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『Foresight』における環境分析の視点 
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見通しが不透明な事業環境では「トレンドの本質的理解」、「想
定シナリオ」、「戦略策定アプローチ」が競争優位性を決める 

EDGE 
 

将来環境を表す 
定量的な情報 

PRISM 
 

経営にインパクトが 
大きい定性的な情報 

経済          Economy 

人口動態   Demographics 

地球環境   Geoenvironment 

エネルギー Energy 

政治   Politics 

宗教   Religion 

技術    Innovation 

社会動向   Social Movement 

新興国による世界経済の牽引、労働生産性の 
飛躍的向上 

世界的な高齢化、アフリカ人口の拡大、 
都市化率の向上 

水問題の世界的波及、温暖化の加速による 
多数種の絶滅危機 

化石燃料依存、代替資源導入（低炭素シナリオ
の場合） 

視点 起こり得る事象例 

宗教の複雑化、イスラム教の拡大など分布・
規模バランスの変化 
人手を必要とする業務の減少・代替化、遺伝子 
診断の普及、人間知能へのAIの台頭 

市場原理主義の修正、社会保障負担増、 
ワークスタイルの多様化 

地域統合の再編、政府の役割の低下 
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技術進化がリスクに与えるインパクト 
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技術革新は保険会社が事業の中心に据えている分野に最も大きな
影響を与える要因である 

キーとなるテクノロジ－ 発生するトレンド リスクの変容 

• 画像認識技術・  
センシング 

• 機械学習 
 • ASV施術の進化 

• 自動運転の実現 
• 自動車事故が起こらない

世界 

• 廉価な遺伝子解
析 

• 生体デバイス 
• 統合的な医療

データ 

• 遺伝子検査の普及、
精度向上 

• 遠隔医療、個別化   
医療の発達 

• 予防医療、介護予
防の発達 

• 病気になる前にあらゆる
措置がとれる時代 

• レーダー・人工
衛星 

• センシング技術 
 

• 災害予知技術向上 
• コネクテッドホー

ムの普及 

• 人々の生活は常に見守ら
れている世界 

自動車 
分野 

では… 

医療 
分野 

では… 

住まい 
/生活 
では… 
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World Economic Forum概要 
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デロイトグループは、世界各国のイノベーターが集結するWorld 
Economic ForumのStrategic Partnerである 

• 1971年に設立された非営利財団（本部：スイス） 
• ビジネス界、政・学界、その他のリーダーと連携

し、世界・地域・産業のアジェンダを形成 
• 毎年ダボスで開催される年次総会では、各国の首

相、大統領、企業・経済組織の代表者、NGO代表
者、ジャーナリストが参加 

• デロイトグループは各国のイノベーターが集う 
本フォーラムにStrategic Partnerとして参画 

Engaging Tomorrow's 
Consumer 

Digital Infrastructure and 
Applications 2020+ 

Data-Driven Development 
Pathways for Progress 

Rethinking Personal Data: 
Strengthening Trust 

取り組んでいるプロジェクト・研究の例 

     World Economic Forumとは 

出所：World Economic Forumウェブページ 

http://www.weforum.org/
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World Economic Forumでの金融のディスラプションについて
の論議において保険もとりあげられている 

World Economic Forumのリサーチレポートのエッセンス 
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出所：World Economic Forum”The Future of Financial Services”  
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「バリューチェーンの分離への対処」と「‘繋がる世界’での保険ビ
ジネス」の視点でのコア・コンピタンスの確立が急務である 
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1．保険バリューチェーンの分離 

Key Disruption Trend  

Disruptionの概要 
他業種に顧客リレーションが奪われていき、保険

会社に対する顧客のロイヤリテイが減少する 
個人のリスクは標準化・コモデテイ化される 

センサー技術・ 
自動運転 

チャネルの分散 シェアリング 
エコノミー 

第三者資本 

保険会社への示唆 

 イノベーションを通じて顧客のロイヤリテイを創造す
る ことが生き残るために重要なテーマ 

 さらなる効率化・規模（種目・件数）の拡大も必要 
 物から人ベースにした広範囲な複合種目商品で生き残

る手段もある 
 ニッチ領域、企業保険領域をコアコンピタンスとして

強化して生き残る選択肢も 

2．“Connected World’’における保険ビジネス 

Key Disruption Trend  

ウェアラブル 

高性能センサー IOT 

標準 
プラットフォーム 

Disruptionの概要 
どれだけ個人にパーソナライズしたサービスを提

供できるか、どれだけ能動的に顧客のリスクをマ
ネージできるかが勝負の分かれ道になる 

優位な協業相手とうまくエコシステムを構築できるか、 
顧客データの利用範囲を早く定義することが重要 
 顧客グリップの主導権を握ることが重要  
 先手を打てば 保険会社は顧客データのハブを担うことも

