デジタルバリュー向上に向けた
保険会社のソーシャル / メッセンジャーアプリ活用法
顧客サービス / エンゲージメントにおけるデジタル投資効果（ROI）は低下の
一途をたどっている。つまりこれは、少ないコストでより多くの利益を上げるに
は、ソーシャルアプリやメッセンジャーアプリなどコスト効率の高いチャネルを
導入すべきであることを意味している。

はじめに
「どこにいてもワンクリックで何でも手に入る」時代に
私たちは生きている。それは、絶え間なく発展し続け
るデジタルテクノロジーが消費者行動や顧客体験に急
激な変化をもたらす時代でもある。競争の激しい損害
保険市場では、単にデジタルの波に乗るだけでは十分
とは言えない。保険会社は、デジタルメディア活用の
糸口を積極的に見出し、顧客サービスや顧客エンゲー
ジメントの強化を図っていかねばならないのだ。
総合的なデジタル体験を提供するべく、多くの保険会
社が顧客対応のオンライン / モバイルアプリケーショ
ンに資金を投入している。しかしながら、これらのアプ
リケーションは、消費者の「デジタルモーメント（心が
動く瞬間）」を捉える適度なエンゲージメントの提供に
は至らず、その投資効果に失望した保険会社だけがあ
とに残される。消費者はメールやブログ、ソーシャル
ネットワーキング、メッセージング、ゲームといったア
プリに時間を費やす傾向にある。すなわち、消費者の
デジタル ･ アテンション獲得に向けて、ソーシャルアプ
リやメッセンジャーアプリには大きな期待が寄せられ
ているのだ。
本書の中で、昨今の顧客エンゲージメント分野を分析
し、保険会社が保険販売、サービス提供、および顧客

エンゲージメントの向上を図るためのより包括的なデ
ジタル戦略構築に向け、どのようにソーシャル / メッセ
ンジャーアプリを活用できるか提案する。

デジタル投資効果の調査
保険会社の顧客・従業員の大半を占める今日のミレ
ニアルズ世代（20 〜 30 代）は、ソーシャルやモバイ
ルからパワーを得、そしてまず何よりもこれらを通じて
常に「つながっている」ことを優先する。さらに言えば、
この世代は小売業や旅行サービス企業から常に価値
の高いデジタルサービスを提供されているため、当
然、保険会社に対する期待も高まってくる。
モバイルアプリやオンラインポータルを活用した顧客・
従業員向けセルフサービス機能へのデジタル投資を
増額することで、保険会社はその期待に応えようとし
て いる。保 険 試 算 から保 険 金 請 求に至るまで、バ
リューチェーン全体を通してカスタマーセルフサービ
スを導入している保険会社の事例は数多とある。一
方、さらなるイノベーションによって顧客マインドシェ
アを拡大しようと取り組んでいる保険会社もある。例
えば米損害保険会社 Esurance 社は、コーヒーから
カップケーキに至るまでユーザの現在地に近接するあ
らゆる種類の店舗を検索できる「飲食店検索」機能を
を提供している。1

デジタルサービス導入に取り組む保険会社
消費者の
保険会社ポータルサイト利用率

消費者の
保険会社モバイルアプリ利用率

保険代理店 / 外交員の
保険会社モバイルアプリ利用率

過去6ヶ月間に
顧客向け
わたり
ポータルの
平均トラフィック

25%

3/4

低下

顧客向け
ポータルの
平均ユニーク
ビジター数

過去6ヶ月間に
わたり

5.4%

のユーザは
保険の管理に
アプリを
活用しない

新契約処理

以下の機能を活用した
ユーザ数：
高

見積照会
異動

2/5

の代理店のみ
日常の業務に
アプリを活用

以下の機能を活用した
ユーザ数：
高

契約管理

見積照会

契約情報 および
督促/警告

内勤社員との
連携

見積照会

案内/督促送付

異動

報酬管理

契約更改
各種問い合わせ
低

3/5

の代理店は
日常の業務に
アプリを活用しない

低下

以下の機能を活用した
ユーザ数：
高

1/4

のユーザのみ
保険の管理に
アプリを活用

低

低

図1
出典：FICO、ガートナー、Alexa.com が提供するデータに基づく当社分析
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ソーシャル / メッセンジャーアプリの増加
ユーザによるモバイルプラットフォーム使用時間は大幅に増加
モバイル

