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2013 ワールド・インシュアランス・レポート 序文

Capgemini と Efma は、この度ワールド・インシュアランス・レポート（WIR）の第 6 版を発表することとなりま

した。世界的な金融危機以降、世界の保険会社はオペレーションコストの削減と効率性の向上に努めています。

そうした取り組みが現在成果を上げていますが、市場環境は依然厳しく、料率を引き上げたいとしても、望む

ほど引き上げることができる保険会社はほとんどなく、また投資収入はなおも低迷しています。保険会社は

収益向上、さらに新規契約獲得コストの削減に注力しているものの、その経費は高止まりしています。

収益向上は既存顧客の維持と新規顧客の獲得に大きく依存しています。これは、できれば、費用のかさむ 

仲介業者の利用の必要性を低減させる、低コストの直販チャネル（インターネットや携帯機器）の活用により

達成したいところです。しかし、直販ネットワートおよびチャネル（アクセスポイント）は、保険会社にとっては

単なる恩恵ではなく、保険の顧客にとっては徐々になくてはならない存在となっています。顧客は、他の生活

分野で一般化している、いつでも、どこでも、どんな機器でも利用できるサービスを期待しています。

本レポートは Capgemini のカスタマー・エクスペリエンス指数（Customer Experience Index、CEI）を分析する

ことにより、顧客のチャネルおよびその他の選好を考察します。この指数は商品、販売ネットワーク／チャネ

ル、顧客ライフサイクルの 3 つの次元にわたる保険会社のサービスの質を顧客がどのように認識しているか

について緻密な見方を提供するよう開発されたものです。CEI は Capgemini の「顧客の声調査（Voice of the 

Customer Survey）」で得られたデータを基にしています。これは 2012 年に 16,500人強の顧客に対し、利用し

ている保険会社に対する一般的な満足度について聞き取り調査したもので、さらに異なる取引タイプや異な

る商品タイプにおける、特定のチャネルの重要性について尋ねたものです。

CEI はチャネル戦略が顧客に対する提案の重要な部分を成すことを示しており、本レポートでは、特に携帯 

機器が、いかに保険会社に対して統合マルチ販売チャネル戦略を、一歩引いて再設計するよう迫っているかを

詳しく論じます。本レポートは、WIR 2009 で初めて採用した Capgemini のマルチ販売チャネルモデルのプリ

ズムを通してチャネル戦略を検討しています。

全般として、WIR 2013 の結論は次の 41ヵ国で実施した調査結果を基にしています。アルゼンチン、オースト

ラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、インド、

アイルランド、イタリア、日本、レバノン、マレーシア、メキシコ、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェ

リア、ノルウェー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、韓国、

スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ、ベトナム。この調査には

保険会社のシニアエグゼクティブ 114人とのインタビューも含まれています。

ここに本年のワールド・インシュアランス・レポートを上梓し、皆様が本レポートから、変化する保険業界環境

に関する知見を得ていただけることを期待しております。

序文

Jean Lassignardie
グローバル金融サービス�

営業およびマーケティング担当

グローバルヘッド

Capgemini

Patrick Desmarès
事務局長

Efma
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2013 ワールド・インシュアランス・レポート 第1章

7

損害保険会社の多くは 
事業の柱である引受 
業務において引き続き 
改善を示している

第 1 章 序論

2011年は大災害による損失が巨額に上ったが、その事象の特性から、損害保険会社に対し、日本での

地震により発生した津波のような、相関リスクの可能性をより正確にモデル化する必要性が浮き彫りと

なった。調査対象となった 14ヵ国（オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、イン

ド、イタリア、日本、オランダ、スペイン、スイス、イギリス、アメリカ）における 2011年の自然災害による

経済的損失は 3,700 億ドルに上り、その大半がオーストラリア、日本およびアメリカで発生している。
1

総損失額のうち1,160 億ドル分が保険でカバーされた。2

しかし損害保険会社は、日常業務において引き続き事業の中核的推進力である引受業務の改善に注力

し、多くは生産性の向上と販売コストの削減に成功した。その結果、2011年は特に、総じて大災害を免

れた国で引受率が改善した。

損害保険会社の引受業務の 3 つの指標（損害率、事業費率、新契約費率）のすべてが改善したのはイ

タリアのみであったが、多くの国で少なくとも一部の指標については改善が見られた（図表 1.1参照）。

カナダ、フランス、スペイン、イギリスでは、事業費率と新契約費率は低下したものの、損害率の改善に

より引受率が向上した。

1 2012 年スイス・リー・シグマ調査の「Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2011」のデータに基づく
2 前掲書

図表1.1 主要レシオから見た損害保険会社の業績（変動パーセントポイント）、2010～2011年

注: 分析の時点で、会計年度末が3月31日のインドについては、2011年のデータは入手できなかった。ベルギー、ブラジル、イギリスについては一部の損保が業績を計上

し直したため、前年度の実績が更新されている。日本は初めてレシオ分析の対象に含められた。

出典：Capgemini Analysis（2012年）

レシオの変動、
2010～11年 
%ポイント）

フランス イギリス カナダ イタリア スペイン スイス ベルギー オランダ ドイツ ブラジル アメリカ 日本 オースト
ラリア

インド

損害率 -9.5 -7.2 -4.9 -2.0 -2.3 -0.6 0.3 2.5 1.2 1.8 5.1 10.5 27.1 該当なし

事業費率 0.5 0.2 0 -0.2 0.5 0.3 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.1 -0.9 -0.7 該当なし

新契約費率 0.5 0.0 0.8 -0.1 0.2 0.0 -0.1 -0.3 1.1 0.6 -0.6 -0.3 -0.1 該当なし

引受率 -8.5 -7.0 -4.1 -2.3 -1.6 -0.3 0.3 2.1 2.4 2.6 4.6 9.2 26.2 該当なし

大幅な悪化 中程度の悪化 若干の変動 中程度の改善 大幅な改善
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効率性レシオモデルは、2011 年に多くの国で損害保険
の損害率が改善したことを示しているが、一部の国では
大災害によるクレームが響いた

本レポートでは、各市場における大手保険会社の業
績を詳細に分析するために、そして市場毎の広範な
業界の業績動向分析のために、効率性レシオ（総計
上収入保険料（GWP）に対する経費と利益の割合）
を算出する効率性レシオモデルを用いている。3 国
別の分析結果の詳細は本章の後半で取り上げるが、
2011年の全般的な動向は以降で明らかとなる。4

 � 2011年は多くの国で引受業務が改善した（図表1.2
参照）が、主に損害率（総支払保険金・給付金額／ 
総計上収入保険料（GWP））が大幅に低下したこと
によって引受率（損害率 + 新契約費率 + 事業費率）
が大きく低下した、フランスとイギリスにおいて特
に顕著であった。引受率は損害率の下がったカナ
ダでも低下したが、新契約費率（総支払手数料／
総計上収入保険料（GWP））がかなり増加する一方、
事業費率は横ばいとなった。

 

オーストラリア、日本、アメリカではいずれも大災害
による損失額が巨額に上り、損害率が大きく上昇
した。これらの国では事業費率が若干改善したも
のの、新契約費率にはほとんど変化はなく、その 
結果、引受率が上昇した。

 � 2011年には、分析対象となった成熟市場の多くで�
損害率が低下したが、オーストラリア、日本、アメリ 
カでは悪天候と異常自然災害による未曾有の損失 
に見舞われ、損害率が大幅に上昇した。オーストラ 
リアでは相次ぐ自然災害により、2011年には GWP 
の98%近くが保険金・給付金の支払に充てられた。 
日本の損害保険会社は、2011年に東日本大地震と、 
それに伴い発生した津波による大損害を受け、記
録的な保険金支払請求件数を処理することとなっ
た。アメリカではハリケーン・アイリーン、春の竜巻
などの異常気象により、大災害関連の損失が 359
億ドルに上った。

5

 

イタリアは常に損害率が世界でも最も高い国の１ 
つであるが、主に自動車第三者賠償責任保険の 
保険料率の上昇と自動車保険の保険金請求件数の
大幅低下により、2011年は 2 パーセントポイント
改善した。これは、景気低迷と燃料価格の上昇に
より、車の利用が減ったことによるものである。

好天に恵まれたカナダ、フランス、イギリスでは損害
率が大きく改善している。

��分析対象となった国の約半数で、非常に僅かなが
らも事業費率が改善した。これは、保険会社が競争
の激しい市場環境の中で、収益率の維持あるいは向
上を主な目的として、生産性の改善に引き続き投資
した結果である。日本の損害保険会社は、2011年 
には、直近 2 年に行われた業界の大規模な再編に
より事業費率が大幅に低下することで恩恵を享受し
たが、分析対象となった国の中では依然として事業
費率が最も高い部類に属している。アメリカとイギリ
スでは多くの国より事業費率が高くなっているが、
アメリカの保険会社は、保険金支払請求が伸びてい
るにもかかわらず、2011年には事業費の伸びを抑え
ており、生産性向上への投資が成果を上げつつある。
イギリスの保険会社は、業界の競争が非常に激しく
低収益であったため、過去 10 年間こうした投資が
遅れていた。しかし、既存システムの老朽化により 
見直しや交換が必要となり、投資が不可欠となった。
システムの更新により効率性は向上したが、業界は
依然としてシステム更新の途上にある。

��直販ネットワークを利用する顧客がほんの僅かに�
留まっており、大半の国で新契約費率はほとんど�
変わっていない。しかし、保険会社は直販ネット 
ワークの利用を増やすべく広範な取り組みを進めてお 
り、顧客はインターネットや携帯機器といった新し 
い代替チャネルを選択し始めている。これは保険 
会社のリーチ範囲拡大や顧客満足度向上に役立つ 
一方で、販売コストが高止まりする例も多く見られる。
例えばイギリスでは市場が隅々まで開拓され、非常
に競争が激しいため、直販チャネルが広く宣伝され
ているものの、分析対象となっている中では新契 
約費率が最も高くなっている。その結果、新規契約
獲得コストが高くなっているが、それは、依然として
手数料が販売経費の大きく不可欠な部分を成して
おり、かつ広告や比較ウェブサイトといったビジネス 
競争のための出費がかさんでいるためである。2011
年は一部の国で新契約費率の上昇が目立っている。
例えば、ドイツでは主として損害保険の販売を引き
続き仲介業者（代理店とブローカー）が押さえてい
るため、新契約費率が上昇した。しかし、総じて直販
が増えており、直販チャネルへの投資は、その利用
が拡大するにつれて、保険会社は成果を享受できる
見込みである。

3 効率性レシオは、一般的な経済状況、政府規制、事業の種類、消費者の選好など多くの外部要因の影響を受けるため、地域ごとのレシオを横断的に

直接比較することはほとんど意味をなさない。地域内、そして事業の種類あるいは保険セグメント内で、長期にわたるトレンドを比較することがより

適切である。「調査手法」も参照のこと。
4 インドのデータは、2011年 3月 31日に終了した 2010-11会計年度のものである。
5 2012 年 6月損保情報調査研究所発刊の「Overview and Outlook for P&C Insurance Markets」のデータに基づく
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図表1.2    損害保険会社の引受率（GWPに対する合計経費比率、2008～2011年）
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69.1 18.9 17.9 105.8
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変動率（パーセントポイント）
2008-2010 2010-2011

損害率 事業費率 新契約費率

引受率（%）

注: 上記比率は損害保険に限定される。この比率は各国で報告された損保のデータをそのまま反映しており、ベルギー、インド、イタリア、オランダ、スペイン、スイス

については医療保険のデータも含まれている。分析の時点で、会計年度末が3月31日のインドについては、2011年のデータは入手できなかった。ベルギー、ブラジル、

イギリスについては一部の損保が業績を計上し直したため、前年度の実績が更新されている。日本は初めてレシオ分析の対象に含められた。

出典：Capgemini Analysis（2012年）
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��投資収益率（保険会社の投資ポートフォリオのリ
ターン）は、2011年には大方が低下している。金
融危機以降、世界市場の先行きが依然として不 
透明で、マクロ経済の状況が弱含みで推移する中、
保険会社は投資に対して一層慎重になっている。
2011年は欧州債務危機により、金融市場のボラ 
ティリティーが一段と高まった。市場および経済の 
先行きが不透明なため、総じて低利回りであるに
も関わらず、保険会社は一般に確定利付き証券・
債券への投資の比重を大幅に高め、株式投資は 
危機以前よりも遥かに縮小している。このアプロー
チでは投資収益率が低く抑えられ、株価の上昇を
享受できる余地が限られるが、当面この投資スタ
ンスに大きな変化は見られないであろう。

 

イギリスでは引き続き株式投資（国内株および外
国株）の比重が高くなっている（2011年は生損保
の投資全体の 27% を占めた 6）が、2011年はこう
した投資で損失を計上し、投資収益率の低下を招
いている。オーストラリアでは 2011年は主に国債
利回りの低下で投資収益の減少が顕著であった。
国債の利回りは今後数年、さらに低下すると見られ
ている。日本の損害保険会社の 2011年の投資収
益は、比較的堅調だった国内債への投資比重が高
かったため、若干の伸びが見られた。

��損害保険会社の利益率は、2011年には総じて縮
小した。業務効率の改善努力にもかかわらず、投資 
収益の低下を相殺するのに十分な引受業務からの
収益がなかったためである。オーストラリア、日本、 
アメリカの損害保険会社は、事業費率の改善を大
幅に上回る大災害関連の経費が特に重く、利益が 
大きく落ち込んだ。カナダの損害保険会社では、 
2011 年は保険金支払請求経費が減少し、投資 
収益率が比較的堅調だったため、業績が改善した。
イギリスでは、保険料収入が伸びた一方で、保険
金支払請求の環境が引き続き追い風となり、収益
性が大幅に改善した。非常に成熟したオランダ市
場では、顧客の比較ウェブサイト利用が増える中、
価格競争が激化し収益が低下した。

多くの保険会社は新規契約獲得コストの頑なな高止ま
りを経験している

対象となった14ヵ国の損害保険業界の調査（以下、 
アルファベット順に取り上げる）では、保険会社が特に、 
引受業務のいくつかの指標において、どのような成 
果を上げたかという点に着目した。本調査では、すべ 
ての損害保険会社が事業費の削減と効率性の向上 
に注力しているものの、市場に特有の状況が、引き 
続き、唯一最も重要な要因となっていることが示さ 
れている。予見可能な将来における投資収益が限ら 
れる可能性が高い中、多くの保険会社は既に日常 
業務をできる限り効率的に行うよう努めており、新 
規契約獲得コストが収益性を高めるための次の目標 
となるであろう。多くの市場で代理店とブローカーが 
依然として地域特有のままであり、直販チャネルが 
一層普及しない限り、新規契約獲得コストの大幅な 
削減は期待しにくい。

オーストラリア

オーストラリアは世界で最も成熟した損害保険マー
ケットの１つであり、GWP では上位 15ヵ国に位置
している。2011年は全土で自然災害に絡む損失が
特に大きく、業界の損害率は 27% ポイント上昇して
97.6% となり、大幅に悪化した。2011年 1 月の北東
部における壊滅的な洪水が大損害を引き起こし、さ
らに 2 月の熱帯低気圧ヤッシーによる被害で保険
金支払請求がさらに増大した。12 月にメルボルンを
襲った深刻な雹を伴う嵐も、大きな損害をもたらし
た。2011年は自然災害に絡む保険金支払請求額が
44 億米ドルに達したが、相当部分を再保険でカバー
していたため収益への影響は限定的であった。7

また、オーストラリアの保険会社は収益性の向上を
目指し、2008 年以降、保険料率を引き上げてきた。
2011年は住宅所有者保険、加入を義務付けられて
いる自動車第三者賠償責任保険（CTP）といった個
人向け商品の保険料率を約 5% 引き上げた。8 法人
向けでは財産保険の保険料率を大きく引き上げた一
方、他のセグメントでは引き続き低調であった。2011
年はこうした保険料の増加が保険金支払請求の増
加を相殺するには不十分であったが、2012 年は、予
想どおり保険金支払請求が横ばいあるいは減少と
なっていれば、業界の引受業務は大幅に改善する 
可能性がある。収益率は2011年に低下したとは言え、
依然として多くの欧州諸国よりも高い水準であった。

6 2012 年 9月英国保険協会発刊の「UK Insurance – Key Facts」のデータに基づく
7 2012 年スイス・リー・シグマ調査の「Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2011」のデータに基づく
8 2012 年 1月 JP モルガン & デロイト発刊の「2011 General Insurance Industry Survey」の結果に基づく
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オーストラリアの損害保険業界は、大量の保険金支 
払請求の処理に追われながらも、規模の経済のメ 
リットを活かし、2011年の事業費率を 10.6% へと、 
若干改善させた。2011年のレシオは、2007 年以降
の通常の幅に収まっているが、事業費率が 2010 年
に 11.3% でピークとなったことを考えると、2011年
の 10.6% への低下は前年比で 0.7パーセントポイン
トの大幅な減少と言える。