可能 
 データ・プロバイダー、デバイス・メーカー等の他協業者

とどううまくエコシステムを構成できるかが鍵となる 

コア・コンピタンスの再定義が鍵 
保険会社への示唆 
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9つのイノベーション 

7 
出所：Deloitte “Insurance Disrupted General Insurance in Connected World” (2015) 

 
 

大 

小 

短期的 中長期的 

e-Aggregator 

自動運転
保険 

ソーシャル
ブローカー 

テレマティクス 
ベースのサービス 

サイバー保険 

モバイル 
トランザクション 

バリュー 
比較サイト 

P2P保険 

シェアリング 
エコノミー保険 

普及する時期 

イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ 

保険業界のFintechは9つのタイプのスタートアップを中心とした
勢力があり、バリューチェーンの各領域を奪いつつある 
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多くの新興勢力の出現により、バリューチェーンの各領域を通じ
て保険業界への圧力を招きつつある 

1． 保険バリューチェーンの分離 (1/3) ~ 新興勢力の圧力 

保険会社のバリューチェーンへ圧力をかける主要な勢力 

R&D/ 
商品開発  

デイストリ
ビューション 引受査定  クレーム リスク資本

＆資産運用 

テクノロジー企業の参入 

自動運転保険 シェアリングエコノミー保険 

e-Aggregator 

バリュー比較サイト 

顧客のロイヤリティを 
保険会社から 

奪っていく勢力 

新たな保険商品へ
のニーズ 

ソーシャル
ブローカー 

P2P保険 
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異業種の参入や個人のリスクのコモディティ化により、バリュー
チェーンの分離が起こり、保険のビジネスモデルを変える 

1． 保険バリューチェーンの分離 (2/3)  ~  保険業界へのインパクト 

今後の保険会社のバリューチェーンの特徴 

 チャネル機能の分離 
• オンライン商品販売業者やテクノロジー企業が

販売チャネルとして出現し、他業種に顧客リ
レーションの所有が奪われていく傾向が強くな
る 

 
 オンライン業者が保険会社と顧客の距離を遠ざ

けるため保険会社へのロイヤリティが減少する 
 既存の販売チャネルにおける優位性（ブランド

力、代理店パワー）が変化する 
 

R&D/ 
商品開発  

デイストリ
ビューション 引受査定  クレーム リスク資本

＆資産運用 

 リスクのコモディティ化 
• 自動運転やセンサー技術の進化により車や家のリス

クは減少し、また共有社会の発達により均一化され
ていくため、個人のリスクは標準化・コモディティ
化されていく 

   
バリューチェーンが拡散されていく傾向のため、ア

ンダーライテイング能力が差別化領域として重要に
なってくる 

個人保険、小規模企業保険の収益率は減少する 

コア・コンピタンスの再定義が急務  
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「ライフサイクル」「車」「家」が繋がることにより保険会社が
顧客に提供するバリューは大きく影響を受ける 

Scenario1:  
さらなる事業費削減のための統合/ 
チャネルのTech Platformへ分散 

Scenario2: 
人ベースの複合型ポリシーを展開 

Scenario3: 
ニッチマーケットと 
企業保険にフォーカス 

個人保険のリスクの均一化・コ
モデテイ化が進む中で、規模の
メリットが重要になり、統合が
加速する 

販売チャネルのテクノロジープ
ラットフォームへの分離により、
効率的に規模を拡大することが
可能となる 

 
 

個人保険は今後コモディティ化が
進み、収益性の高い商品と組み合
わせて提供される傾向 

共有社会の中では、「所有物」で
はなく｢個人」に関するあらゆる
リスクを包括していく販売がクロ
スセルとして主流になる 

各自の利用パターンに応じ保険契
約を頻繁に調整するようになる 

伝統的な保険会社の能力（アク
チュアリ、査定）が差別化要素
となるニッチマーケットへのシ
フトや、企業保険へ方向転換す
ることも起こってくる 

これらのマーケットでは比較的
マニュアル操作が多く、他保険
会社がすぐに真似することは簡
単でないため差別化になる 

1． 保険バリューチェーンの分離 (3/3) ~ 何をコア・コンピタンスに？ 

A Ｂ C 

A C 
Tech Platform 

A Ｂ Ｃ Ｄ 

A 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Personal 

SME 
Commercial 
Speciality 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Personal 

SME 
Commercial 
Speciality 

10 

Case  Case  Case  
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「ライフサイクル」「車」「家」と‘繋がること’により、保険のテ
レマテイクスモデルがさらに進化・拡張していく 

2. ‘Connected World’ における保険ビジネス ～Connected Worldとは?  