オンライン

23% 増加

その他（テレビ･ラジオ）

18% 増加

6% 増加

アプリをダウンロードして使用する方が好まれる
モバイルプラットフォーム上ではモバイルWebを使用するより、

85%

15%

モバイルアプリを好むユーザ

モバイルWebを好むユーザ

1日当たり

12

時間
モバイルアプリに
費やす時間

1日当たり

2

時間
モバイルWebに
費やす時間

モバイルアプリの中では、
メッセンジャー /ソーシャルアプリをダウンロードするユーザ数が増加
メッセンジャー /
ソーシャル
ユーティリティ /
生産性

203%
149%

エンターテイメント/
ゲーム

66%

ニュース

37%

これらのアプリをダウンロードしたユーザの割合

さらにユーザは以下のアプリに多くの時間を割いている
メッセンジャー /
ソーシャル
ユーティリティ /
生産性

1日当たり

4.32時間

エンターテイメント/
ゲーム

1日当たり

4.32時間
1日当たり

1日当たり

0.14時間

ニュース

0.36時間

図2
出典 : Magnet Forensics 社、statista.com、Adobe が提供するデータに基づく当社分析

保険会社が提供するモバイル / オンライン機能はさら
に幅広く展開されているが、図 1 で示すように、消費者
や保険代理店によるこれらの機能の使用率は依然とし
て低いままである。

そのため保険会社は他社との差別化を図るための異
なるアプローチを考案する必要がある。顧客が日常使
用するプラットフォームを客観的に捉え直し、顧客サー
ビス / エンゲージメントの目標達成に向けて、モバイ

顧客が日常使用するプラットフォームを

ルアプリやポータルを超える、実現可能なあらゆる
チャネルを採用していく必要がある。

客観的に捉え直し、顧客サービス / エンゲージ
メントの目標達成に向けて、モバイルアプリや

ミレニアルズ世代が日常使用するプラット
フォームの多様性調査

ポータルを超える、実現可能なあらゆる
チャネルを採用していく必要がある。
このシナリオを考慮すると、保険会社はいくつかの点
について内省的に自問自答してみる必要がある。なぜ
自社におけるデジタルの取り組みから望ましい ROI が
達成できないのか？これらの投資によって顧客自身の
セルフサービスを可能にしているか、もしくは顧客
サービスや顧客エンゲージメントのレベルを向上させ
ているか？
また銀行 ･ 金融サービスなどの業種ではモバイルアプ
リやポータルを通して高いレベルのエンゲージメント
を達成しているが、これは、ほとんどの保険会社が越
えられそうもないほどの高いハードルであることを認
識すべきである。消費者ニーズは保険種類に依って異
なり、そのトランザクションはますます複雑化し、デー
タビューはより細分化されていく。そしてサービス提
供のニーズは途切れることがないのだ。
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多くの業種でデジタル導入が急増したおかげで、今日
保険会社の顧客 ･ 従業員向けに活用できるさまざまな
プラットフォームが存在する。オンライン、モバイル、
ソーシャル、ウェアラブル、デジタル TV、キオスク、セ
ンサーデバイスなどがその一例だ。しかしながら、プ
ラットフォームにおけるユーザのデジタルモーメントの
多様性に注目すると、ネットワーキングや無料電話、
ショートメッセージサービス、コミュニティゲームなど、
その機能性が今日の顧客ニーズを確実に捉えている
ことから、ソーシャル / メッセンジャーアプリの人気が
最も高いことが見て取れる（図 2 参照）
。またこれらの
ソーシャル / メッセンジャーアプリは、モバイル端末を
介して最も頻繁にユーザからアクセスされているアプ
リでもある。
このことから、企 業 がソーシャルアプリやメッセン
ジャーアプリに大いなる関心を寄せていることはよく
理 解 で きる。こ れ を 裏 付 け るエビ デ ン スとして、