それまでの数年に若干改善していた新契約費率は、
2011 年はほぼ横ばいであった。2011 年は、手数料 
は 3.7% 増え、個人向け保険販売の約 10% はイン 
ターネットを通じたものになってはいるが、損害保険 
会社の販売チャネルへの新しい試みは十分とは言え 
ない。

ベルギー

ベルギーの損害保険市場では、ドイツ、スペインとい
った、欧州のより大きい市場よりも一人当たりの保険
料が高水準にある。

2011年のベルギーの損害保険業界の損害率は0.3%
ポイント悪化して 60.3% となった。これは主に 8月
の強風を伴った嵐や雹による被害（約7,600万ユーロ）
が響いたためである。

9 ベルギーの損害保険業界 
の損害率は（2009 年に 3% ポイント上昇して以来）
60% 程度に留まっている。最大のセグメントの１つで
ある自動車保険において、修理と治療費が増大する
中、依然として競争が激しいことが反映されている。

ベルギーでは事業費率、新契約費率が過去 3 年ほ
どは安定していたが、分析対象となった国の中では
最も高い部類に属している。事業効率を高め、保険
商品販売の、低コスト代替チャネルを開発する必要
があることを際立たせている。

この国では損保商品の販売で仲介業者が依然とし
て有力なため、新契約費率は過去 5 年、20% 程度
で高止まりしている。ベルギーでは損害保険の総保
険料のうちブローカーと代理店の占める比率が 70%
近くに達し、バンカシュランスのシェアは 10% 未満
に留まっている。

10 さらに、保険会社は顧客基盤を
拡大して市場シェアを高めようとしているが、手数料
コストが高くなっているため、これが直接販売への
動機となっている。

ベルギーの損保業界は、比較的引受業務が低調で、
投資収益も低水準であったが、様々な商品ラインに
おいて保険料率を引き上げたため、2011年は大幅 
増益を達成した。2011年は大半の損保分野で保険
料率を引き上げたことで、ベルギーでは損保の総保
険料収入も 3.3% 増となった。11

ブラジル

ブラジルの損保市場は 2011年に大きく拡大し、中南 
米では引き続き最大の市場であった。ただし、同地
域の、さらに小規模な多くの市場よりも保険浸透率
は低水準に留まっている。2014 年に FIFAワールド 
カップ（サッカー）、2016年にはオリンピック開催を控え、
今後数年、ブラジルの損保市場は引き続き急拡大す
ると見られている。こうしたイベントはインフラ（港湾、
道路など）投資拡大の呼び水となるため、保険会社
にとっては損保分野での事業拡大のチャンスとなる。
需要の拡大に伴い、主に準備金の積み増しと引受 
業務が低調だったことを受け、2011年の損保業界の
利益率は若干低下したものの、今後数年は増大を見
込んでいる。

ブラジルは、地震、ハリケーンといった自然の大災害
が比較的少ないこともあり、損害率は他の国よりも
やや低くなってはいるものの、地滑り、水害、暴風雨
などによる長期的な課題を抱えており、実際、損保
業界の損害率は 2011年に 1.8% ポイント上昇した。
水害による約 10 億ドルの経済的損害が響いたため
である。

122011 年は損保の保険料収入が 14.3% 伸
びた。13 これは主に自動車保険と住宅所有者分野 
の契約が増えたためである。所得水準の向上により
自動車保有者数が伸び、低金利環境の中で借り入れ
による住宅の購入が増えた結果、主要な財物・傷害
保険（P &C）セグメントの広範な成長につながった。
ブラジルの保険業界の急成長を受けて外資の参入
が相次いでおり、国内市場で競争が激化する可能性
がある。

9 2012 年ベルギー国立銀行発刊の「Financial Stability Review 2012」のデータに基づく
10 複数の異なる販売チャネルを通じて収集した損保の GWPと、2012 年 Insurance Europe Report の「European Insurance – Key Facts August 

2012」のデータに基づく
11 2010 および 2011年の現地通貨建て（ユーロ）損保保険料収入と、2012 年スイス・リー・シグマ調査の「World Insurance in 2011」のデータに基づく
12 2012 年スイス・リー・シグマ調査の「Natural catastrophes and man-made disasters in 2011」のデータに基づく
13 2010 および 2011年の現地通貨建て（ブラジルレアル）損保保険料収入と、2012 年スイス・リー・シグマ調査の「World Insurance in 2011」のデータ

に基づく
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効率性と内部処理の正確さを向上させ、事業費の削
減と顧客へのより迅速なサービス提供に取り組める
よう、保険会社が保険金支払請求自動管理システム
に引き続き投資してきたことにより、過去 4 年間は
業界の事業費率が安定していた。また、ブラジルで
はこの数年で損保業界の統廃合が進み、個々の企
業が規模を拡大したことから、規模の経済を活かし、
一定程度の事業費を削減することに成功している。

ブラジルの損保業界では、2011年の新契約費率は
19.8%と、3 年連続で上昇した。ブラジルの法制度で
はブローカーが優遇されており、この国の保険商品
販売において、ブローカーに大きく依存する結果と
なっている。保険会社はブローカーとの関係を強化
する一方で、業界の上位経営陣はブローカーの研修
と教育に投資している。しかし、ブローカーの政治的 
影響力が依然として強いため、業界が大々的に直販 
に打って出るのをためらわせている。保険会社は 
将来、新契約費率を低減させるためには、インター
ネット、バンカシュアランス以外の革新的な低コスト 
代替販売チャネル（自動車修理業者、ガソリンスタ
ンド、薬局など様々な販売店から構成される）を活用
する必要がある。

カナダ

カナダは GWP で見ると世界の上位 10 位に入る損保 
市場であるが、市場は群雄割拠の状態で分断されて
おり、世界的大手も現地企業も広く参入している。

カナダの損保会社の損害率は、天候に恵まれた上に
自動車保険の業績が好調だったことから、2011年は
4.9% ポイント改善した。この要因は主として、オン
タリオ州の制度改革で事故に対する給付支払額が
50% 近く減ったことによるものである。全体では、 
個人分野の保険金支払請求（事故に対する給付 
金支払を含む）は 2010 年の 119.9% から 69.9% に
急減した。

14

カナダの損保会社の 2011 年は、2007 年以来初め
て引受業務が好調であった。損害率が改善し、事業 
費率が安定していたためである。しかし新契約費率
は、業界が仲介業者への依存度の低減を狙い、マル
チ販売チャネル能力の開発に引き続き投資したこと
で 0.8% ポイント上昇して 18.1% となり、5 年ぶりの
高水準に達した。また、販売コストを抑制し、販売か
らサービス、クレーム処理までバリューチェーン全般
に渡って顧客により良い、より迅速なサービスを提
供するため、新しいデジタル販売チャネルの開発に
も引き続き注力している。

2011年の業界の利益率は、損害率が低下したため、
総じて上昇した。個人を対象とした保険会社は大幅
増益を達成したが、法人を対象とした業者は逆に 
減益となっている。

フランス

損保の保険料収入は 2011 年に 4% 増となった。15 

フランスは欧州では依然として第 3 位、世界では第
5 位の損保市場である。業界の成長は、複数のセグ
メントに渡って保険料収入が伸びたことによるもの
である。例えば 2011年は住宅、自動車といった個人
向け損保セグメントが 5% 伸び、法人向けが 7% 伸
びた。16

フランスでは 2011年は損害率が大幅に改善した。
その前の 2 年は自然災害で大きな損失を被っていた
が、天候が穏やかで財物関連のクレームが減ったこ
とが大きな要因である。道路の安全対策と運転制
限の導入で死亡事故が減ったことも貢献している。
自動車部品と人件費に絡む、継続的な強気の交渉
もクレームコストの削減につながっている。National 
Observatory（国立天文台）の設立といった安全確保
の措置によって自然災害リスクをより正確に見通せ
るようになったことも、保険会社にとってプラスとな
った。

2011年は保険料収入が増えたものの業界の事業費
率は 0.5% ポイント上昇した。それでも分析対象と 
なった多くの国より状況はよいと言える。フランスの
損保会社は引き続き規模の経済を活かしており、継
続的なコスト削減プログラムの恩恵を受けている。

2011年は業界の新契約費率が若干上昇した。保険
の販売では依然として仲介業者（代理店とブロー 
カー）の力が強く、仲介手数料の支払が増えるとい
う結果となった。しかし、フランスでは直販とバンカ 
シュアランスが他の分析対象の欧州諸国よりも相対
的に強く、保険販売とクレームサービスでは直販チ
ャネル（インターネットや携帯機器）の利用増大が 
期待できるため、カスタマー・エクスペリエンスの向上、
新規契約獲得コストの削減も可能である。

14 財物および傷害（P&C）保険業界についてのカナダの連邦財務健全性規制機関「Office of the Superintendent of Financial Institutions（OSFI）」が
2012 年 3月 20 日に公表したデータに基づく

15 2010 および 2011年の現地通貨建て（ユーロ）損保保険料収入と、2012 年スイス・リー・シグマ調査の「World Insurance in 2011」のデータに基づく
16 2012 年 2 月発表のフランス保険協会（FFSA）公表の数字に基づく
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ポートフォリオの中身が健全だったこと、収益率が高
かったことを受け、投資収益率は 2011年に改善され
ている。損保業界からの投資のかなりの部分は株式、
債券、不動産に割り当てられている。2011 年末の 
時点で保険会社はポートフォリオの 54% 近くを国内
企業の投資に振り向け、うち16% は株式投資に充て
られていた。フランスの保険会社は約 2,065 億ユー
ロのフランス国債も保有しているが、これはフランス
居住者の保有する国債の約 46% に達する。172010
年に引受業務の利益が伸びた後、2011年は若干の
改善に留まったが、投資収益の増加もあり、安定し
た利益率を達成した。

ドイツ

欧州最大で、世界では第 2 位の規模を誇るドイツ
の損保市場は、2011年は 3.5% 拡大した。18 業界の 
損害率は、主に自動車、一般賠償責任、財物関連の
保険金支払が増加したことにより、1.2% ポイント上
昇した。悪天候（熱帯性暴風雨バートなど）と年初
の霜害が長期にわたったことで、個人向け賠償責任
保険、自動車保険のクレーム件数が増加した。

業界の事業費率は2011年は総じて若干上昇したが、
大手は規模の経済を活かし、効率性向上に取り組む
ことで、事業費を削減することに成功した。一方で、
規模の経済を活かせない中小は、調査、イノベーショ
ン、広告関連の経費を上回る利益を上げることがで
きなかった。中小は今後特に、生産性の向上に注力
すると見られる。

ドイツの保険会社は顧客流失を恐れ、長期にわたり
保険料率をほとんど上げないか据え置いてきたが、
2011年は引き上げに踏み切った。ドイツの損保業界
の新契約費率は、2011年は 1.1%ポイント上昇した。
保険販売の 80% 以上を担う代理店とブローカーへ
の支払が響いたためである。

19 今後ドイツの損保業
界は、低コストの直販チャネル（インターネットや携
帯機器）の開発と利用により、新規契約獲得費を削
減できる可能性がある。これにより、販売における仲
介業者への依存度と支払コストを低減させ、直販（現
在 5% 未満）を伸ばすことができる見込みである。20

ドイツの保険会社の投資ポートフォリオは非常に保
守的で、4 分の 3 強を債券投資に充て、株式投資の
比率は 4% 未満に留めている。212011年は投資収益
が減少したが、多くの世界的大手よりも小幅の低下
であった。長期の高利回り証券の投資比率が高かっ
たためである。従って、現在の低金利環境で影響を
受けるのは新規の投資分だけである。

2011年は業界の収益性も悪化した。損害率が上昇 
したこと、業界の競争が激しく保険料の引き上げが
難しいことが主な原因である。実際、この業界内の
競争による圧力で、保険料の引き上げは抑制されて
きた。

インド

インドの損保業界は他の分析対象国と比較すると、
未だ開花期にある。加入が義務付けられている自動
車第三者賠償責任保険を除けば、保険の浸透率、一
人当たりの保険料は非常に低い水準に留まっている。
しかし、民間保険会社は医療保険への進出に一層力
を入れている。

インドの損保業界の損害率は、完全なデータが入手
できる直近の 2010-11 会計年度では 8.5% ポイント
上昇した。主に自動車第三者賠償責任分野の必要
準備金が増加したためである。自動車、医療保険の
損害率は 2010-11会計年度で 100%を超えていた。
主としてスペアパーツのコスト上昇といった、インフレ
に関連して保険金支払が増えたためである。業界の
引受業務が非効率なことも高い損害率につながって
いる。例えば、2010-11 会計年度に損保業界で拒絶
された保険金支払請求は、僅か 2.6% であった。

22

インドの損保業界の事業費率は世界で最も高くなっ
ているが2010-11会計年度はそれがさらに悪化した。
これは、政府系および民間損保会社のいずれについ
ても見られた。保険会社は事業拡大と、参入してくる
国際的な大手との競争に備え引き続き投資を増やし
ているため、事業費は増大している。インドの保険規
制・開発庁（Insurance Regulatory and Development 
Authority、IRDA）は、保険会社への外国からの直接
投資の比率を 26% から 49% に引き上げることを検
討している。国際的な大手が国内事業者のより多く
の株式を取得することで、ベストプラクティスの採用
がより普及し、長期的には事業効率の向上につなが
るであろう。

17 前掲書
18 2010 および 2011年の現地通貨建て（ユーロ）損保保険料収入と、2012 年スイス・リー・シグマ調査の「World Insurance in 2011」のデータに基づく
19 複数の異なる販売チャネルを通じて収集した損保の GWPと、2012 年 Insurance Europe Report の「European Insurance – Key Facts August 

2012」のデータに基づく
20 前掲書
21 2012 年 GDV 発刊の「Yearbook 2011：The German Insurance Industry」の投資ポートフォリオデータに基づく
22 2012 年 IRDA 発刊の「IRDA Annual Report 2010-2011」と、2012 年 9月 Tower Watson Group 発刊の「India Market - Non-life Insurance Update」
のデータに基づく
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インドの損保会社の 2010-11 会計年度における新契
約費率は低下した。特に、新契約費率が政府系保険
会社よりも低い民間の保険会社で、新しく低コスト
の販売チャネルが登場しているためである。その結果、
GWP は 19.8% 伸びたものの、総手数料経費は 9.7%
の伸びに留まった。

インドの損保会社の 2010-11 会計年度における投資
収益は、主に現地の株式市場がこの時期好調であっ
たことにより、安定していた。業界の高い投資収益率 
は、インドの損保業界が、引き続き低調な引受業務
を補填する助けとなっている。

イタリア

イタリアの損保業界は 2011年の損害保険料収入で
見ると、欧州で第 5 位の規模であるが、オーストリア、
ベルギー、デンマーク、スイスといった、より小規模
な市場と比較しても市場浸透率が低水準にある。

イタリアは分析対象国の中では損害率が高い方であ
るが、2011年には若干の改善が見られた。自動車第
三者賠償責任保険の保険料率の引き上げと、自動車
保険のクレーム件数が大幅に低下したことがその要
因となっている。燃料費の上昇と、全体的な景気が
低迷していることから、自動車の利用が減っている
ためである。自動車の盗難も減少した。より高精度
の盗難防止システムの普及が背景にあるが、これは
保険会社による不正請求への厳格な対処にも貢献し
ている。イタリアでは不正請求の取締りを狙った新
法が 2012 年 3月に成立し、これにより保険事業の
損害率のさらなる改善が見込まれる。最終的には、
顧客にとっては保険料の引き下げに、保険会社にと
っては収益性の向上につながると見られる。

イタリアの損保業界の事業費率は分析対象国の中で
は既に低い方であるが、2011年も引き続き低下した。
イタリアの損保業界では近年買収や統合など大規模
な再編があり、企業にとっては規模の経済を活かし
て事業費の抑制が可能となっている。しかし、2011
年は事業費がドル換算では若干増加した。そこでイ
タリアの損保会社はさらに事業効率を向上させるべ
くテクノロジーへの投資を増やすと見られる。

2011年は、ブローカーと直販の比率が僅かに伸び、
新契約費率はやや改善したが、総保険料収入の
81.8% を代理店が占めており、イタリアでは新契約
費率が欧州では依然として最も高い水準にある。 
業界は、新規契約獲得コストを削減するため、イン 
ターネット、携帯機器といった低コストの販売チャ 
ネルの開発に積極的に取り組むことが求められてい
る。直販チャネルは 2007 年の GWP の 2.8% から
2011年に 4.1% になった程度で、普及が非常に遅れ
ている。23

イタリアの損保業界は依然として最悪の利益率に苦
しんでいる。最大の自動車保険セクターで販売、保
険料競争が激化しており、不正な身体傷害クレーム
が常に高水準にあるためである。ここに来て、新規制
と改革により一部の損害保険（専門職業賠償責任
保険など）の加入が義務付けられたこともあり、業
界には自動車保険以外のセクターへの多角化により
収益性を改善する機会が訪れている。また、計画さ
れている政府支出の削減により、個人が究極の保険
機構としての政府に依存するより、保険の購入に向
かう可能性がある。これは損保業界を拡大し、新し
い保険ニーズを満たす機会を提供することになると
思われる。