Connected Devices出現の背景にある要素  

 高性能センサー   IOT  Communication 
 Protocols 高度な分析技術  

ビジネス脅威と新たなビジネス機会をもたらす ‘Connected insurance model’のイノベーション 

1．Connected Cars 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車のあらゆる情報をイン
ターネットに配信 
（アクセル、ブレーキ、コー
ナリング、ワイパー…) 

事故を防ぐために車同士で
データ交換 
 

2．Connected Homes 
 
 
 
 
 
 
 
 

家における指標（例：気温、湿
度)をモニタし過去の学習から
自動的に環境を変化させる 

リスクファクター（例：煙、ガ
ス）を認識すると予防/被害対
応のためのアクションを行う 

周辺の環境に適合するように、
家の環境と情報を交換する 

3．Connected Lifestyles 

ウエラブル機器を通して、個人
の行動を計測、追跡、モニター
および管理する 

個人の行動の傾向とパターンを
認知、定量データにもとづいた
推奨・アドバイスを行う 

特定の病気にかかわる器官を計
測、追跡、分析する 

4. Standardized Platforms 
 
 
 

相互運用の推進： データ収集、管理と利用を仕切り、各装置間のやりとりをうまく機能させるための 
 プラットフォームの推進 
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 ‘Connected insurance’の進化は保険会社が顧客や社会に提供
する価値にどう影響をあたえるだろうか？ 

2. ‘Connected World’ における保険ビジネス ～3つのシナリオ 

Submiss
ion 

3rd party 
Data 

UW  Binding Renewal 

Claim 

Servicing  

Real-time,  
behavior-based pricing/ 
Premium Adjustment  

Submiss
ion 

3rd party 
Data 

UW  Binding Renewal 

Claim 

Servicing  

Risk 
Advice 

Submiss
ion 

3rd party 
Data 

UW  Binding Renewal 

Claim 

Servicing  

Data    
Analytics 

Retailers/ 
External 
Parties 

Offers     Data     

Scenario1: 
保険商品(契約）のパーソナライズ化 

Scenario2: 
顧客リスクの動的マネジメント 

Scenario3: 
個人情報のブローカー 

個人の動的リスクを分析すること
によりさらに正確な個人固有のア
ンダーライテイングを行い、差別
化を図る（telematics) 

さらに、顧客に個人固有のイベン
トベースの補償カバレッジ提供で
きる 

装置からのデータに基づき、頻
繁に顧客と接点をとり、顧客の
リスクに関するアドバイス、コ
ンサルテイングを提供する 

 ‘コンシェルジュ’機能として個々
顧客のリスクの予防サービスな
どを提供する 
 

個人の生活の行動を他のデータ
ソースからのデータも含めて分
析し、顧客のライフサイクル全
般の情報を保持する 

他の企業や情報提供者とエコシ
ステムを形成し、個人にあわせ
た金融商品のオファーなども提
供する 

Case  Case  Case  
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欧米においては、テレマティクス保険の加入者が増加することが
予測されているが、普及のスピード・度合いは国によって異なる 

*： ABI Research社による報告値 
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テレマティクス保険の普及に関する 
専門家の回答結果（米国市場） 

自動車保険に占めるテレマティクス 
保険の割合（契約件数、予測） 

4.2

14.3

1.92.3

19.0

5.6

7.4

15.7

13.0

11.1

2.82.8

0

5

10

15

20

Never 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 米国において調査したところ、テレマティクス保険に関す
る専門家の約20%が、2020年には加入台数1億台※に達す
ると予測（2013年のProgressive社のテレマティクス保険加入台数は
約100万台*） 

※1億台：2020年時米国の保険加入予測台数の約半数に相当 

回答者割合(%) 

欧米（特に英国・米国）においてテレマティクス保険
が浸透しつつあり、2020年には、契約件数が自動車保
険の約3割を占める予測 

0

5

10

15

20
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35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

その他欧州 
ドイツ 
フランス 
英国 
イタリア 
米国 

% 

出所：国土交通省 



© 2016. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC. 