Facebook は 実 に 190 億ドル も の 資 金 を 注 ぎ 込 み
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WhatsApp を 買 収して い ること、また 楽 天 による
Viber 買収は 9 億ドルにも及んでいることがあげられ

てこれらのサービスが「販売チャネルの選択肢」もしく

る。さらに、無料インスタントメッセージングアプリ

は「準オペレーティングシステム」となり得るまでにさ
らなる発展を遂げるだろう。図 2 で示すように、この種

WeChat（微信）は昨年これを提供している中国テンセ

のアプリの高い普及率により保険会社と消費者間の距

ント社の株価倍増に大きく貢献し、同社はメッセン
ジャーアプリ Kik に 5,000 万ドルの資金を投入してい

離は縮まり、より高い即時性をもたらした。消費者と
の距離を縮めるだけにとどまらず、これらのアプリは
以下のように説得力のあるビジネス価値をも創出して
いる。

る。Twitter、Facebook、Instagram に至っても、よ
り機能強化されたメッセージング製品を昨年発表して
いる。

最小限のカスタマイズだけで利用可能な搭載機能：
図 3 で示すように、ソーシャルネットワーキングや

事実、ソーシャルアプリもメッセンジャーアプリもかつ
てないほどその機能性は高められ、このことが各社の
成功に大きく貢献してきたといえる。主な機能として、
テキスト、音声 / 動画のメッセージ / ファイルまたはロ

メッセンジャーアプリが提供する幅広いコラボレー
ション機能を通して、保険契約に関わるあらゆるス
テークホルダーがモバイル上で複数の販売 / サービ

ケーションの共有、グループ会話機能の充実、低価格
の音声 / テレビ電話機能の実現（一対一およびグルー

ス機能を効果的に実行できる。
保険会社は、ステークホルダーとの連携や聴き取り
にこれらのアプリを単独で活用することもできるし、
また保険会社の基幹システムと統合して保険販売、
引受業務、保険金請求、契約管理等の生産性と効率
性を向上させることもできる。これらのアプリの多
くはゲートウェイ API を擁し、保険会社のバックエン

プの両通話形式に対応）などがあげられる。

いかにして保 険 会 社はソーシャルネット
ワーキングやメッセンジャーアプリを適用
できるか

ドシステムやテクノロジーとの統合を可能にして

これらのデジタルプラットフォームは、保険会社にとっ
て多大な可能性を秘めている。アプリプロバイダが提
供するサービスは拡大の一途を辿り、保険会社にとっ

いる。

保険契約ライフサイクルにおける顧客向け機能の向上

契約見積

Web

コール モバイル ソーシャル/
センター アプリ メッセンジャー

リサーチ/
問い合わせ

 代理店と音声/ビデオ/チャットを通じてコミュニケーシ
ョンを図ることで保険の特徴や補償範囲を理解し、適
切な保険商品を選定

契約見積

所定のメッセージコード
（例1GJHLFK<＜自動車メー
カー＞＜車種＞）
を使用して即時に見積を依頼

ファイル共有機能を通して見積提案を受信
保険会社とコミュニケーションを図り、見積の詳細、契

新契約

見積に基づく
契約処理

約条件、補償範囲、免責条項、保険料払込方法等につい
て理解

保険料収納

音声/ビデオ/チャットを通じて担当者へ連絡し、保険金
請求を申請

ファイル転送やビデオ通話などを介して、事故現場の
画像/動画を提供
事故現場の位置情報を提供し、サービスセンターの位
置情報/連絡先を受信
>GJ&位置情報を通じて連携