日本

日本の損害保険市場は世界第 3 位、アジアでは最
大の規模である。日本では約 50 社の損害保険会社
（日系 28 社、外資 22 社）が営業しているが、全保
険料収入の3分の2強を東京海上ホールディングス、
NKSJ ホールディングス、MS&AD インシュアランス 
グループ ホールディングスの大手3社で占めている。

2011年の日本の損害保険業界の損害率は 10.4% ポ
イント悪化し、71.4%となった。その年の特に巨額の
大災害による損失が響いたためである。2011年の東
日本大震災は日本に壊滅的な影響を及ぼし、損害
保険金は 1兆 1,343 億円という記録的な金額となっ
た。これは日本で 1年間に支払われた地震保険では
これまでの最高額である。地震に続いて襲った津波
により、火災関連の損失が発生し、これは前年まで
の平均から 350% の上昇となる金額で、その年の正
味支払保険金の約 30% を占めた。

24 こうした大災害
は日本およびその他の国の損保業界に、リスクモデ
ルを見直し、地震によって発生する津波などの関連
する損失を保険料に、より適切に組み込む必要があ
ることも浮き彫りにした。

23 チャネル別の損保販売と、2012 年イタリア保険協会（ANIA）発刊の「Italian Insurance in 2011/2012」のデータに基づく
24 2012 年日本損害保険協会発刊の「住居リスクに対して地震保険で支払われた 10 大保険金支払額」のデータに基づく
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日本の保険業界では、高い事業費および新契約費に
対処すべく、2008年以降大規模な再編が行われた。
その結果、再編に伴う費用の節減で事業費率が低下
した 2010 年には、保険会社は再編による恩恵を享
受し始めた。2011年は保険金支払が高水準だった
ものの、事業費率はさらに改善した。再編後のシステ
ム関連の経費削減という追加のメリットを享受した
ためである。しかし、事業費率の若干の改善は引受
業務の損失を補うには遠く及ばず、2011年の日本の
損保業界の収益性は大幅に低下した。

日本の損保の新契約費率は、分析対象国の中でも高
水準にある。これは、保険商品の大半が仲介業者を
通じて販売されているためである。2010 年は保険料
収入の 92.1% を代理店が取り扱っており、直販比率
は僅かに 7.5% であった。加入が義務付けられてい
る自動車損害賠償責任保険といったセグメントでは
専ら代理店の販売力に依存している（2010 年は代理
店を通じた保険料収入が 99.7% であった）。

25 日本
の損保はまた、自社の販売ネットワークを活用し、生
命保険と損害保険を組み合わせたクロスセリングに
力を入れている。

日本の損保業界ではこの 5 年間、投資収益率はほと
んど変わっていない。保険会社が投資ポートフォリ
オを国債・地方債や貸付金（全投資の約 3 分の 2を
占める）といった固定リターン投資に偏重し、保守的
な運用を行っているためである。

オランダ

オランダ市場は、2011年の損害保険料収入では世界
で第 7 位の規模であった。2012 年時点での損保会
社の数は 174 社で、非常に成熟し、競争の激しい市
場となっている。それでも世界的に見ると損害率は
高い方で、2011年は 2.6% ポイント悪化し、89.6%と
なった。同年に傷害、医療関連の保険金支払が大幅
に増えたためである。将来は、引受業務に対してより
厳格なアプローチを採用し、顧客データを一層活用
して傷害、医療保険商品を設計し直すことによって、
損害率を抑え、収益性を高めることが必要となって
いる。

事業費率は引き続き改善しており、2008 年の 11.0%
という高い水準から 2011年には 6.0% に低下、全分
析対象国の中で最も低い水準となっている。これは
保険会社が事業費削減に積極的に取り組み、人員
再編により効率性を高めたことによるものである。
2006 年に医療保険の加入が義務付けられ、競争が
激化したことにより、2007 年以降、大規模な再編も
行われた。2007 年には 247 社あった損害保険会社
は 2012 年には 174 社まで減少しており、生き残った
ところは規模の経済の活用に成功している。

新契約費率は 2011年に僅かに改善し、5.8%となっ
た。これは分析対象国の中では最も低い水準となっ
ている。保険販売に直販チャネルを継続的に利用し
ている結果である。現在ではダイレクトマーケティン
グが全損保販売の 3 分の 1 強を占めている。テクノ
ロジーに強いオランダの顧客は、特に自動車保険で
は比較サイトを活用して商品を比較・購入する傾向
が強まっている。そのため、市場では価格競争が激
化し、顧客はブランドよりは主に価格で保険商品を
購入するようになっており、保険会社は顧客維持、事
業拡大が難しい状況にある。その結果、業界の収益
性は伸び悩んでおり、2011年は利益率が再び減少し
て 2.8% となった。これは 2007 年の 5.3% からの低
下である。オランダの損保会社は革新的な商品の投
入、サービスの差別化により競争優位を確保し、継
続的に事業効率を高め、将来の収益性を向上させる
必要に迫られている。

スペイン

スペインの損保市場は欧州の上位 10 位内にランク
され、世界では第 13 位の規模にある。しかし、スペ
インでは欧州の他の主要市場（ドイツ、フランス、オ
ランダ、スイス、イギリスなど）と比較し、保険浸透率、
密度が低いことから、依然として市場拡大余地が大
きいことが伺われる。それでも、市場の成熟度が高
いため、スペインでは損害保険のすべての商品ライ
ンにおいてかなり厳しい競争が行われている。

2011年はスペインの業界の損害率は 2.3% ポイント
改善し 63.4%となった。これは世界で最も低い水準
であり、金融危機以前に近い水準に戻っている。業
界の総保険料収入は、主に消費力、購買力の低下に
より、2011年は若干低下している。自動車保険料収
入は 2011年に 1.7% 減少した。自動車販売台数が減
り、補償範囲を縮小する傾向が増えたこと、業界の
価格競争が続いていることが要因である。一方、ス
ペインの損保セグメントで第 2 の規模である医療保
険の収入は 2011年に 3.4% 伸びた。2011年は複数
危険に対する保険商品からの収入も 4.2% 増と、前
年に続いて伸びている。

26

25 2012 年日本損害保険協会発刊の「日本の損害保険ファクトブック 2010-11」のデータに基づく
26 2012 年経済・競争力省発刊の「Seguros y Fondos de Pensiones, DGSFP, Informe 2011」のデータに基づく
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競争が激しいことから、スペインの損保業界は、欧
州の同業他社の中でも事業費率の低さで 1、2を争
う水準にある（2011年は 8.8%）。過去数年、保険会
社は効率性向上に向け大幅な投資を行ってきたが、
欧州の経済環境が厳しい中、今後数年はこうした投
資を抑制する可能性が高いと考えられる。

販売面については、スペインではブローカーと代理
店が損害保険料収入の大半を握っている。ただ、代
理店のシェアは 2001年の 45.0% から 2010 年には
35.3% へと徐々に低下しており、ブローカーのシェア
は 23.0% から 25.0% へと拡大している。スペインで
は他の多くの欧州市場同様、バンカシュアランスが
急成長している。また、スペインの保険会社は販売
コストを削減しながら事業拡大、新規顧客の獲得を
目指し、インターネットポータル（この市場シェアは
2009 年の 0.9% から 2010 年には 1.1% へと拡大し 
ている）といった新しいチャネルも開拓し始めている。

27 

今後数年は、こうしたチャネルが増え、保険会社の 
ニーズに応えるソリューションを開発する専門サー
ビス会社に成長の機会があると言える。

スペインの損保業界は引受率が 100% を大きく下 
回っており、引き続き本業でかなりの利益を上げる
余地はあるが、競争が激しく景気が低迷している中
で利益率を大幅に引き上げるのは難しいであろう。

スイス

スイスの損保業界は欧州で上位 10 位内に入り、世
界の損保セグメントで一人当たりの保険料収入はオ
ランダに次いで世界第 2 位となっている。

業界の損害率は過去 5 年間安定しており、2011年
は若干改善して68.4%となった。主に自動車保険の 
保険料率の引き上げと自動車、医療、火災、傷害な
ど複数のセグメントに渡って保険金支払額が減少し
たことによる。天候に恵まれたこと（雹と水害による
一部地域での損害を除き）も保険金支払額の減少
につながった。

事業費率も安定しているが、スイスの損保市場では
直販が普及しているものの、新契約費率は 16.3%と、
世界的な同業他社と比べても高い水準にある。競争
激化で新規契約獲得経費が膨らむ一方、バンカシュ 
アランス、インターネットといった新しい代替販売 
ネットワークの市場での採用は伸び悩んでいる。

引受事業が好調なため、業界は一貫して利益を確保
しているが、引き続き競争激化に直面しており、2011
年は前年の準備金を僅かながら取り崩した。それで
も引受業務が堅調で、投資収益が減少したものの、
損保各社は 2011年に（2010 年より若干低下したが）
税引き前利益で黒字を計上した。

イギリス

イギリスでは損保の保険料収入 28 が 2011年に 5.9%
増加し、欧州では第 2 位、世界で第 4 位の規模を維
持した。イギリスの損保市場は非常に成熟しており、
競争が絶えない。

損保の損害率は 2011年は 63.2% となり、目立って
低下した。主に、保険料収入が増える中、前年よりも
天候に恵まれ、保険金支払が減ったためである。リ
スクを保険料に組み込む、より精度の高い引受方法
を採用することにより、また保険金支払請求処理の
迅速化で訴訟費用が減ったことにより、損害率が低
下している。個人向け自動車保険の料率引き上げも
損害率の大幅低下につながった。しかし、法人向け
商品の料率引き上げは、同セグメントにおける高い
事故損害率の引き下げには十分ではなかった。

イギリスの損保業界は分析対象国の中では事業費
率が最も高くなっている。業務やテクノロジーの改善
に投資するところも出始めているが、過去 10 年ほど
の投資が不十分だったため、効果はこれまでのとこ
ろ限定的である。

イギリスの損保業界の新契約費率は過去数年
18% ～20% で安定しているが、非常に高い水準にあ 
る。市場の競争が激しく、仲介業者に支払う仲介手数
料の増大、広告費や比較ウェブサイト手数料の増加
で販売コストが高くなっている。しかし、損保商品の
販売パターンは、インターネット、携帯機器といった新
しい低コストチャネルの登場で、変わりつつある。この
チャネルはどちらも直販用に急速に伸びており、個人 
向け自動車保険の新規契約の 5 割近くはインター 
ネットを通じて販売されていると見られている。

29 し
かし、イギリスではブローカーのシェアが損保商品販
売の 56% 近くを占めており、これに直販（約 22%）、
バンカシュアランス（約 9%）が続いている。30 ここで
は、新しい直販チャネルの拡張が収益拡大の重要な
カギとなる可能性がある。

27 前掲書
28 2010 および 2011年の現地通貨建て（ポンド）損保保険料収入と、2012 年スイス・リー・シグマ調査の「World Insurance in 2011」のデータに基づく
29 2011年 9月発刊の「UK Insurance – Key Facts, Association of British Insurers」に基づく
30 異なる販売チャネルを通じて収集した、損保の GWPと、2012 年 Insurance Europe Report の「European Insurance – Key Facts August 2012」のデ

ータに基づく
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損保の収益率は、2011年は 5.1%ポイント伸びて 9.1%
となった。個人向け、法人向け商品のいずれにおいて
も保険料率を引き上げて、また保険金支払が減ったこ
とも寄与している。こうした要因は投資収益の減少と、
事業費率および新契約費率がやや増えた分を相殺す
る一助となっている。

アメリカ

アメリカの損害保険市場は世界最大の規模である。
損保の保険料収入は 2011年に 1.8% 増えたが、一人
当たりのレベルでは、デンマーク、フィンランド、アイル
ランド、オランダ、スイスといった欧州の多数のより小
さな市場に比べ依然低水準にある。

損保業界の損害率は 2011年に 5.1% ポイント悪化し、
74.2% となった。ハリケーン・アイリーン、春の竜巻と
いった異常気象により、この年は保険金損害が 359
億米ドルに達した。

31 法人向け商品でも業界全体で引
受業務が影響を受け、2011年は損害・経費率が 2001
年以来最高の 75% 超となった。労災補償セグメントも
過去 10 年で最大の損失を計上し、法定コンバインド
レシオは 115% ～ 120%となった。クレーム シナリオ
は医療コストの増加で顕著な悪化を示しており、競争
激化による圧力で保険料率も低下した。

アメリカの損保の事業費率は、2011年はほぼ横ばい
であった。過去 2 年のクレーム処理と契約管理業務
の効率向上に向けたテクノロジーへの投資が功を奏
したためである。保険会社はインターネット、携帯機
器アプリケーションといった新しいチャネルを活用し、
顧客の要求に迅速に、費用対効果の高い方法で対応
することができ、その結果、カスタマー・エクスペリエ
ンスを向上させ、事業費を低減させた。しかし、新しい
チャネルの利用は新契約費率にはほとんど影響が及
ばず、2011年は僅かに改善されたものの、世界でも最
も高い水準に留まった。

2011年は前年に続いて投資収益が低下し、損保に
とっては引受業務の改善が一層重要であることを物
語っている。2011年は引受率が上昇し、収益率が前
年の 11.8% から 5.5% に低下したが、保険料収入が
伸びたため、今後は利益の急回復が見込まれている。

結論

損害保険会社は近年、一般的に日常業務の管理に
力を入れている。一部では非常に巨額の、不可避の
大災害による損失を被ったが、事業費抑制に成果を
見せている会社もあれば、低減に成功したところも
ある。すべての保険会社が効率向上を目指して投資
していたわけではない。損保業界の競争が熾烈で、
価格競争の結果、利益率を下げた市場もあれば、イ
ンド、ブラジルといったこれからの市場では市場シェ
アの拡大、収入増に注力していた。

また、非常に競争の激しい、あるいは急成長してい
る新しい市場では新規契約獲得がより高くつく傾向
にある。ただ、新規契約獲得費はほとんどの市場で
特に削減の難しい費用項目である。

新契約費率は販売ネットワークの管理の効率性を見
るための代用となる指標であるが、販売の主力が高
コストの仲介業者（代理店やブローカー）の利用に
大きく依存している場合は、こうしたコストを削減す
るために事業を根本から変える必要がある。

ほとんどの損保会社にとって、特に保険料の引き上
げが難しい状況では、顧客の獲得・維持がしっかり
しているかどうかが継続的な成長のカギとなる。従
って、保険会社は、何が顧客の心に響くのか、どうす
れば引き留められるのか、どうすれば他社の顧客を
引き込めるのかを正確に把握する必要がある。さら
に、保険会社は、個々の商品、サービスに対する顧客
満足のさらに先を見据えた上で、カスタマー・エクス
ペリエンス全般について十分注意を払う必要がある。
これは、保険契約のライフサイクルに渡り、顧客が求
める方法、タイミングで確実に顧客の特定のニーズ
に応える、ということを意味している（第 2 章のカス
タマー・エクスペリエンスを参照）。

31 2012 年 Insurance Information Institute 発刊の「Overview and Outlook for P&C Insurance Markets」のデータに基づく
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現在の事業環境における課題を勘案すると、多くの保険会社にとって、カスタマー・エクスペリエンスが

業務遂行における重要な要素となっている。今日では、価格競争が非常に熾烈で、多くの商品は短期間�

で一般化し、革新は即座に模倣されるため、持続的な方法で自社商品の差別化を図ることが難しくなっ�

ている。そこで保険会社は、保険会社との関係全般を管理し、顧客との接点すべてに渡って顧客の個人

的ニーズに合わせ、単に商品とサービスで顧客を満足させようとするだけではなく、優れたカスタマー・

エクスペリエンスを提供するよう努める必要がある。

本調査では、満足している、というだけでは判断を誤る可能性があることが確認されている。例えば商

品／サービスに対する顧客満足度のレベルは国ごとに大きな違いがあり、多くの商品を揃えている成熟

した市場で必ずしも満足度が高いとは言えない。
32 ということは、商品／サービスの供給力が満足度を

高める唯一の要因ではない、ということを示唆している。さらに、満足度が高い市場でも顧客は必ずし

も保険会社との関係全体に満足しているわけではない。

顧客は明らかに商品やサービス以上のものを期待しているため、保険会社は顧客をつなぎ止め、高い

実績を上げるために、より包括的な方法でカスタマー・エクスペリエンスを理解し、対処する必要がある。

これは、顧客と、その認識、期待および価値観を完全に理解した上で、販売やサービスを全般的に強化

することになる。

換言すれば、保険会社は記憶に残るカスタマー・エクスペリエンスを実現するための明確な戦略を立て、

実行する前に、顧客にとってどのような商品／サービスの次元が重要なのかを把握する必要がある、と

いうことである。

序論第 2 章

第 2 章

保険会社は世界的に、 
より肯定的なカスタマー 
・エクスペリエンスを 
もたらす余地をかなり
残している

32 30ヵ国における保険顧客の意見に関する広範な徹底調査である、Capgemini の「2012 年保険会社の顧客の声調査」で分析。

調査手法」も参照のこと。
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僅か 46%である。発展途上のアジア太平洋地域では、
3人に 1人強の顧客が、その義務的／強制的特質か
ら保険を制約要因と見ており、欧州と北米ではこの
数字が約 5人に 1 人となっている。欧州では、52%
の顧客が保険は自分の家族を守る不可欠な方法と見
ているが、北米ではこれが 69% に達している。一般
的に、顧客は保険を自分の財政状態を改善させる手
段としてよりは、金銭的な損失から守るための手段と
して捉えている可能性が高い、とも言える。こうした
違いは、保険会社が、保険に対する価値認識が地域
によって相当異なるという事実と向き合っていること
を確認するものである。こうした認識は最終的には
顧客の様々な期待を誘発し、保険会社はこれに応え
ることが求められる。

