策定するかを決定

する際、「いずれのモデルを選択するか」に

関して明確な戦略的方向性を持つことが極

めて重要となる。

18
図 5 と図 6 は新たなビジネス戦略の導入・取込みに関与する機能を示している。変革の全体像は、貴社のビジネスがいずれの段階にある

かによって決定される。新規戦略を策定する際の経営幹部の検討事項の例を以下にいくつかあげる。

CEO 変化への対応戦略を、誰と策定しているか？

イノベーションの機動力となり、絶え間なく変化する市場に対応しているのは誰か？

対象とする市場、国、顧客層の決定方法は？

投資の優先順位の決定方法は？絶えず変化する市場で生き残り、それを有効に利用するための能力を構築する方法

は？

CRO 組織の中にリスク管理はどの程度適切に組み込まれているか？新商品、新サービス、新販売チャネルに関するリスク評

価に満足しているか？

極端な「ブラックスワン」事象を想定した準備はどの程度できているか？

CFO 自社が発信するメッセージが市場に与える影響は何か？

規制/市場/格付機関に対する期待が変化する中で、会社における資本や貸借対照表の構造をどのように管理すること

が可能か？

CMO 顧客態度/行動の変化に合わせて保険商品を開発し、販売できるような顧客中心の組織に転換する方法は？

CTO 会社が新たなテクノロジーの動向を把握しているだけではなく、市場で販売された新たなテクノロジーについて積極的に試

しているか？

CIO 費用対効果の高いテクノロジープラットフォームにより十分にサポートされた、豊富かつ洞察力のあるデータを用いること

によって、情報上の優位性が確立されているか？

保険数理部長 リスクアペタイトに基づき、リスク選定/料率設定が行われているか？

保険引受業務部長 リスク選定や料率設定の改善のために、新たな情報源を有効に活用することは可能か？

保険金業務部長 保険金支払に注力した組織から、リアルタイムデータや損失管理手法に基づく損失の積極的管理に注力した組織へと転

換することは可能か。

人事部長 どのように優秀な人材を惹きつけ、保持しているか（特に、企業風土への高い意識を備え、多数の分野に熟達し、国際的

感性のある人材が必要な場合）

検討事項
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競争力の獲得

貴社が個人向け商品、企業向け商品、個人生命、個人年金、団体保険(group benefit)、退職年金のいずれを扱っ

ていようと、次の 10 年間において、ビジネスモデル、バリューチェーン、高い能力のある従業員の雇用・維持・教育

面で抜本的な変化に直面する。

貴社が先進市場または新興市場における保険会社であろうと、もしくは国際的な保険会社であろうと、これらの変

化を予測し成長に備えることが求められる。

PwCは、クライアントの将来に向けた計画の扶助となる、以下の 3つのワークショップを開催している。

最強の競合相手に関す

るワークショップ

このワークショップは、会社首脳陣が、セク

ターにおける障害は何か、そのような障害

を克服して、自社の事業の競争力をより高

めるための方策は何かについて検討する

上での、豊富でタイムリーな実務例を用い

たセッションである。最強の競合相手を想

定し、組織の弱点や、自社が採用している

アプローチのどこを修正する必要があるか

を把握することができる。このセッションは、

将来のビジネスの成功に必要な計画を検

討し、ビジネスに必要な人材を見極めるこ

とに有用である。

国際的な成長戦略

国際的な成長について具体的かつ多

角的なアプローチを採用することによ

って、保険会社は計画性が高く、実行

可能な戦略を遂行することが可能とな

る。国際的に業務を拡大する際、保険

会社は自社の能力やポジショニングに

応じて、特定地域の特性を検討しなけ

ればならない。PwCが開発した Growth

RadarTM、Growth NavigatorTM、Growth

PursuitsTM を含む、フレームワークやツ

ールは、保険会社が国際的な成長戦

略を設定し、実行する際に役立つ。

本刊行物は見解のごく一部しか提供しておらず、これ以外にも共有し、考察したいト

ピックは数多くある。取り扱われていないトピックは何か、またPwCが将来の戦略策定

にあたってどのような支援業務を提供できるかについては、次ページに掲載されてい

るチームにご連絡ください。

将来のポジショニングに関

するシリーズ

PwC は保険クライアントと協働し、クライアント

のビジネス上の主要なドライバーを認識し、5

つの STEEP カテゴリーを用いて市場におけ

るポジショニングを行い、いずれのドライバー

が重要であるかを評価する。それぞれのドラ

イバーのビジネスへの影響を評価した後、リ

スクを回避し、将来の機会を活かすためのビ

ジネス設計を変更することを支援し、同時に

これらを「実施（Act）」、「準備（Prepare）」、「監

視（Monitor）」というプロセスに組み込んでい

く。

 準備: 短期間で完了するよう「悔いのな

い」決定をする。

 実施: より長期的なリードタイムを有す

る活動を開始する。

 監視: 後に対応できるよう、今後の方針

を策定する。
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