保険金請求

保険証券
作成

FNOL処理
保険金請求
交渉/終了

請求査定/交渉に関わるステークホルダー（アジャスタ
ー、医療機関、弁護士等）
との会議通話またはグルー

各種サービス

プ通話
契約関連
サービス

 契約更改などの案内/督促をリアルタイムで受信
 緊急時に最新の更新情報を即時に受信
 サービス要求（問い合わせ、フィードバック、苦情等）を
申請し、関連する情報を提供

顧客サービス

 サービス提供時にマルチメディアを通じて連携
保険関連のイベントや会社関連の情報を積極的に取り
上げる

顧客
エンゲージメント
凡例

タッチポイント･マッピング
(サンプル)

図3
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ソーシャル/メッセンジャーアプリとのタッチポイント･
マッピング

各種デジタルツールのコスト比較
モバイル
Web サイト

モバイルアプリ
単一 OS

モバイルアプリ
複数 OS

モバイル ･メッセンジャー /
ソーシャルネットワーキング
アプリ

プラットフォーム費用

中

中

高

低

プラットフォーム保守費用

中

高

高

低

インターフェース技術費用

中

高

高

中

ユーザ支援費用

低

中

高

中

データ管理費

中

中

中

中

アプリのブランド構築費用

低

高

高

低

図4

多くの点でソーシャル / メッセンジャーアプリの展

発ベンダーが対処しているため、メンテナンス
コストが不要

開や保守は、モバイル専用 Web サイトやモバイル
アプリより低価格で実現できる（図 4 参照）
。

> 新たなプラットフォームや追加機能の開発が不

ソーシャル / メッセンジャーアプリは、モバイルアプ
リと比較してセットアップが容易であり、プラットフ
ォームに依存しない。モバイルメッセンジャーアプリ
と連携する際にはユーザの携帯番号以外必要とせ
ず、保険会社は新契約時またはサービス開始時にす
でに収集したユーザの携帯番号情報を利用できる。
だが一方でソーシャルネットワーキングの場合、ハン
ドル名やユーザによる友人登録の承認が必要となる。
そのため、多くの保険会社はすでに割引や付加価値
を提供するなど別の利用目的を模索しているのだ。

要であることから、プラットフォームに係るコス
トが安価。これらのアプリはさまざまなモバイ
ルプラットフォームと互換性があるため、プラッ
トフォーム固有の開発アプローチが不要

> これらのアプリはすでにユーザに広く使用され
ているため、アプリのブランド設定に係るコス
トが不要

> プラットフォームや機能性についてはアプリ開

Quick Take
保険業界におけるデジタル先駆者たち
米国外では、すでにメッセンジャーアプリを導入し、これを事業の成功に活かしている保険会社がある。その成功
事例を以下に紹介する。

ケニアの保険会社 Jubilee Insurance は近年 WhatsApp によるコミュニケーション機能を立ち上げた。2
中国太平洋保険は、保険販売およびカスタマーサービスの両機能に対応する WeChat プラットフォームを立ち
上げ、WeChat の支払サービスを介した保険料支払を可能にした。3

中国人寿保険は、消費者が WeChat アカウントを利用して自動車保険と傷害保険の両保険商品を購入できるよ
うにした。4
北京に本社を置く泰康人寿保険有限公司は、WeChat を介して少額の医療保険販売を開始。5
新華人寿保険は、WeChat プラットフォームで新たなカスタマーロイヤルティ ･ プログラムを開始。6
中国の陽光保険集団有限公司は、WeChat 上に保険サービス向けクラウドファンディング「Love Upgrading」
を開始。7

今やほぼすべての保険会社が自社のソーシャルプロファイルを公開している。うち多くの企業は、これを通して
簡易見積や代理店の位置情報、カスタマーサービス提供といったトランザクションを可能にすることで、顧客誘
致に活用している。
さらに言えば、ソーシャルアプリは銀行業界でも導入されている。早期に導入した事例として、次のようなものが
あげられる。