顧客「満足度」に関するデータでは、保険会社が重要な
顧客のニーズにどの程度応えているのか示されない 
弊社の 2012 年のデータは、保険顧客の満足度のレ
ベルは国ごとに大きく異なることを示しており（図表
2.1参照）、成熟した市場の多くで、肯定的な満足度
が比較的低い水準にあることが明らかになっている。
顧客が単に保険商品・サービスの選択と供給力を求
めているのであれば、この評価は高くなり、成熟度 
が同程度の市場では満足度がより近似するはずで 
ある。

保険商品・サービスの価値に対する顧客の認識も大
きく異なっている。例えば、北米では 64% の顧客が
保険を自分の財産を守るための不可欠な手段として
見ているが、同じように認識している欧州の顧客は

図表2.1 2012年の国別の保険会社顧客満足度（%）

FIGURE 2.1. Customer Satisfaction with Insurers (%), by Country, 2012
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注: 四捨五入している関係で、チャートのパーセンテージは合計で100%にならない場合がある。

出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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顧客が望む活動の種類に応じて、顧客が好む保険会
社との付き合い方には、目に見える違いが出てくる。
例えば、今では、ベストの料率／価格の発見、商品及
びサービスの比較、情報へのアクセスといった行動に
はオンラインネットワーク（携帯機器またはパソコン
を通じたインターネット）が好まれているが、保険会
社に対する信用を得ようとする場合は、顧客は依然
として目に見える販売ネットワーク（即ち代理店やブ
ローカー）を強く望んでいる（図表 2.2 参照）。

このことは、それぞれの顧客に提供する利用価値を
勘案したときに、保険会社が様々な販売ネットワーク
やチャネル（顧客がネットワークにアクセスするアク
セスポイント）に渡って投資する必要があることを示
唆している。このことは、顧客が望む方法で、顧客が
価値があると認める商品やサービスを提供しようと
する、広義のカスタマー・エクスペリエンスという概
念と一致する。

保険会社は、顧客が価値があると認める、特定の選
好や体験を明確にできないと、得意顧客基盤の維持、
構築が難しくなる。

図表2.2 異なる行動についての顧客の保険会社ネットワーク選好（%）、2012年FIGURE 2.2. Customers’ Insurance Network Preferences for Different Activities, (%), 2012
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注: 質問事項は、「生命保険（および損害保険）を購入した過去の体験に基づき、現実のネットワーク（代理店／ブローカー／銀行）またはオンラインネットワーク 

インターネット／携帯機器）のどちらが以下の便益を提供するのに、より効果的だと考えられますか」というものであった。

出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）



22

CaPGEminiのカスタマー・エクスペリエンス指数（CEi）
は顧客の期待と、保険会社が提供しているものとのギャ
ップを示す

共鳴してもらえるカスタマー・エクスペリエンスを 
提供するためには、保険会社はまず、顧客の特定の
価値観と基準を勘案し、顧客が保険との付き合いの
質をどのように認識しているかを把握する必要があ
る。また、全商品カテゴリー、全販売チャネルに渡り、
顧客のライフサイクル（初回見積から保険金支払請
求まで）に沿って顧客の行動全体を追跡する必要も
ある。

Capgemini の開発したカスタマー・エクスペリエンス
指数（CEI）は、商品、販売ネットワーク／チャネル、
顧客ライフサイクルの 3 つの次元にわたる保険会社
のサービスの質を顧客がどのように認識しているか
について緻密な見方を提供する。

価格／料率から商品の特徴、アドバイスの質まで、 
多くの要因が顧客に影響を与え、こうした要因はす
べて、保険解約時よりは保険会社を選ぶ際に、より
頻繁に理由として引き合いに出されている（図表 2.3
参照）。特に、そして今日の大半の保険会社の経験と
一致するが、価格／料率が保険会社の選択と乗り替
えの最も一般的な理由として挙げられ、商品の特徴
が次に続いている。しかし、生保、損保いずれについ
ても約 40% の顧客が、ブランドへの信頼、アフター
サービスを理由に保険会社の選択を検討し、これと
同じ要因で 3人に 1 人が解約する可能性がある、と
も答えている。このことは、得意顧客基盤の構築には、
好ましいカスタマー・エクスペリエンスを提供するこ
とが重要であることを示している。

図表2.3 顧客の保険会社（%）、生保および損保の選択と解約の決定に影響を与える要因、2012年 FIGURE 2.3. Factors Influencing Customers’ Decisions to Choose and Leave an Insurer (%), Life and Non-Life, 2012
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注: 質問事項は、「生保および損保の商品について、次の要因は保険会社の選択、契約維持、解約の決定にどの程度影響を与えますか？（各基準を1～7のスコアで評価

してください。1は非常に影響度が低い、7は非常に影響度が高い、に相当します）」というものであった。

出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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CEI は 2012 年に実施した、Capgemini の「顧客の声 
調査（Voice of the Customer Survey）」で把 握した 
データを基に構築している。これは 2012 年に 16,500 
人強の顧客に対し、保険会社に対する一般的な満足
度について聞き取り調査したものである。さらに、異
なる取引タイプや異なる商品タイプにおける、特定の
チャネルの重要性についても尋ねている。最後に、こ
れらすべてのやり取りについての満足度も質問してい
る。本調査は 96 のデータポイントを生成しており、
通常の顧客満足度調査より、遙かに詳細な顧客態度
調査となっている。

対象となった顧客は 6 つの主要な地域で、30 ヵ国
に及ぶ（「調査手法」参照）。得られたデータは地域、
国、顧客の居住する都市の規模、さらに年齢、性別、
投資可能資産、職業、学歴といったその他の顧客の
特徴など、多くの顧客変数で分類することができる。

例えば、CEIには以下の次元が含まれている（図表 2.4
参照）：商品（自動車、財物、年金、生命保険、貯蓄商
品などの損保および生保商品）、ネットワーク／チャ
ネル（代理店とブローカー、支店、インターネット、携
帯機器、電話／コールセンターなど）およびライフサ
イクルのステージ（調査から、見積取得、契約獲得お
よびサービス、保険金支払まで）。

CEI を使って、顧客が期待していることと、顧客の 
行動、さらに顧客が受け取るものとの間のギャップを
特定することで、保険会社は、商品、ライフサイクル、
ネットワーク／チャネルを、顧客の価値観やニーズに、
さらに近づけることができる。

しかし、保険会社が CEI の知見を行動に移すには、
まずそれぞれの顧客にとって何が重要なのかを理解
する必要がある。そうして初めて、セグメント化され
た顧客戦略の展開が可能になるのである。

また、販売・サービス体験を、ネットワークおよびチャ
ネル全般に渡って必ず一貫したものであるようにして
おく必要もあるが、カスタマー・エクスペリエンス戦
略を効果的に実行すれば、より顧客シェアを高める
ことができるという期待を十分に持つことができる。

CEi は、保険会社の商品およびサービスについての善し
悪しの判断以上のものを提供する

CEI は顧客が「非常に重要」と評価する要素につい
てのみ満足度のスコアを総計するため、CEI のスコア
は、本質的に、顧客にとって真に重要な問題への保
険会社の対応がどう認識されているかを示すものと
言える。従って、保険会社がそこそこうまくやっている
と思われる場合でも、顧客の優先課題に応えていな
い場合は CEI のスコアが低くなることがあり得る。

こうした理由により、CEI の評価は、比較的洗練され
た市場よりも、かなり未成熟な国において、より高く
なる可能性がある。商品の品揃えは限定的であって
も顧客の期待に沿っているためである。対照的に、 
非常に洗練された市場では顧客の期待が非常に高い
可能性があり、保険会社は期待に応えていないと見
られる可能性もある。

図表 2.4     Capgemini の保険会社のカスタマー・エクスペリ
エンス指数（CEi）の次元

CEI

商
品

ネットワーク/チャネル

■	 生命保険と貯蓄商品

■	 年金

■	 自動車保険

■	 財物保険

顧
客
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

■	 調査および見積取得

■	 新規契約獲得

■	 契約サービス

■	 保険金支払

■	 保険代理店

■	 保険ブローカー

■	 銀行の支店

■	 電話／コールセンター

■	 インターネット／パソコン

■	 インターネット／携帯機器

注: ネットワークは、直販や代理店から、ブローカー、バンカシュアランス、さ

らにはスーパー、カーディーラーといった代替ネットワークまでを対象とする。

チャネルとは、やり取りを促進するアクセスポイントであり、インターネット／

パソコンや、インターネット／携帯機器が含まれる。

出典：Capgemini Analysis（2012年）
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カスタマー・エクスペリエンスは満足度を下回る
本調査では、保険会社は顧客満足度が高いことに対
して誤った判断をしてはならない、ということも明ら
かになっている。商品やサービスについての総合的
な満足は、必ずしも非常に肯定的なカスタマー・エク
スペリエンス評価につながっていないからである。

平均してみると、肯定的なカスタマー・エクスペリエ
ンスがあると答えた顧客は分析対象の 30ヵ国で平
均僅か 30%である一方で、62% は肯定的に満足して
いると答えている。さらに、どの調査対象国でも肯定
的な体験より肯定的に満足している割合が高くなっ
ており、満足度と同じレベルで肯定的な体験がある、
という国はひとつもなかった。

肯定的な体験を持つ顧客の割合が最も高いのはア
メリカであるが、それでも肯定的に満足しているとい
う顧客の割合を大きく下回っている。アメリカでは
78% の顧客が満足していると答えているが、肯定的
な体験があると答えたのは47%に過ぎない（図表 2.7
参照）。

こうした動きにより、世界の平均的な保険 CEI のス
コアが 67.5 だったのに対し、南アフリカ、メキシコ、
アルゼンチン、インドのすべてがドイツ、フランスの
CEI スコアよりも高くなっていることが説明できる 
図表 2.5 参照）。これらの新興市場では、おそらく
先進国の市場よりも顧客の期待が低いと考えられ
るが、保険会社は顧客にとってどんな要因、チャネ
ルが重要かの特定、それに従ったサービスの提供に 
成功しているように見受けられる。

総体的に、カスタマー・エクスペリエンスを中立以上
に評価していない顧客がかなりの割合に達すること
も注目される。事実、体験が肯定的と答えた顧客は
平均して僅か 30% に過ぎない（図表 2.6 参照）。残
りの、中立または否定的な体験を持つ顧客がこれだ
け多いということは、何らかの別の便益次第で容易
に乗り替える顧客が潜在的に非常に多い、というこ
とを意味している。

図表2.5 国別カスタマー・エクスペリエンス指数（CEi）、2012年FIGURE 2.5. Customer Experience Index (CEI) by Country, 2012
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出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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図表2.6 国別の肯定的／否定的体験を持つ顧客（%）、2012年

FIGURE 2.1. Customer Satisfaction with Insurers (%), by Country, 2012
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出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）

図表2.7 保険業界における肯定的な満足度 対 肯定的なカスタマー・エクスペリエンス、2012年
FIGURE 2.7. Positive Customer Satisfaction vs. Positive Customer Experience in Insurance, 2012
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出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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いて満足させるだけでなく、それ以上のことを追求す
る必要がある。保険会社は、CEIが高い銀行業界など、
他の金融サービスセクターからカスタマー・エクスペ
リエンスについて学ぶものがある、と言えるのではな
いかと思われる。

銀行業界におけるカスタマー・エクスペリエンスは保険
業界の場合より世界的に見て良好である

一般的に、保険業界において肯定的な体験を持つ顧
客の割合は、銀行業界に比べ低くなっている（図表2.9
参照）。例えば、アメリカでは肯定的な体験を持つ顧
客の割合が銀行業界で 55.7%であるのに対し、保険 
業界では僅か 46.8% に留まっており、その差は 9 
パーセントポイント近くになっている。欧州ではこの差 
が小さい国もあった。イギリスではこの差が 2.3 パー
セントポイント、イタリアでは 2.0 パーセントポイント
であった。しかし、銀行業界よりも保険業界において
肯定的な体験を報告した顧客の割合が大きい国もあ
った。ベルギーでは銀行業界で肯定的な体験を報告
した顧客の割合が 33.8%であるのに対し、保険業界
では 38.8%であった。

一方、金融市場の危機の長期化に加え、期待がより
高い日本では、顧客が満足もしていなければ肯定的
な体験もしていないという状況になっている。

また、一般的に、関連性の高い商品やサービスを提
供できることと、CEIのスコアとには相関関係がある。
例えば、保険会社は関連性の高い商品やサービスを
提供しているか、という点に、強く同意すると答えた
顧客については、CEIの平均スコアが84となっている。
強く反対すると答えた顧客については CEI のスコア
が僅か 55 になっている。保険会社がライフサイクル
に合わせて関連性の高い商品やサービスを積極的に
薦めることができる、という点に強く同意／反対する
顧客についても同様の相関が見られる。

この相関は、商品やサービスがカスタマー・エクスペ
リエンスの重要な要素ではあるが、唯一の考慮事項
ではないことを示唆しており、従って保険会社はより
好ましい体験を顧客に提供することによって差別化
を図ろうというのであれば、単に商品やサービスにつ

図表2.8 主要国における銀行業界と保険業界のCEiスコア、2012年
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出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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それでも保険会社は銀行から学ぶべきものがあり、
それによって成功するカスタマー・エクスペリエン
ス戦略の開発、実行も可能である。銀行は以前から
CRM への投資を行う必要性に迫られてきた。銀行の
顧客は相対的に乗り替えを行い易いからである。従っ
て、ほとんどの銀行は否定的なカスタマー・エクスペ
リエンスの動きと影響をよく理解しており、多くはそ
の影響を軽減させる CRM 投資の果実を享受し始め
ているのである。

同様に、フランスでも銀行業界で肯定的な体験を報
告した顧客の割合が 33.8%であるのに対し、保険業
界ではこの割合が 34.1%であった。

CEI スコアのギャップは銀行業界と保険業界の差に
ついての、より広い意味での現実を反映している可能
性が高いと言える。例えば、一般に銀行業界では保
険業界と比べ、より定期的な接触がある一方、保険
業界では、定期的に更新されるものの、さほど頻繁で
はない、特定の補償に絡んだ接触である場合が多い、
と言える。対照的に、銀行とのやり取りは実際上、日
常的なものとなっている。さらに、たまに発生する保
険業界における接触は、死亡、事故、疾病その他の
損失といった否定的な体験に関連している場合が多
い。こうした状況で保険会社が顧客を感動させるの
は難しいと言え、また、否定的な認識は、保険の体験
自体に加え、一般的にそうした状況と結び付いてい
る可能性もある。

図表2.9 主要国における銀行と保険会社についての肯定的／否定的な体験を持つ顧客（%）、2012年FIGURE 2.9. Customers with a Positive/Negative Experience of Banking and Insurance in Key Markets (%), 2012
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顧客ライフサイクルを通じ、代理店が最も重要な�
ネットワークだと認識されている
しかし、顧客ライフサイクルのすべての段階で選好さ
れているネットワークは代理店である（図表 2.11 参
照）。携帯機器（インターネット）はその他のチャネ
ルほど重要だとは見られていない。おそらく顧客は
この媒体を通じて保険会社から何を期待できるか、
未だ確信が持てないことが理由であろう。携帯機器 
についての満足度も大きく異なる。おそらく携帯 
サービスの採用率にばらつきがあるためである。携帯 
機器はチャネルとしてはまだ新しいが、現在顧客は
多くの種類の保険活動において、オンラインアクセス
ポイントを選好しており、生活のあらゆる面において
携帯機器アプリケーションを一層前向きに受け入れ
ているため、顧客がインターネット／パソコンで利用
できる機能に匹敵するものをインターネット／携帯
機器に求めるのは時間の問題である。

結論

カスタマー・エクスペリエンスは、接点全般に渡り、個々
人のニーズに応じて、顧客が保険会社との関係全般
についてどう感じているかを計る包括的な物差しで
ある。保険会社がカスタマー・エクスペリエンスに注
力するには、商品やサービスが顧客の期待に応えて
いるか、あるいは上回っているか、といった程度の単
なる満足度以上のものを目指す必要がある。