 
I. 次世代の機械を作る業務。 

体系化できる新領域を見極め、
開発し、利用条件を規定  

II. デジタルイノベーター、 
スタートアップなど 

III. テクノロジーの最先端のスキル
やネットワークを習得 

 
I. 前例の少ない、難易度が高い判断

を行う業務 
II. 事業の責任者、経営者など 
III. 広い視点と専門スキルを併せ持つ

T-型人材を目指す（修士・博士号
取得など） 

 
I. 高度な対人能力、嗜好やセンス

を活かせる業務 
II. 教育者、介護士、デザイナーな

ど 
III. 暗黙知や、IQのみで計れない

「多重知性*1」を 習得 

 
I. 自動化は可能だが経済的ではな

い、極小市場の専門家 
II. 紙の生産地域等を当てる専門家、

ラッピング車両専門家 
III. 熱意をもってひとつの事に粘り

強く取り組む力をつけ、OJTを
通じて専門スキルを獲得 I. 機械の作業結果を確認し、必要に応じて修正する業務。

例外対応や体系化が困難な部分へ介入 
II. ローン審査、プライシング専門家、広告売買 など 
III. STEM教育*2を受け、自分の仕事に関連する専門 

スキルを継続的に高める 

Step up Step  forward 

Step narrowly 

Step in 

5 1 

2 

【凡例】 
Ⅰ.人の役割はどのようなものか？ 
Ⅱ.例として挙げられる仕事とは？ 
Ⅲ.どのようにスキルを身につけるか？ 

Step aside 

4 

注釈：*1:多重知性とは、8つの知能が人の個性を形成しているという考え方：①言語的、②論理数学的、③空間的、④身体運動的、⑤音楽的、⑥対人的、⑦内省的、⑧博物的 
         *2:STEM教育とは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、数学（Mathematics）に重点を置いた教育のこと 
出所：Harvard Business Review “Beyond Automation”, Thomas H. Davenport and Julia Kirby 

大局観をもって高度な判断を担う 

人間ならではの役割を果たす 

機械をサポートする 

3 

次世代のビジネスを創造する 

ニッチ領域の専門家となる 

機械が人間にかわって考える時代では、機械と人間の役割の再定
義と、新しいビジネスモデルの構築が競争力に大きく影響する 

機械が考える時代の人間の役割 
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2025年以降の保険業界の展望 

15 

テクノロジーの革新やグローバル化が急激に進み、保険業界では
ディスラプションは着実に起こり始めている 

マルチ 
ボーダレス 

リスクの 
変容 

• 動的リスク管理 
• ビヘイバーベース、リスク予測モデルベース 
• アンダーライティングの自由化 
• ソシャル ブローカーからのニーズ対応 

• 独立系エージェントの増殖 
• ダイレクトと人的営業のハイブリッド（AIの適用） 
• 最適チャネルミックス 
• 自動化・オムニチャネル化 

• 経済合理性と透明性重視、P２Pモデルの普及 
• デジタルネイティブ 
• テクノロジーを駆使した顧客エンゲージメントモデル

の普及 

• AI活用が産業の中で最もインパクトを受ける 
• データ分析テクノロジーやフロントへの投資が主流 
• ポスト・デジタル化対応に投資 

（IOT, ウェアラブル,SNS,サイバー） 

• グローバルの同業他社 
• 顧客エンゲージメント力の高い異業種（小売業など） 
• レガシーを持たない新規参入者、P２Pモデル 
• 顧客データを入手でき・分析技術をもつ異業種 

• 透明性が高い自主規制が普及 
• 規制に対する自衛のためのルール形成 
• 規制のグローバル標準化 
• 社会アジェンダによる規制の変革 

商品・リスク 

ディストリ 
ビューション 

顧客 

テクノロジー 

競合 

規制 

• 静的リスク管理 
• マクロ的/ステレオタイプ
型 

• 営業職員、 
代理店チャネル中心 

• 手数料ドリブン 

• 啓蒙された積極的選択 
• 受身（Passive） 
• 少数セグメント 

• レガシー効率化・オペ
レーション最適化に投資 

• 国内の同業他社 

• 煩雑な外部規制や法対応
に対して受動的 

• 護送船団方式 
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変化が加速していく時代を勝ち抜いていくために、保険会社が今、
取り組むべき5つの課題がある 
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保険会社が取り組むべき課題 

トレンド察知 

エコシステムの形成 

ビジネスモデルの転換 

グローバリゼーション 

社会アジェンダ 

事業環境変化が加速している時勢においては、それぞれのトレ
ンドのインパクトを見極め、適切なシナリオを描く能力の有無
が、将来を大きく左右する 

業界内競争だけではなく、業界を越えたエコシステムにより新
事業を創造する時代となっており、業界内競争と、業界を越え
て有力なパートナーを惹き付ける優位性の双方が求められる 

伝統的な「人」への依存度が高い保険会社のビジネスモデルは
大きな転機を迎え、「人」と「機械」の役割分担の巧拙が保険
会社の競争力を左右する 

持続的な競争優位獲得のためには、社会が要請する課題解決に
フォーカスしたイノベーションに軸足を置き、既存事業を飲み
込むほどインパクトのある新事業を創造する必要がある 

成長市場を求めて海外展開を加速するだけでなく、新興国企業
のビジネスモデルが先進国に流入するリバースイノベーション
の影響についても把握する必要がある 
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