コタック・マヒンドラ銀行（インド）は、Twitter のハッシュタグを使用して顧客が自身の銀行口座にコマンドを
送信できるハッシュタグ ･ バンキング ･ サービスを開始。8

ICICI 銀行（インド）も Twitter のハッシュタグを利用した機能を提供。9
cognizant reports

5

高

オンラインチャネルにおける機能マトリクス
モバイルアプリ または ソーシャルアプリ
ビジネスインテリジェンス、
および
ドリルダウンなどパーソナライズされた
機能を備えたダッシュボード

オンライン/モバイルWeb

位置情報に基づく
ダッシュボード

保険購買
（e-アプリケーション）
代理店報酬管理

トランザクションの
複雑度

複雑な金融サービス要求
マルチメディアを活用した
リスク評価

メッセンジャーアプリ

計算、提案用ツール

マルチメディアを活用した

FNOL
緊急時の積極的な
リスク管理情報共有

ステークホルダー間の
リアルタイム連携

ソーシャルネットワーキング
案内/督促

ゲーミフィケーション

代理店との
リアルタイム情報共有

ショートコード
（SMSで利用される事業者コード）
を
使用した見積、
サービス要求

顧客サービス
顧客エンゲージメント
積極的な
リスク管理情報共有
商品・サービス情報

低

ニュース/最新情報

ライフイベント、
ネットワーキングを介した
アップセリング、
クロスセリング
高

低

必要なコスト/投資額

図5

効果的なデジタルプレゼンスの具現化
これらのチャネルの台頭により、保険会社は現在のモ
バイルアプリやポータルに対する投資をいかにして最
適化すべきか判断を迫られることとなった。
保険会社の要望は、オンライン、モバイル、ソーシャ
ル、メッセンジャーなどさまざまなチャネルが提供して
いる機能の優劣を分析し、これをステークホルダーの
ニーズに紐付けることにより、保険会社の業務 /IT 部
門全体の目標に沿って、各ステークホルダーにとって
コスト効率の良い総合的なデジタル戦略を策定するこ
とにある。
図 5 は、必要となるコスト / 投資およびトランザクショ
ンの複雑度に基づく、オンラインチャネルの代表的な
機能分割を表している。

今後の展望：
総体的かつ将来的なデジタル戦略
小売業やホテルサービス業界と同様に、近年保険会社
は顧客体験を強化するにあたり、ソーシャル / メッセン
ジャーアプリの重要性と未だ見ぬポテンシャルをよう
やく認識したところである。つまり顧客マインドシェア
を捉えるという点から言えば、このトレンドリスクを軽
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視する企業は、これらのアプリをすでに導入している
先進的な企業に後れをとることになるだろう。このデ
ジタル時代の勝ち組となるのは、ソーシャル / メッセン
ジャーアプリを総体的なデジタル戦略の中に取り入れ
ていける企業である。
デジタル転換を成功させるには、保険会社はまず確実
なビジネスケース、明快なデジタル化戦略、明確に定
められたロードマップを作成し、さらに継続的イノベー
ションへの取り組みを講じる必要がある。予測できな
い分野においてもデジタルが日々発展していることを
踏まえ、IT 部門はデジタル転換プログラムと従来型開
発の相違点を理解しておく必要がある。デジタル転換
を確実に支えるには、新たなデジタル化の機会を継続
的に見出し、それらを必要に応じて取り入いれることに
主眼を置いた、集中的なマネージド･ イノベーション
手法を活用していくことが求められている。
急速に高度化が進むデジタル世界において、この変化
をチャンスに転換するかどうかの判断は、それぞれの
保険会社に委ねられている。このことに早くから気付
けた企業は、乗り遅れた企業に比べ、多大なデジタル
の恩恵を受けることになるだろう。
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