目下のところ、肯定的な満足度と肯定的な体験との
間に明らかにギャップがあり、そのギャップが保険会
社にとっての課題でもあり、事業機会でもある。この
ギャップは乗り換えリスクになるが、カスタマー・エ
クスペリエンスの重要な要素を特定し、顧客の忠誠と
維持を促進する、共鳴してもらえる提案を提供でき
る大きな機会ともなり得る。

他社との差別化を図るには現在そして将来にわたり、
顧客が最も重要と見なす分野で傑出したカスタマー・ 
エクスペリエンスを提供する必要があることは間違い
ない。

チャネル戦略は、エクスペリエンス パズルの重要な
ピースとなる。携帯、ソーシャルメディアといった新し
いチャネルは顧客に利便性と簡便性を提供し、今後
も重要度を増して行くであろう。ただ、現時点では、
特に信用の構築のためには顧客は今でも従来のネッ
トワークを非常に高く評価している。したがって、保
険会社は今日の需要に応えられる販売戦略を策定す
る必要があるが、同時に明日のニーズにも応えられる
態勢にしなければならない。保険会社にとってはマ
ルチ販売チャネル戦略が将来のカギとなる（第 3 章
も参照のこと）。

ところが、保険の顧客の否定的な認識は、現在の顧
客が契約を維持しているのは乗り替えが容易ではな
い、あるいは実用的ではないためだけであるにも関
わらず、保険会社は顧客の忠誠心によるものと考えて
いることを示唆している。こういった顧客は直ぐに、
あるいは大挙して乗り替えることはないかもしれない
が、その危険性は十分にあり、保険会社としては維持
顧客が実際に忠実な顧客となることをより積極的に
確実なものにするために、銀行業界から学ぶことが
あるのではないかと考えられる。

顧客は、従来型の販売ネットワーク及びチャネルと、 
新型のものとの融合を求めている 
事実、保険会社が成功するためには、顧客にとって
特に重要な、様々なパラメータを実現しなければなら
ない。データでは、ネットワーク／チャネルの選好が
顧客にとって重要であることが示されているため、 
保険会社は、非常に肯定的なカスタマー・エクスペリ
エンスを実現するためには、これらを正しく理解する
必要がある。

顧客の声」調査では、どの地域でも顧客は代理店が
最も重要なネットワークだと認識しているが、多くの
顧客はインターネット／パソコンのチャネルも重要だ
と見ていることが明らかになっている。ただし、地域
によって明らかな差があり、保険会社は特定の市場
の特定のニーズを知っておかなければならない。

顧客の選好は明らかでも、大半の地域で保険会社は、
ネットワークあるいはチャネル如何に関わらず、非常
に肯定的なカスタマー・エクスペリエンスを実現する
ことに明らかに苦労している（図表 2.10 参照）。肯
定的なカスタマー・エクスペリエンスという面では、
代理店が一貫して最も高い評価を受けているが、そ
れでもこうした評価を与える顧客の割合は、北米で
56%、アジア太平洋地域の先進国では僅か 33%と、
比較的少数である。その他のネットワーク、チャネル
の評価では、顧客は一層冷めた目で見ており、どの 
市場でもネットワークまたはチャネルに肯定的なカ
スタマー・エクスペリエンス評価を与えているのは、
総じておよそ 3人または 4人に 1人の割合である。

注目すべきは、CEI スコアは高齢者層で最も高く、 
若年層で最も低くなっている点である。おそらく若年
層では期待が高いことを反映しているものと思われ
る。より高齢の顧客は（新興のアジア太平洋地域を
除く）若年層よりも、インターネットで、より肯定的な
カスタマー・エクスペリエンスを受けている。パソコ
ンや携帯機器チャネルについては、どの年齢グルー
プでも比較的より肯定的な体験をしており、それは
保険購入者の間でこういった新しいチャネルが受容
され、人気が高まっていることを示している。
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図表2.10 ネットワーク／チャネルおよび地域別の肯定的体験を持つ顧客（%）、2012年FIGURE 3.1. Key Objectives for Investing in Integrated Multi-Distribution Initiative, 2012
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注: ネットワークは、直販や代理店から、ブローカー、バンカシュアランス、さらにはスーパー、カーディーラーといった代替ネットワークまでを対象とする。チャネル

とは、やり取りを促進するアクセスポイントであり、インターネット／パソコンや、インターネット／携帯機器が含まれる。

出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）

図表2.11 顧客にとっての保険ライフサイクルを通してのネットワークとチャネルの重要度 対 満足度、2012年
FIGURE 2.11. Importance vs. Satisfaction for Customers of Networks and Channels
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注: ネットワークは、直販や代理店から、ブローカー、バンカシュアランス、さらにはスーパー、カーディーラーといった代替ネットワークまでを対象とする。チャネル

とは、やり取りを促進するアクセスポイントであり、インターネット／パソコンや、インターネット／携帯機器が含まれる。

出典：Capgeminiの「2012年保険会社の顧客の声調査」（2012年）
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大半の市場で、金融市場が落ち着き、保険料収入の伸びが健全な水準に徐々に戻りつつある中で、保険会社

はコスト削減から収入増へと、焦点を移している。しかし、保険料の引き上げは容易ではなく、保険会社は持

続的な内部努力による成長を確保するためには、高い顧客獲得・維持率を保持しなければならない。本調査

では、顧客を維持し、忠誠心を失わせず、最終的に収益を伸ばすためにはマルチ販売チャネルイニシアティ

ブが保険会社の戦略の重要な一部を形成することが示されている。

マルチ販売チャネルとは、複数の販売ネットワーク—直販や代理店から、ブローカー、バンカシュアランス、

さらにはスーパー、カーディーラーといった代替ネットワークまでを使って保険商品を販売することを言う。 
マルチ販売チャネルにより、保険会社はより多くのセグメントに訴え、より広範なニーズに応えることによっ

て潜在顧客のプールを拡大することができる。しかし、真に効果的なものとするには、こうしたマルチネット

ワークをチャネル（アクセスポイント）と統合し、変化する顧客ニーズに対応できるよう、保険会社は情報を

一元化する必要がある。

保険会社は、調査、購入あるいは保険契約の管理など、動機は何であれ、顧客に、販売ネットワークに複数

の方法で接触できるようにする必要があるため、チャネル対応力は統合マルチ販売チャネルイニシアティブ

の特に重要な一部となっている。第 2 章で論じたように、個 人々のニーズに応じて、顧客が好む方法、タイミ

ングで保険会社とのやり取りを可能にするチャネル戦略は、カスタマー・エクスペリエンスの重要な一部を 
形成している。

チャネルは、対面（支店あるいは実際の販売ポイントで）、電話、インターネット／パソコンおよびインター�

ネット／携帯機器の 4つの接触形式すべてを促進するが、本調査では、統合マルチ販売チャネル戦略を追求�

する保険会社は、携帯対応能力を整備することに高い優先順位を与えている、ということが明らかになって�

いる。

大半の保険顧客にとって、対面が相変わらず主要な接触形式であるが、保険会社とのやり取りに携帯電話を

使用する顧客が増えているため、アクセス面で顧客のニーズを満たすためには携帯対応が必須である。事実、

特に調査や、サービス面では多くの接触について携帯がチャネルの選択肢になりつつあるため、保険会社 
の経営者は保険のバリューチェーン全般に渡って携帯が役割を果たすことができる異なる方法を追求して 
いる。

ソーシャルメディアも保険会社に、顧客を掴む新しい方法を提供している。ソーシャルメディアの利用は世界

的に拡大しており、保険取引の実施にはまだ利用されていないものの、ソーシャルメディアは従来の顧客関係

管理（CRM）の取り組みと統合されつつある。その結果、新しい「ソーシャル CRM」が登場し、保険会社に

カスタマー・エクスペリエンスや、ブランディング提案を強化するための新しい方法を提供している。

序論第 3 章

第 3 章

保険会社は、統合マルチ
販売チャネル戦略を展開
するために、チャネルとして
の携帯機器を通じたサー 
ビスに投資する必要がある
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同時に、より多くの生保の顧客が将来、特に調査だけ
でなく、顧客のライフサイクル通じてインターネット 
パソコンや携帯機器を通じて）を活用するようにな
ると考えられている。インターネット／携帯機器はそ
れ自身がひとつのチャネルになると見られ、今日では
取るに足りないレベルではあるが、今後 5 年間で全
販売実績の 4%を占めるようになるであろう。さらに、
インターネット／パソコン、電話、インターネット／携
帯機器チャネルの組み合わせは、対面販売に取って
代わり、今後 5 年間で 16% ポイント拡大すると予想
されている。ただし、今後 5 年間でも対面方式は依
然として販売の 72% を占める。生命保険、年金商品
は非常に複雑で、複数回のやり取りが必要であるこ
とが主たる理由となっている。

損保業界、特に単純な個人向け商品では、消費者は
保険会社のウェブサイトあるいはコールセンターを
利用した、直接購入に慣れつつあり、直販ネットワー
クは既に代理店販売比率に並ぶところまで到達して
いる（約 22%）。しかし、直販およびその他のネット
ワークは将来、代理店からシェアをさらに奪うことに
なるであろう。（法人向け商品は、商品が複雑なため、
依然として専属代理店、独立系代理店およびブロー
カーの販売力が強い。）

統合マルチ販売チャネルアプローチは顧客の獲得と 
維持のカギとなる

本調査では、保険会社は第一義的に顧客獲得・維持
率を高めるためだけでなく、カスタマー・エクスペリ
エンス、業務を改善するためにも（図表 3.1参照）、
そして最終的には収入や顧客収益性を高めるために、
統合マルチ販売チャネルに投資していることが明ら
かになっている。大半の保険会社は、販売のための、
1つ以上の有力なネットワークやチャネルを有してい
るが、多くはより多様なマルチ販売チャネルアプロー
チを開発し、変容する顧客ニーズに対処し、市場シェ
アを維持、拡大しようとしている。

今日の生保業界では、伝統的な販売ネットワークが
依然として圧倒的に人気があり、保険会社の経営者
に対する本調査では、バンカシュアランスと代理店が
販売実績の 68% 程度を占めている。しかし、将来は
直販／その他のネットワークが大きく伸び、今後 5 年
間で全販売実績の18% を占めるようになる見込みで
ある。この成長は、生保の提携代理店の数や、提携 
ネットワークの収益性がともに継続的に低下する中
で起こると見られる。直販は魅力的な提案である。
代理店に手数料を払う必要がないため、顧客に対す
るコスト優位を確保できるからである。

図表3.1 統合マルチ販売チャネルイニシアティブに投資する重要な目的、2012年FIGURE 3.1. Key Objectives for Investing in Integrated Multi-Distribution Initiative, 2012
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注: 質問：「（成熟した販売モデルを実現するために）統合マルチ販売チャネルイニシアティブに投資する決定を促している以下の要因について重要度を付けてくださ

い。」（各分野の重要度を1から7のスコアで評価してください。1は「重要ではない」、7は「非常に重要」に相当します。）

出典：Capgemini Analysis（2012年）; ワールド・インシュアランス・レポート2013用に実施した経営者インタビュー
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同時に、インターネット／パソコン、電話、インター 
ネット／携帯機器の利用がいずれも増えるであろうこ 
とから、対面接触はさらに後退すると見込まれてい 
る。本調査では、保険会社の経営者は、インターネッ 
ト／パソコンを通じた損保販売が今後 5 年間で現在 
の 11% から18% に、インターネット／携帯機器の 
シェアは1%から7%に急成長すると予想していること 
が明らかになっている。このトレンドは、顧客が、価格 
の透明性を提供し、複数の商品、見積比較ができる 
インターネット（パソコンと携帯機器の両方）を通し 
て個人向け損保を購入する傾向が高まっていること 
と一致している。その過程で、対面接触による販売比 
率は 75% から 61% に低下すると見られる。

マルチ販売チャネル戦略はネットワーク、チャネル、
情報の統合を必要とする
保険会社にとってインパクトを最大化するには、マル 
チ販売チャネル戦略は、アクセス可能なチャネルと 
一元化された情報を統合する必要がある。こうした
統合マルチ販売チャネルは、変化する顧客ニーズへ
の対応に役立つばかりでなく、生保、損保両市場に
大きな影響を与える一連の技術的な問題への対処に
も有用である。こういった問題には、市場投入までの
時間の長さ、データと機能の重複、非最適 ITインフラ、
いつでも／どこでも／どんな機器でものサービス需
要増大、より強力な情報セキュリティの必要性などが
含まれる。

統合マルチ販売チャネルはいくつかの方法で、事業
上の、および技術的な問題に対応する。例えば、顧客
の 360 度視点を保険会社に提供することで、クロス
セリングやアップセリングの機会を増加させる。また、
ネットワークの生産性を向上させ、縦割りの IT 処理
を排除することで ITインフラを最適化し、販売プロ
セスの標準化を通じて市場投入までの時間を短縮
化する。さらに、統合マルチ販売チャネルは、途切れ
のないチャネルの移行を可能にする。これは複数の
チャネル間で効果的に顧客にサービス提供しようと
する保険会社にとって不可欠なものである。

しかし、マルチ販売チャネルイニシアティブがフォー
カスする領域は、その保険会社や、その会社が事業
展開している市場の成熟度に依存する傾向がある。
保険販売における保険会社の成熟度の最初の 3 段
階は、マルチネットワークとマルチチャネル対応力の
開発、および機能の共通化（即ち、ITといった販売
チャネル関連の業務機能の、ネットワーク横断的な
一元化および共有化）に関わるものである。33 特に、
市場および保険会社が比較的成熟している北米と 
欧州では、多くの保険会社が既にこの初期段階で 
進展を見せている。

こうした市場の保険会社では、情報の一元管理や、マ
ルチネットワーク協働に関わる、次に続く、最も成熟
した統合マルチ販売チャネル段階への移行を可能と
するイニシアティブを目標としている例が多く見られ
る。アジア太平洋地域の保険会社は、先進国市場ほ
どマルチ販売チャネルに高い優先順位を与えていな
いかもしれない。しかし、それらの保険会社でも、マル
チ販売チャネルを、クロスセリング、アップセリングを
増やし、より良いカスタマー・エクスペリエンスを提供
することで顧客獲得・維持率を引き上げ、商品開発力
を強化することによって市場投入までの時間を短縮
し、ベンチマーキングを通じて競争的優位を確保で
きる機会を提供するものと捉えている。

33 Capgemini のマルチ販売チャネル成熟度評価モデルは 5 つの販売成熟度段階を展開する ; モデルの詳細については「調査手法」を参照
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販売面では、携帯機器は個人向け損保商品（ペット、
旅行、自動車、財物など）において相当に普及するも
のと見られるが、常にアドバイスの提供が絡む、より
複雑な生保や年金商品の販売チャネルとしては主流
にはならないであろう。生保業界における携帯機器は、
契約者が契約内容を照会する、解約返戻価値を算出
する、個人データを更新するといったサービスを提
供する際に一般化すると見られる。アドバイスに基づ
く補償ソリューションや法人向け商品は、依然として 
対面の接触を必要とする。

保険会社はマルチ販売チャネル戦略に携帯を組み
込む手順を見直す際に、携帯を全体のチャネル戦略
に完全に組み込む必要がある。幸いにも、こうした努
力は保険会社に、チャネル戦略を見直し、現在縦割
り化されているチャネルを特定し、それらも統合する
という、これまで見過ごしていた機会を提供すること
になる。さらには、顧客に、調査、販売、サービスに
ついての、チャネル間の途切れのない移行を提供す
ることで、カスタマー・エクスペリエンスと業務効率
の向上にもつながる。本調査では、現在チャネルが
完全に統合されていると判断している国際的な保険
会社は 3 社に 1社に過ぎないが、完全統合が済んで
いない保険会社でも 3 分の 2 強はそれが今後 2 年 
内の優先課題である、としていることが明らかに 
なっている。

携帯機器は、多くの保険会社に統合マルチ販売チャネル
への移行を迫っている 
注目されるのは、マルチ販売チャネルの成熟度におい
てかなり進んでいる保険会社でも、携帯機器が強力
な戦力として登場し始める以前から、その取組はか
なり進んでいたという点である。そこで、多くの保険
会社は携帯イニシアティブを組み込むためにチャネ
ル対応力を見直し、携帯チャネルの追加、ソーシャル
メディアの活用、および既存のすべてのチャネルとの 
統合に注力している（図表 3.2 参照）が、これらはマ
ルチ販売チャネルの成熟度の第 2 段階で実現され
る能力である。

携帯チャネルを持たない半数以上の保険会社にとっ
ては、今度 2 年間にそれを整備することが優先事項
であり、これは顧客の選好に対する直接の回答であ
る。例えば、アメリカや欧州の保険顧客の間ではス
マートフォンの利用が増えており、顧客は携帯機器を 
通じて、保険会社と接触し、商品やサービスに関する
情報を取得し、料率を比較し、購入し、そしてサービ
スに関する接触を行うようになっている。顧客もタ
ブレットやスマートフォンを通じた接触を望んでおり、 
インターネット／携帯機器が買い手と売り手の双方
にとって簡便な手段になっている。

図表3.2 統合マルチ販売チャネルイニシアティブを実行するためのフォーカスエリア、2012年FIGURE 3.2. Focus Areas for Implementing Integrated Multi-Distribution Initiative, 2012
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注: 質問：「（成熟した販売モデルを実現するために）成功する統合マルチ販売チャネルイニシアティブの実行に際して以下のイニシアティブに重要度を付けてくださ

い。」（各分野の重要度を1から7のスコアで評価してください。1は「重要ではない」、7は「非常に重要」に相当します。）

出典：Capgemini Analysis（2012年）; ワールド・インシュアランス・レポート2013用に実施した経営者インタビュー
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保険会社が携帯販売チャネルに投資する理由は
多々ある
しかし総体的には保険会社の経営者は携帯機器を
単なるもうひとつの販売チャネルとしてではなく、全
体的なカスタマー・エクスペリエンスをサポートする
重要なアクセスポイントとして捉えている。

携帯機器システムに投資する理由として最もよく挙
げられているのは、いつでも／どこでも／どんな機器
でも、というサービスに対する顧客の需要、競争に
遅れを取らない、顧客サービスコストを低減させる
必要性、一般的な携帯機器の普及、クロスセリング／
アップセリングの増大という狙い、などが挙げられる
図表 3.3 参照）。こうした各分野では様々な変化の
要因が働いている。例えば：

��いつでも／どこでも／どんな機器でもサービス。�
今日の顧客は、質の高い、いつでも（毎日 24 時間）、
どこでも（対面、音声、インターネット）、どんな 
機器でも（パソコン、スマートフォン、タブレット）、 
調査、購入、サービスに関するやり取りのできるア
クセスを求めている。

��競争に遅れを取らない。競争が熾烈な市場でシェ
アを維持、拡大するためには、保険会社は既存の、
さらには潜在的な顧客がますます必要としている
携帯オプションを提供しなければならない。携帯
機能は保険購入の決定に影響し始めており、携帯
機能を要求する顧客が増えている。

��顧客サービスコストの低減。対面、電話、インター 
ネット／パソコンチャネルと比較すると、インター 
ネット／携帯機器は顧客を掴む、より安価な手段で 
ある。保険会社は携帯を利用する消費者にセルフ 
サービスオプションの利用を増やし、支店あるい 
はコールセンターで行っているサービスを携帯機 
器を通じて提供することで、顧客サービスコストの 
削減を図ることもできる。

��携帯機器の普及。Wireless Expertise の予想によれ
ば、2013 年までには世界中で携帯電話の数がパソ
コンを上回り、その比率は 4 対 1になるとされてい
る。現在、世界の 87% は携帯ネットワークへのアク
セスがあり、特に北米と西欧諸国では携帯電話の
中でもスマートフォンの利用が急増している。

��クロスセリング／アップセリングの増大。消費者は
クロスセリングの推奨、事前承認済みのオンライン
割引、セット商品について調べるときには、スピード、
利便性、アクセスの容易さから、他のチャネルより
も携帯電話でチェックする可能性が高い。クロスセ
リング率は、車のナンバープレートの写真を取るだ
けで見積が取れるワンアップのような、革新的な 
携帯アプリケーションの利用で押し上げることが
できる。

携帯チャネル戦略の優先順位、原動力は地域によっ
て異なるが、保険会社が顧客の期待に応えるために
携帯対応が必要だと見ている北米で最も緊急性が
高いようである。携帯機器は、北米では過去の慣例
を破壊するほど普及しているわけではないが、保険
会社は携帯機器を、競争優位を確保し、クロスセリ
ング／アップセリングを増やし、顧客サービスコスト
を削減する機会として捉えている。

欧州の保険会社は、現時点ではそれほど携帯に注力
していない。事業環境を非常に厳しいものにしている、
現在の経済危機の影響を管理することに注力してい
るためである。投資は、今後 2 年間は最小限に抑え
られようが、経済条件が改善すれば、携帯システム
への関心や投資も回復するであろう。ただ、目下のと 
ころ欧州の大半の保険会社は携帯に関しては「様子 
見」の姿勢である。しかし、特に個人向け財物・傷害
保険では、顧客がいつでも／どこでも／どんな機器
でものサービスを求めており、携帯機器を新しいア
クセスポイントとして期待するようになっている。  
保険のライフサイクルへの主な影響は、見積と保険
金支払（携帯アプリケーションを通じて）に見られる。

アジア太平洋地域では、携帯の優先度は高いが、ア
プローチは国によって大きく異なり、国際的な大手
の中には通常、現地の保険会社が採用している段階
的なアプローチよりも、一層大胆な総点検を行って
いるところもある。アジアの多国籍企業の代理店は
年齢層が低く、新しいテクノロジーや携帯アプリに
抵抗がない。一方、現地の保険会社の代理店は年齢
層が高く、最新のテクノロジーにやや抵抗のある代
理店が多い。この地域における保険会社の携帯機器
に対する捉え方は、販売チャネルに可能性を与え、
代理店／ブローカーには力与え、顧客サービスと体
験を向上させ、クロスセリングとアップセリングを増
やし、競争的優位を確保し、販売コスト構造を最適
化する手段として捉えている。

図表3.3     保険販売用の携帯チャネルへの投資を牽引する上
位5つの重要な要因

出典：Capgemini Analysis（2012年）
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しかし、一般的に、保険会社はイニシアティブを以下
の 4 つの方法のどれかに分類できる。

 � Early winners（素早い成果）。これは開発が安価
ながら高い ROI が見込めるため、保険会社はこの
イニシアティブに取り掛かるべきである。例として
は、商品やサービスに関わる情報、見積、契約ア 
ラート／アップデートなどである。

 �Must-haves（必須）。これは次に優先順位が高く、 
開発コストも高いが ROIも高い、というものである。 
例としては、保険金支払サービス、ストレート ス 
ルー プロセシング（STP、法的な電子署名を含む）、 
更新対象リストなどがある。

 � Nice-to-have（あれば便利）。これはコストも ROI
も低く、後の段階で取り組むことができるイニシア
ティブである。例としては、請求アラート、パッケー
ジ商品提供、口座管理などがある。

 �Wait-and-watch（様子見）。比較購買、テレマティッ 
クスといったイノベーションが含まれる。これら 
の強化は開発にコストがかかり、ROI は掴みにくい 
ため、低めに想定しなければならない。

こういったカテゴリーは、本質的に携帯対応力を 
開発するためのロードマップの到達点を示すもので
（図表 3.4参照）、比較的基本的な短期の段階から、
より将来を見据えた長期のイニシアティブまであり、
単純な SMS ／テキスト送信から、より複雑な携帯
ブラウザサービスまで、携帯自体の、進化する成熟 
過程に及ぶ。

マーケティング& セールスイニシアティブは顧客を
掴む革新的な代替手段としての携帯に注力する
マーケティング& セールス面では、携帯は顧客を掴
む革新的な方法を提供することで売上増、市場シェ
アの獲得につなげることができる。保険の顧客は、
ニーズの変化を捉え、また節約するために、ますます、
あちこちで商品を探し求め、乗り換えている。こうし
た乗換えの多くは、強力なマーケティングと広告の
イニシアティブに後押しされたもので、保険会社は
有望な顧客を適切なタイミングで掴み、契約を獲得
する必要がある。

インターネット（パソコンと携帯の両方）は顧客が 
見積や補償内容を調査する初期の段階で重要な 
ツールとなっているが、スマートフォンの利用が増え、 
携帯が特に単純で低価格商品の有力な見込客獲得 
チャネルとなっているため、携帯対応は保険会社に 
とって特に優先度が高い。この環境で、本調査の 
データは、携帯機器での様々なサービスの提供が 
今後 2 年で急増することを示している。

例えば、南アジアのある保険会社は、家畜保険の加
入、保険金支払に携帯テクノロジーを導入しようとし
ている。この保険会社は、携帯テクノロジーの利用
で、取引コスト、処理時間を削減し、顧客へのサービ
ス向上ができる、と見込んでいる。新規の加入プロ
セスでは、加入する家畜の詳細、画像、保険金受取
人情報を携帯電話で捕捉し、セントラルサーバに直
接つなぐことによって、「瞬時の」加入、証書の発行
が行われる（現在はこの処理に 10 ～ 15日かかって
いる）。同様に、保険金支払の場合も、現状のように
実際に文書を送付する代わりに、関連情報の詳細を
含んだ、家畜の耳に付けたタグの画像を携帯で送信
することで完了する。このプロセス変更で、保険金支
払までの時間が短縮され、コストと不正が低減され、
顧客データの透明度が大幅に上がることによって、
顧客の行動パターンをより完全に分析し、これに応
じた対応ができるようになると見られている。

保険会社は携帯機器を通じた販売に投資することで  
収益増大、カスタマー・エクスペリエンスの向上、コスト
削減および効率性向上が期待できる 
携帯チャネルは、新規の販売およびクロスセリング
の機会を増やす、販売サイクル期間を短縮する、保
険契約の更新・紹介数を増やす、カスタマー・エクス
ペリエンスと満足度を向上する、解約を減らすといっ
た様々な方法によって、保険会社に売上増大をもた
らす新しい機会を提供してくれる。処理スピードの
迅速化、総販売コストの削減、営業効率の向上、セル
フサービスオプションの強化（これによる顧客サー
ビスへの電話件数の削減）、そして、サービスをより
効果的かつ効率的にする、いつでも／どこでも／ど
んな機器でも対応できる能力の活用によって、コスト
が削減され、最終利益が得られる。

携帯戦略は本質的に3つのカテゴリーに分けられる。
即ち、売上増を牽引するマーケティング& セールス、
顧客関係管理（CRM）の取り組み、および収益向上
につながるセルフサービスオプションである。しかし
ながら、携帯へのアプローチは一夜にして変貌する 
ビッグバン」ではなく、段階的なものになる可能性
が高い。そこで保険会社は開発コストと、投資に対
する事業価値／収益（ROI）の両面を斟酌してイニシ
アティブの優先順位を付ける必要がある。

各イニシアティブのコスト／ ROI は、保険会社の 
ターゲットとする市場セグメント、商品の品揃え、 
戦略的整合性、事業リスクばかりでなく、成功裏に
進めるために必要なステークホルダーの賛同の範囲
といった、組織に特有の問題によっても異なる。
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��商品やサービスに関する情報の提供は、保険会社
の early win（素早い成果）の好例である。調査対
象となった保険会社の 43% は、現時点で携帯機器
を通じて商品／サービスに関する情報を提供して
いる、と答えており、48% は今後 2 年間で実現する
と答えているため、携帯にこのサービスを提供する
保険会社の割合は合計で 91% に達する。

��携帯機器を通じた見積の提供は、「early win（素早 
い成果）」に関連する。人は携帯機器をすぐにチェッ 
クする傾向があるため、携帯を通じた見積は即 
座に確認される可能性が高く、他のチャネルあるい 
は媒体を使った場合よりも短時間で成約に結びつ 
けられる可能性を秘めている。そのため、携帯を通
じた見積は、保険会社にとって重要な差別化要因
となる可能性が高い。携帯に見積を提供している
のは、調査対象となった保険会社の 23% に過ぎな
いが、この数字は今後 2 年で 70%まで伸びるであ
ろう。

 � STP（法的な電子署名など）は、セールスを短時間 
で効率的に完結させることができ、「must-have 
必須）」のカテゴリーに入る。現在、携帯で STPを
提供しているのは僅か 9% であるが、保険会社は
携帯を本格的なチャネルにしようとしており、2 年
以内に 55% に達することが見込まれる。STP はコ
スト削減にも貢献する。電子署名は、手続きの全体 
を電子化し、紙を不要にするため、このイニシアティ 
ブの重要な構成要素となる。

��更新リストも「must-have（必須）」である。これは
契約更新日前に、既存客や見込客に連絡すること
で市場シェアの維持・増大に貢献する。この機能が
あれば、保険会社は既存客の維持に前向きに取り
組める一方で、競合他社の顧客勧誘にも努めるこ
とができる。更新戦略に携帯を採用している保険
会社の数は 16%から 45%に増える見込みである。

��比較購買も拡大する（保険会社の14%から39%に）
見込みである。ただ、このサービスを提供している
保険会社が他社と比較して最も安い価格を提供し
ているとは限らないことから、本格的に取り組む前
に影響を精査する必要があり、目下のところ、この
イニシアティブは「wait-and-watch（様子見）」のカ
テゴリーに入る。

携帯セルフサービスは早期に重要な差別化要因と
なり得る
保険会社はコスト削減を目指しているため、携帯を 
通じたセルフサービスの利用普及が加速している。
売上の伸びがほぼ頭打ちとなっている成熟した市場
では、保険会社が利益率を改善する最善の方法は、
支店やコールセンターで行っている顧客サービスを
携帯でのセルフサービスに振り向けて、顧客サービ
スコストの削減を図ることである。

図表3.4 携帯対応能力を構築するためのロードマップ

出典：Capgemini Analysis（2012年）
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��口座管理やファンドマネージメントのトラッキング
は、将来、より広範に利用される、その他の携帯機
能である。調査対象となった保険会社では、現在は
僅かに 10 社のうち1社だけがこの携帯オプション
を提供しているが、2 年で、3 社に 1社に増える見込
みである。

クロスセリングとアップセリングは携帯対応プラット
フォームにおける CRM の重要な施策である
景気が低迷し、価格やその他の補償内容を理由に 
顧客が乗り換えを検討する傾向が強まる中、CRM は
保険会社にとって一層重要になっている。移動体通信
は、すぐに、また容易にアクセスできることから、顧客
に人気があり、携帯は特に重要な CRM ツールとなっ
ている。

カスタマー・エクスペリエンスを強化するために既に
携帯機能を利用している保険会社もある。アメリカの
ある中規模の損保会社は、代理店とのあらゆるやり
取りを生産的にするために、iPad やクラウドベースの
CRM ツールを使って、代理店のパフォーマンスに関す
る、詳細で、インタラクティブなレポートを提供してい
る。このインタラクティブなレポートは、現場で収集し
た体系化されていない情報を定量的な情報に変換す
るものであり、この保険会社は、これを分析し、代理店、
地域、商品、マーケティングの各責任者の組織化や流
通の決定のために活用している。iPad アプリケーショ
ンと管理ポータルはクラウドサービスに接続され、保
険会社は、別のウェブポータルによって、大きな損害、
更新、新規契約／更新率といった代理店の事業内容
に関する「早期アラート」情報を含むメッセージやそ
の他の情報を現場の代表者に送ることができる。成
功の評価基準には、顧客維持、収入の伸び、主要デー
タの収集／提示に関わるコスト削減といったものが 
含まれる。

本調査は、携帯を利用した様々な CRM の要素が、2
年以内に、今よりも一層広範に使用されるようになる
ことを示している。

��契約アラート／アップデートの提供は、現在の僅か
18% から55%まで伸びる見込みである。多くの保険
契約では、更新と保険料請求のみが顧客との接点
である。携帯アラート（払込リマインダーや確認など）
は、それ以外の、より頻繁な顧客との接点を持つ機
会を保険会社に提供することとなり、顧客維持率の
向上につながる。こういった便益があるため、契約
アラート／アップデートは携帯上の CRM での「early 
winner（素早い成果）」の要素となる。

��クロスセリングの推奨も携帯 CRM の「early winner 
素早い成果）」であり、現在使用している保険会社
は 16% に過ぎないが、将来は 48% が採用すると見
られている。携帯チャネルを使ってクロスセリングを
拡大させる提案（パーソナライズされた提案、事前 
承認を受けたオンライン割引など）で顧客を掴む
ことにより、新規顧客の取り込み、既存顧客からの 
顧客シェアの増加につながる可能性がある。

��クレーム対応サービスは、携帯で最も広く利用で
きる携帯セルフサービス機能で、調査結果では現
在利用している保険会社は16%に留まっているが、
今後 2 年間で急増し、73% に達する見込みである。
クレーム対応サービスは、本質的に顧客との関係
における決定的瞬間であり、顧客を満足させるの
に非常に重要で、クレーム時の経験に不満を持っ
た顧客はすぐに乗り換える可能性がより高くなる。
携帯でのクレーム対応サービスは最終的に相当の
ROI をもたらすであろうが、開発時間がやや長く
かかる（コストもかかる）ため、「quick win（素早い
成果）」よりは「must-have（必須）」として捉えるべ
きものである。当初は、顧客が保険金支払を請求・
追跡できる、革新的で使い方が容易なアプリへの
投資に振り向けられる可能性が高い（例えば、顧
客が事故現場の写真をアップロードし、詳細な事
故のチェックリストを確認し、現地の代理店に連絡
し、ロードサービスを呼ぶなど）。

オランダの小規模な医療保険会社、DSW は、事故
あるいは緊急医療サービスが必要な場合に、顧
客を支援するアプリを開発している。このアプリは
位置情報サービスを利用し、顧客が必要な緊急治
療に応じて、近くの救急班、医師、薬剤師などを探
し出せるよう支援するものである。アメリカのある 
保険会社は、登録済みのユーザがクレーム状況の
詳細（事故の関係者の詳細、事故現場の画像など）
を記録し、保険金支払を請求し、請求状況を確認
できる携帯アプリを導入している。このアプリは、
郵便番号から近くの代理店およびその他サービス
業者（レッカー車配送会社など）の所在地も探し
出してくれる。

 �携帯で契約の変更ができるサービスを提供してい
る保険会社も増える見込みで、現在は9%であるが、
2 年で 52% に達すると見込まれる。この機能は保
険会社にとって潜在的な差別化要因であり、（コー
ルセンター、支店の利用に代わる）サービスコスト
を削減するもうひとつの方法でもある。保険会社
にとって「quick winner（素早い成果）」となる。

��契約更新は、携帯からのセルフサービスにおいて
must have（必須）」である。これは既存客の顧客

シェア拡大や、契約更新が完了する前に他社に既
存客を奪われるのを防ぐために役立つもので、高
い ROI が期待できるが、開発に時間を要するため、
携帯上での契約更新は「quick win（素早い成果）」
にはなり得ない。しかし、保険会社にとって顧客が
望むチャネルで顧客を掴み、単純で手間のかから
ない更新処理を確保することは非常に重要である。
単純で低価格の商品の場合は、携帯が一層好まれ
るチャネルとなる。したがって、携帯を通じて更新
サービスを提供する保険会社は、現在の 9% から
2 年後には 39% に増える見込みである。
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��生涯価値ベースの提案も同様のメリットを提供す
ることができる。携帯でこれを提供しているところ
は現在僅かに 4% であるが、将来は 43% に達する
見込みである。多くの保険会社にとって、顧客との
関係が 5 年以上続かないと利益を生まず、生涯価
値ベースの提案をすることは積極的な顧客維持に
つながるため、これも携帯対応ロードマップの「early 
win（素早い成果）」となる。

��セット型商品（自動車保険と財物保険、定期生命
保険と高度障害など）の提供も顧客には魅力的で
あり、これは乗り換えをためらわせる要因となるが、
こうした提供を開発するには時間がかかるため、
現時点では「nice to have（あれば便利）」のカテゴ
リーに入る。それでも、調査対象となった保険会社
の 39% が将来、携帯を使ってセット型商品を提供
すると答えており、現在の 5% から大きく伸びる見
込みである。その他の CRM セルフサービス機能は
将来、より広範に利用されると見られるが、ROI が
相対的に低いため、「nice to have（あれば便利）」
に留まる。これらには携帯での保険料請求アラー
ト（現在の 14% から将来 43% に増える）、事前承
認済みオンライン割引（現在の 5% から 32% へ）
などが含まれる。

ソーシャルメディアの利用は、既に保険業界のマーケテ
ィングにおいて普及しており、今後さらに拡大する見込
みである

ソーシャルメディアは引き続き、顧客による活用率が
世界中で圧倒的に伸びており、保険会社と顧客の新
しい接点になってきている。例えば、顧客は、保険料
情報を共有して、どの程度負担が多いか少ないかを
お互いに比較し（保険料ベンチマーキング）、また、
重要な選択パラメータで保険会社を評価する。これ
により、どのような改善が必要かという点に関する
洞察を得ることができる。ソーシャルメディアはまた、

図表3.5 保険業界におけるソーシャルメディアのフォーカスエリア

FIGURE 3.5. Focus Areas of Social Media in Insurance

0%

25%

50%

75%

100%

代理店／
ブローカーの
権限強化

紹介の代理店
への結び付け

直販の需要創出顧客課題解決
のための従業員
の権限強化

採用および
代理店開発

従業員間の
社内ネット
ワーキング

顧客と代理店
の結び付け

顧客体験
とブランディング

89%

47% 44%
40%

20%20%

11%11%
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ますか。」チャートの数字や引用された%は四捨五入しているため、合計しても100にならない場合がある。

出典：Capgemini Analysis（2012年）; ワールド・インシュアランス・レポート2013用に実施した経営者インタビュー

広範な人的ネットワークを使って、顧客が、過去の購
買、保険金支払請求、顧客サービスの体験を共有し、
意見を交わすことを可能にし、顧客が望ましい保険
会社を探し出すための手助けとなる。

調査対象となった保険会社の 59% が既にソーシャ
ルメディアを活用しおり、まだ利用していないところ
も大半がこの 2 年で活用することを計画している。 
ソーシャルメディアは、マーケティングだけでなく、 
不正行為の発見、顧客サービス、代理店強化、ク 
レーム処理といったその他の領域でも利用すること
ができる。

しかし現在は、ソーシャルメディアは、カスタマー・ 
エクスペリエンスとブランディング強化のために最も
頻繁に利用されている（アンケート回答者の 89%、
図表 3.5 参照）が、顧客と代理店との接触（47%）、
従業員間の社内ネットワーキングの促進（44%）、 
代理店の採用と開発（40%）にも広く利用されている。
例えば、保険会社は継続的に自社のツイッターと 
フェイスブックのページを構築して直販をサポートす
る一方で、リンクトインなどのソーシャルネットワーク
を使って代理店を採用している。

ソーシャルメディアは、最終的には、保険会社が市場
浸透率を高め、顧客獲得／維持戦略の効率性を高
める新しい手段を提供することになる。しかし、これ
までのところ、ソーシャルメディアを全社的な CRM
戦略（マーケティング、営業、及びサービス横断的に）
に完全に組み込んでいる保険会社はごく僅かであ
る。どちらかといえば、顧客に関わる、あるいは事業 
上の特定の問題を解決するためにソーシャルメディ 
アのテクノロジーを利用するという、断片的なアプ 
ローチを採っている。しかしながら、これは将来問題 
となる可能性がある。例えば、縦割りのソーシャルメ 
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図表3.6 全社に渡るソーシャルCRmと従来のCRmの統合

出典：Capgemini Analysis（2012年）

カスタマー・ 
エクスペリエンスの統合管理

ソーシャルメディア戦略は、プレゼンスで始まり、参加、�
統合へと進化する
保険会社にとってのソーシャルメディア戦略の第1段階は、 
組織のページといった単なるプレゼンスを確立することで 
あるが、そこでは顧客とのやり取りはほとんどない。この 
基本的なマーケティングフェーズに続いて、より積極的な 
参加があり、そこでは顧客や見込客とのかなりのレベルの 
やり取り、ユーザに対するより活発な反応、ソーシャルメ 
ディアのより積極的な管理、特にソーシャルメディア用に設計 
されたマーケティング& セールスキャンペーンがある。こ
の段階は協働で特徴づけられ、次の段階であるイノベー
ションに引き継がれる。そこでの目的はアイデアの特定、 
組織化、優先順位づけである。例えば、クラウドソーシン
グは顧客と専門家の知識を活かして革新的なアイデアを
生み出す。

包括的な方法でソーシャルメディアを顧客とのあらゆるや 
り取りに組み入れることが狙いである。例えば、Allstate は 
ターゲットとする顧客セグメント（10 代の若者、自動車保
険など）専用の、ソーシャルメディアのサイトのコミュニ 
ティー、ブログ、ページといった、顧客や見込客と直接コミュ 
ニケーションする複数のチャネルのミックスを開発している。 
Barclays は、財務管理について若者を教育するオンライン 
ゲームを開発している（http://www.56sagestreet.co.uk/）。 
このゲームはフェイスブックやツイッターと統合され、ユー 
ザは友人を招待し、ゲームに関するアイデアやヒントを 
共有できる。

ディアのアプリケーションに保存されたデータは、他
のアプリケーションで全社的には利用できず、機会
損失が生じてしまう。コンプライアンスの観点からは、
情報が統合されていないことが、顧客情報が不正に
利用された場合に、保険会社を、重い罰金、罰則を科
されるリスクにさらすこともあり得る。不正行為者は、
企業のファイアウォールをすり抜ける手段としてソー
シャルテクノロジーもターゲットとしており、分離され
たセキュリティーの侵害であっても影響は全社に及
ぶことになる。

ソーシャル CRM は、従来の CRM をソーシャルメ�
ディア戦略に組み込み、顧客満足度を引き上げる
カスタマー・エクスペリエンスを変革するには、ソー 
シャルメディアを、既存のCRM戦略と社内CRMアプ 
リケーションに完全に組み入れる必要がある。その 
結果出来上がったソーシャル CRM は企業と顧客の
インタラクティブな環境を作り出し、より良好な対話、
新しい機会と改善領域の発見につながる。同時に、
相互のやり取りがオンラインとオフラインのチャネル
に渡って一貫し、予測要素が活用され、そしてシステ
ムが、顧客ニーズ特定のためのロジックや積極的な 
プル」マーケティングに基づき、販売とサービスを 
推進するために利用される。

このダイナミックな環境（図表 3.6 参照）は、CRM 
アプリケーションへの直接のアクセスがなく、CRM
が社内プロセスを自動化するよう設計され、プロセ
スが企業の視点で設計され、システムが提案を顧客
に「プッシュ」するよう構築されている従来の CRM
とは大きく異なる。

ウェブ分析 所見
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デジタルマーケティング
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統合された段階で、コミュニケーションはよりパーソ
ナライズされたものにもなる。Progressive は Flo とい
う名のキャラクターを開発し、これが顧客とのすべて
のコミュニケーションや対話における一貫した顔とし
て使用される。

ソーシャルメディアの保険での活用における進化のス
ピードは、ある部分では市場の成熟度に依存している。
例えば、北米の保険会社は、進化した「参加」の段階
にあり、多くは実際に購入の決定に影響を与え、見込
客を獲得し、販売を促進させるだけでなく、ブランド
の宣伝や保護、否定的・反応的な行動の監視にもソー
シャルメディアを利用している。

Mass Mutualは、アメリカの野球シーズン中に「Financial 
Curveballs」を起ち上げた。これは同社がスポーツ、 
金融サービスに関する面白い事実を提供し、顧客の
行動や選好への貴重な洞察を得ることを可能にする、
双方向のアンケートである。USAA なども、ブランディ
ングの向上、最終的には、強化された体験の提供を通
して顧客との接点を持つために、ソーシャルメディア
を使っている。同社は「My USAA」というタブを開発し、
usaa.com へのクイックリンクを貼った顧客自身のフェ
イスブックのページのための、アプリケーションブック
マークを顧客に提供し、メンバーが保険に関連するセ
ルフサービスを実施できるようにしている。

代理店とやり取りし、アイデアを募集・生成し、顧客の
保険を収益化し、行動に転換するべくデータを検索す
るためにソーシャルメディアを利用している企業もあ
る。43 ページの「Customer Insight Into Action（顧客
洞察を行動に転換）」のケーススタディ参照。

欧州では、事業・市場環境が厳しい中で、保険会社は
依然として苦境にあり、遅れを取っている。その中で
ソーシャルメディアに大きく投資している企業は少な
い。存在感を示している会社は、顧客に関わる問題の
解決（不正の発見など）のための従業員の権限強化、
カスタマー・エクスペリエンスとブランドの強化、新規
の直販見込客への見積提供に注力する傾向が強い。

アジア太平洋地域の保険会社は、ソーシャルメディア
のプレゼンスを確立することに注力したイニシアティ
ブを計画しており、これはおそらく、顧客や代理店に
より積極的に関わるためであるが、多くは顧客と代理
店との接点を持ち、カスタマー・エクスペリエンスとブ
ランディングを強化し、代理店／ブローカーの能力を
向上する（リアルタイムの情報を提供してサポートする、
見込客との接点を作るなど）ためでもある。

しかし、長期的にはソーシャルメディアは非常にダイ
ナミックに進化すると見られ、マーケティング& セー
ルスの領域に渡って、単純なイベント企画から高度に 
洗練された洞察力主導の販売戦略まで、広範に渡っ
て利用されるであろう。

結論

大半の保険会社にとって厳しい事業環境が続いてお
り、収入や保険料が沈滞している中、それらの保険会
社の多くがコスト削減や効率向上に注力している。事
業環境はゆっくりと回復し始めているが、多くの市場
で利幅が僅かなままで、目下のところ、保険会社の多
くはいかに収益を上げ、持続的な成長を達成するかと
いう点に注力している。いかなる成長戦略においても
顧客維持・獲得は重要な要素であり、販売チャネルの
選択肢が揃っていることは顧客にとって重要である。
その顧客は、ますます、いつでも／どこでも／どんな
機器でも利用可能な調査、購入、サービスオプション
を求めている。

優れたカスタマー・エクスペリエンスを提供するため、
保険会社は、顧客獲得経費（現在は、圧倒的に有力
な、高コストな従来ネットワークにより、大半の市場で
膨らんでいる）を削減しつつ、チャネルと情報を統合し
た、洗練されたマルチ販売チャネル戦略を必要とする
であろう。しかし、成功すれば、社内外のメリットは大
きく、以下のような成果が得られる。

��事業上のメリット。調達などサプライチェーンプロ
セスにおける事業コストを削減させるテクノロジー
の利用により、コストが削減される。例えば、世界 
中でバーチャルな会議を持ち、協働を向上させるた
めにテクノロジーを利用することによって生産性の 
向上が実現される。

��顧客のメリット。マルチチャネル、携帯機器、ソー 
シャルおよびオンラインプラットフォームに渡る統合さ 
れたカスタマー・エクスペリエンスなど、新しいカス 
タマー・エクスペリエンスが創造される。顧客の行動 
パターンを分析するトラッキングあるいは分析ツー 
ルを利用することで、顧客に関する洞察が得られる。

��商品のメリット。携帯でのクレームサービス、遠隔 
携帯／ビデオサービス、オンライン契約管理、ソー
シャルベンチマーキングといった新しい商品やサー
ビスが開発される。オンライン、携帯といったテクノ
ロジーにより可能となるプラットフォームも、新しい
テクノロジー環境上にサービス提供を拡張する手段
となる。

しかし、統合マルチ販売チャネルのメリットを実際に
活かすためには、携帯チャネルのような新しい選好に
すばやく対処すると同時に、現在顧客が望んでいる
従来のネットワークやチャネルを使って引き続き販売
する必要がある。保険会社は、携帯、ソーシャルメディ
アといった新しいチャネルや接点の利用において革新
的、積極的であることができれば、そのイニシアティ
ブから見込客を獲得し、収益を拡大させるだけでなく、
顧客や見込客とより効果的に関わり合うために、より
好位置に付けることになる。
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ケーススタディ

イタリアにおけるアリアンツグループの直販保険部門である Genialloyd は、1996 年に創立され、1998 
年までにイタリアで最初に e コマースを始めた。今日では Genialloyd はイタリアで第 3 位の規模の直 

販保険会社で、アリアンツのマルチアクセス戦略の要となっている。Genialloyd は、2011年までに、 

ソーシャルメディアは革新、競争力、業界ベストのサービスに関する同社の評判を高めるために重要であ 

る、と判断していた。各ネットワーク／チャネルの特性にサービスモデルを適応させ、顧客が望むネット 

ワーク／チャネルを通じて顧客にサービスすることが戦略目的である。

2 年間で段階的にソーシャルメディアに参入した後、同社は様々なプラットフォーム（フェイスブック、ツ

イッター、グーグルプラス、ユーチューブなど）を使って、主に顧客サービス、迅速な保険料見積、情報

共有のためにソーシャルメディアを活用している。同社はこの戦略により、2009 ～ 2011年に保険料収

入を継続して年に 24.2%増大させた。これは他の直販会社の平均伸び率（22.7%）を若干上回るもので、

コンバインドレシオは一貫して他の直販会社よりも優れていた。顧客サービスにおける Genialloyd の 

ソーシャルメディアの利用は、顧客への迅速対応（通常数分内であるが 4 時間以内には必ず）、信頼で

きる情報の掲示（否定的なメッセージや虚偽の証言を削除しない）、一貫した包括的なサービス、苦情

の解決（重大な問題に対するリカバリー計画など）が中心となっている。

ソーシャルメディアでの交流における透明性を確保するため、Genialloyd は、依頼あるいは苦情に対す

る同社の最初の反応を常に公開している。そして、慎重に扱うべき問題については、保護された／1対

1のチャネル（コールセンターあるいは電子メール）を提案するが、やり取りを公開するか非公開にする

かは顧客が決定する。システムは、満足している顧客が優れたサービスに対して自発的に公の場でお

礼を掲示できるようにもしている。

Genialloyd は最終的に、このソーシャルメディアのイニシアティブをより広義の顧客関係戦略に統合す

ることを予定しており、統合されたプラットフォームにより電子メール、ソーシャルメディアをなどのコ

ミュニケーションチャネルからのすべての質問や依頼を収集し、回答を管理し、様々なチャネルを通じ

てそれらを公開することができる。統合されたデータやソーシャルメディア上の行動は 1つのダッシュ

ボード上で即時に利用でき、サービスや苦情案件の管理を担う従来の体制（コールセンターなど）から 

参照される。また、ソーシャルメディアは、販売プロセスとバックオフィスプロセスの有効性の最適化 

不正防止イニシアティブなど）のためにも使われるであろう。

Genialloyd はまた、完全にフェイスブックと統合された、自動車保険についての革新的な、即時見積 

サービスを提供するためにソーシャルメディアを利用している。この「超高速見積」サービスにより、顧客 

は自分の車のナンバープレート情報と誕生日を提供するだけでパーソナライズされた見積が得られる。 

フェイスブックでは、顧客が「いいね！」をクリックして見積価格に同意し、リンクを辿って、安全な支払 

システムを通じて購入を完了することができる。顧客には、フェイスブックで提示される見積はさらに 

4% 割引になるというインセンティブがあり、特別キャンペーンや賞品によりソーシャルメディア上に口コ 

ミを促す。

Genialloyd は（もともとウェブ上での販売支援用に開発された）既存の即時見積エンジンを活用したた

め、このイニシアティブにはさほど投資する必要がなかった。しかし、チャネルは（データ入力、出力表

示のいずれについても）ウェブサイトと完全に統合されている。

即時見積サービスによって成約に至るのは全体の保険料収入のうちごく僅かであるが、同社の評判と

ブランドの認知度を大いに高めている。

Genialloydは評判、ブランド、セールス 
の促進のためにソーシャルメディア
を活用している
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既に多くの保険会社が、既存客や見込客と関係を持つためにソーシャルメディアを利用しているが、

ソーシャルメディアからの顧客洞察に適切に応えるためには、データをモニタリング・分析した上

で、そのデータを行動に転換するためのシステマティックなプロセスが必要である。Capgemini の
CiiA アプローチによって、保険会社は、オンラインコミュニティーから発せられる肯定的および否

定的なメッセージを監視し、適切なフォローアッププランを特定できるようになる。

フォーローアップが、例えば、個人の否定的なメッセージに対する特定の解消策、不満に効果が

ある割引またはその他のオファーを引き起こす場合もある。保険会社は競合他社に関する不満 

（否定的なメッセージ）の兆しを探し、不満を持つ顧客に魅力的なオファーを行うこともできる。

また、忠実な顧客の肯定的なメッセージに対しては、割引あるいは報奨で応えることもできる。

異なるアクションのためのトリガーはシステムによって生成されるが、行動を起こすために、適切な

事案管理者あるいは顧客サービス担当者に対して警告が送信される。

最終的には、この種のソーシャル CRM は、最終収益に直接資する知見、つまり、保険会社が顧客 

のニーズ自体を利用してマーケティング、セールス、サービスを牽引させることができる知見を 

創成することができる。

Customer Insight Into Action（CiiA） 
顧客洞察を行動に転換）- ソーシャル 
メディア分析ソリューション
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範囲と出典
2013ワールド・インシュアランス・レポート（WIR）は生保と
損保（医療保険を含む）両方のセグメントを対象にしている 
第 1 章は損保に焦点を当てている）。本年のレポートでは

41ヵ国を調査対象にした。アルゼンチン、オーストラリア、 
オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、
フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、インド、アイルランド、イタ
リア、日本、レバノン、マレーシア、メキシコ、モロッコ、オラン
ダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、フィリピン、
ポーランド、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、
南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、ト
ルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカおよびベトナム 
幣社自身による分析データおよびスイス・リー・シグマ調査
の「World Insurance in 2011」のデータによれば、この 41ヵ
国で世界の保険市場の 95% 強を占めている。

2013 WIR は保険会社の経営者 114 人を対象に行った、 
包括的なリサーチを基にしている。インタビュー対象となっ
た企業のうち、50%が生損保兼営、16%が生保、34%が損保、
という内訳になっている。

効率性レシオ分析
分析対象となった 14 ヵ国のそれぞれについて、国レベル
の財務状況を分析する際、各市場で損保の総保険料収入
の 5 割強を占める十分な数の企業を対象にした。分析対
象となった各企業について、広範な二次的調査源および
Capgemini の現地の保険業界の専門家を使って、国レベル
の財務内訳（総保険料収入、支払保険金、手数料と経費、 
事業費、投資収益、税引き前利益）を把握した。

国レベルの内訳が入手できなかったところでは、親会社の 
保険料収入を採用し、グローバル保険料収入に対する分析
対象国の保険料収入の割合を用いて、その国のコストデータ
を推定した。国レベルあるいはグローバルレベルの、確認で
きるデータを提供しなかった少数の企業は、分析対象から
除外している。（この理由で中国は分析対象になっていない。）

損保についてのみ有効な、弊社の効率性モデルは、本業お
よび非本業の保険事業を基に、各国のコストおよび財務レ
シオを示している。効率性レシオは GWP に対する様々な 
経費と利益の測定基準を使って算出されている。このレシ
オは各保険会社について業界で使われているレシオと一致
するが、異なる地域における業界の業績比較により適して 
いる。

弊社モデルの詳細：

��引受率—業界のベンチマークである「コンバインドレシオ」
のように、GWP に対する、保険会社が支出した保険金や
経費の割合を示す。引受率が低いほど、保険料収入が費用
に使われた分が少ないことを示す。

��損害率 —（支払った保険金・給付金の合計）／（GWP）—
引受効率の近似値。一般に、損害率が低いほど高い収益
をもたらす。

調査手法
��新契約費率 —（支払った手数料の合計）／（GWP）—
販売ネットワーク管理の効率性を示す。新契約費率を
抑えることは業績にプラスであるが、一部の事業モデ
ルではこのコストは本質的に高くなっており、他事業あ
るいは他の地域と直接比較するベンチマークとしてよ
りは、自社の新契約費率のトレンドに注目する際に、よ
り有意である。

��事業費率 —（総事業費）／（GWP）— 保険会社が日
常業務の経費を管理する上での成熟度を示す。一般に、
事業費率が低いほど経営が健全である。

��投資収益率 —（正味投資収入 + キャピタルゲイン 
ロス））／（GWP）— 保険会社の投資ポートフォリ 
オの収益率を示す。一般に、投資収益率が高いほど、
望ましい状況である。

��利幅 —（税引き前利益）／（GWP）— 保険事業全体
の利益を示す。

レシオはすべて、一般的な経済状況、政府規制、業種、
消費者の選好など多くの外部要因の影響を受ける。その
ため、地域あるいは市場を横断的に比較する際にはほと
んど意味をなさない。通常は、地域あるいは市場内の、
およびおそらく業種あるいは保険セグメント内の傾向を
比較する際により有用である。

CaPGEmini のカスタマー・エクスペリエンス指数

Capgemini のカスタマー・エクスペリエンス指数（CEI）
は、商品、チャネル／媒体、顧客ライフスタイルの 3 次
元で、顧客がサービスの質をどのように捉えているか
を測定する新しいアプローチである。CEI は当初、リ
テールバンキング用に開発されたもので（「World Retail 
Banking Report 2011」参照）、この 3 次元の構成要素
をカスタマイズして保険業界に採用した（23 ページの
図表 2.4 参照）。

CEI は 2012 年に実施した、Capgemini の「顧客の声 
調 査（Voice of the Customer Survey）」で 把 握した 
データを基に構築している。この調査は16,500人強の 
顧客に対し、保険会社に対する一般的な満足度につ 
いて聞き取り調査したもので、さらに異なる取引タイ 
プや異なる商品タイプにおける、特定のチャネルの 
重要性について尋ねたものである。最後に、これらす 
べてのやり取りについての満足度も尋ねた。本調査 
は 96 のデータポイントを生成しており、通常の顧客 
満足度調査より、遙かに詳細な顧客態度調査となっ 
ている。

対象となった顧客は 6 つの主要な地域で、30 ヵ国に
及ぶ（図表 M1 参照）。得られたデータは地域、国、
顧客の居住する都市の規模、さらに年齢、性別、投資
可能資産、職業、学歴といったその他の顧客の特徴な
ど、多くの顧客変数で分類することができる。
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CaPGEmini マルチ販売チャネル成熟度評価モデル

Capgemini のマルチ販売チャネル成熟度評価モデルは、2009 ワールド・インシュアランス・レポート用に販売
チャネルアプローチを調査するために設計された。このモデルは 5 つの販売成熟度段階から構成される。即
ち、マルチ販売チャネルネットワーク対応力、マルチアクセスポイント対応力、業務機能共通化、情報の一元化、 
ネットワーク間の協働（図表 M2 参照）。このモデルは、各段階で加重平均し、100 点満点中の点数で示すス
コアリング方法を採用している。各段階で様々なパラメータを採用し、それぞれの段階についてスコアを生成し、
マルチ販売チャネルの全体的な成熟度を算出している。

図表m1 カスタマー・エクスペリエンス指数の地理的範囲、2012年

北米
�  カナダ
�  アメリカ

中南米
�  アルゼンチン
�  ブラジル 
�  メキシコ 

アジア太平洋地域の途上国
�  中国
�  インド

アジア太平洋地域の先進国
�  オーストラリア
�  香港
�  日本
�  シンガポール

欧州
�  ベルギー 
�  フランス
�  ドイツ
�  デンマーク

�  アイルランド
�  イタリア
�  オランダ 
�  ポルトガル

�  スペイン
�  ノルウェー
�  スウェーデン
�  スイス

�  イギリス
�  オーストリア
�  ポーランド
�  ロシア

�  韓国
�  台湾
�  南アフリカ

出典：Capgemini Analysis（2012年）

図表m2 Capgeminiマルチ販売チャネル成熟度評価フレームワーク

出典：Capgemini Analysis（2012年）; ワールド・インシュアランス・レポート 2009

柔軟な販売ネットワーク間の協力
5

情報の一極集中

4

販路に関連する業務の共有化

3

1

ネットワーク

1

ネットワーク

1

ネットワーク

1

ネットワーク

1

ネットワーク

2 アクセスポイント

マルチ販売チャネルの5つの段階

1 マルチ販売ネットワーク対応力 2 マルチアクセスポイント対応力 3 業務機能の共通化

5 情報の一元化 4 ネットワーク間の協働
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CaPGEmini について

Capgemini は、40 ヵ国に 12 万人強の従業員を
擁する、世界屈指のコンサルティング、テクノロ
ジー、アウトソーシングサービス会社です。2011
年の決算ではグループ全体で 97 億ユーロの売
上を計上しました。弊社はお客様とともに、お客
様のニーズに合った、お客様の望む成果を上げ
るビジネス、テクノロジーソリューションを開発
し、提供します。多数の文化が混在する当社で
は、独自の働き方である、Collaborative Business 
ExperienceTM を構築し、Rightshore® を使って全
世界にサービスを提供しています。

詳しくは www.capgemini.com をご覧ください。

CaPGEmini の「金融サービスグローバルビジネス
ユニット」について

Capgeminiの「金融サービスグローバルビジネス
ユニット」は金融サービス業界に、深い業界経験、
革新的なサービス、次世代のグローバルサービ
スデリバリーを提供しています。21,000人の専
門家のネットワークを使って、全世界で 900 強の
顧客を擁し、有力な銀行、保険会社、証券会社と
協力し、具体的な価値を創造するビジネスおよ
び IT ソリューション、ソート・リーダーシップを
提供しています。

詳しくは www.capgemini.com/financialservices 

をご覧ください。

EFma について

Efma は世界 130 ヵ国以上の、3,300 強のリテール 
金融サービス会社から構成される、世界的な非営
利団体です。世界の大手リテールバンクの約 3 分の
1 が会員となっており、Efma はグローバルな業界の 
有益なリソースとなっています。会員は多くのリソース、
データベース、研究成果、論文、ニュース、出版物にア
クセスできます。Efma は作業グループ、オンラインコ
ミュニティー、国際会議を通じて多くのネットワーキ
ングの機会も設けています。

www.efma.com をご覧ください。

弊社について
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弊社の保険会社エグゼクティブ・インタビューにご協力いただいた保険会社および個人の皆様に 

深く感謝の意を表します。

以下は、会社名・氏名を公表することに合意された、参加企業・個人の方々です。

Achmea、ADIC Insurance Limited an NSIA Company、Aegon, AEGON Religare Insurance 
Company Limited、AG Insurance、Ageas Insurance Company (Asia) Ltd、Ageas U.K. Limited、
Alka Forsikring、Allianz Belgium、Allianz Global Assistance、Allianz Insurance plc、Allianz 
Italia、Alm. Brand、AMF、AMP、Argenta Assurantiën、Avipop Assicurazioni Spa & Avipop 
Vita Spa、Aviva plc、Axa Assicurazioni、AXA General Insurances Spain、AXA Philippines、
AXA Winterthur、Baominh Insurance Corporation、BBVA Seguros、S.A. de Seguros y 
Reaseguros、Belfius Insurance、BNP PARIBAS Banque de détail France、Cardif、Cathay 
Insurance (Vietnam)、Commercial Insurance、Credit Agricole Ubezpieczenia na Zycie、Crédit 
Agricole Vita、Crédit Agricole Assicurazioni、De Europese/L’Européenne、Delta Lloyd、NL、Die 
Mobiliar Versicherungsgesellschaft、Direct Line Group、DKV Belgium、DSW Zorgverzekeraar、
Ecclesiastical Insurance Group plc、Ergo Insurance Belgium、Ethias、Euler Hermes Gulf 
Council Countries - A company of Allianz、Eurovida & Popular Seguros、Federale Assurance/
Verzekering、Fidea、Fortune General Insurance、Generali Group Spain、Generali Pilipinas 
Life Assurance Corporation、Generali Poland Group、Grupo Sanitas、Gruppo Assimoco 
Assicurazioni Credito Cooperativo、Helvetia Italy、Hiscox France、IF P&C Insurance Company 
Ltd、Iffco Tokio General Insurance Company Limited、IndiaFirst Life Insurance Company 
Limited、ING Non-Life Belgium and ING Life Belgium、KBC Verzekeringen、Korea Life Insurance 
(Vietnam)、Länsförsäkringar AB、Lesfurets.com、Liberty Mutual Seguros、Liberty Seguros 
S.A. (Portugal)、Lonsdale & Associates KSA、Mapfre、Mapfre Seguros、Marítima Seguros 
S.A.、Mercator Verzekeringen、Mutua Madrileña、Nationale Suisse Belgium、Nationale-
Nederlanden、NBG Bancassurance、New York Life Taiwan Corporation、P&V Group、Pelayo 
Mutua de Seguros、PFA Pension、Porto Seguro Seguros、Quixa、R+V Allgemeine Versicherung 
AG, Wiesbaden, Reale Seguros, Reliance General Insurance Company Limited, RSA – Sun 
Insurance Office, Santalucía Insurance Company SA, Skandia, Sulamérica Seguros, The Dai-
ichi Life Insurance Company, Ltd, The Hanover Insurance Group, UBI Assicurazioni, Vero 
Insurance, Verti Seguros, Via Directa - Companhia de Seguros SA, Vida Caixa and Segurcaixa 
Adeslas, WAFA ASSURANCE, Zurich.

また、本レポートの作成にご協力いただいた以下のチームおよび個人の皆様にも感謝の意を表し 

ます。

本年のレポート作成全体における指揮に関して：William Sullivan、Chirag Thakral、Mahesh Bhattad；�

調査、編集、執筆および綿密な市場分析に関して：Aneet Bansal、Aneet Bansal、Vamsi Gullapalli、
Shradha Verma、Jackie Wiles。

業界の洞察、有数のプラクティスの提供に関して、Capgemini の Insurance Centres of Excellence 
の関係者：Luuk van Deel、Sree Rama Edara、Ravi Nadimpalli。

洞察、業界の専門知識、全体のガイダンスの提供に関して、Capgemini Global Insurance ネットワ�

ークの関 係 者：Rengarajan Appan、Carlalberto Crippa、Raffaele Guerra、Keith Gage、Gerlach  
Volker、Andrew Gibson、Andrew Hood、Bjarne Jespen、Joel Augusto Carvalho de Oliveira、�

Camille Ocampo、Thomas Fieschi、Yuka Kitagami、Maite Martin Gimeno、Dipak Sahoo、�

Christopher Stevens Diez、Jan Verlinden、Alan Walker、Nigel Walsh、Andreas Wilhelmsson、�

Carlos Zavala。本レポートの製作、マーケティング、発表に関して、ワールドレポートチーム、プロダクト�

マーケティングチーム、コーポレートコミュニケーションズチームの各チーム：Vanessa Baille、Alison  
Coombe、Mary-Ellen Harn、Matt Hebel、Unni Krishnan、Martine Maitre、Sourav Mookherjee、�

Stacy Prassas、Erin Riemer、Karen Schneider、Rosine Suire、Sunoj Vazhapilly。

共同スポンサー、マーケティング、継続的なサポートに関して、Efma のチーム : Patrick Desmarès、
Jean-Luc Méry、Somprachanh Kham Phone。
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