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1914年に日本で初めて自動車保険を販売した
東京海上保険会社

その東京海上グループ100年以上の経験と
事故対応実績で培ったノウハウを注ぎ込んで、

2009年に設立されたネット型自動車保険会社が
私たち「イーデザイン損保」です。



デジタルを活用したサービス
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ワンクリック見積もり
「まずは手軽に概算を知りたい」というお客さまの声に応え、ワンクリ
ックで概算保険料が算出できる機能をリリース
（30クリックをワンクリックに）

AIを活用した不正請求検知
AIを活用し、契約内容や事故状況に関する情報から、不正な
保険金請求を早期に検知する仕組みを導入

保険金請求に関するご案内のパーソナライズド動画
電話やメールでのご連絡だけではわかりにくい内容を、ご契約内容
・事故状況でパーソナライズドした「お客さま専用動画」を用いて、
わかりやすくご説明

Amazon Alexaスキル「運転テーマ」の提供
（安全運転に役立つコンテンツ）

過去の事故分析データより、頻出事故パターンを導き出し、音声
を通じて、お客さまの安全運転につながる注意点やお役立ち情
報をお届けするサービス



私のタントウシャ（事故サービス担当者マッチング）
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• 万一の事故の際、お客さまの“フィーリング”に合う事故サービス担当者を、
ソーシャルスタイル理論やAIを活用してマッチングし、最適な接客につなげていくサービス
（ビジネスモデル特許出願中）

• 様々なメディアで紹介され、TVCMも放映中
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2つの経営課題

① 究極のCXの実現 ② レガシーシステム
からの脱却



① 究極のCXの実現
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＜経営の課題認識＞
デジタルネイティブ層が拡大していく中、従来のダイレクト会社とは一
線を画したビジネスモデルへと変革する必要がある

＜従業員の想い＞
「ありたい姿プロジェクト（2018年6月～10月）」を通じて、組織横断
でデザインシンキングを実施。「お客さまへの価値提供のあり方を、デ
ジタルを活用して抜本的に変えていきたい」という機運が高まった

経営課題と、従業員の想いをシンクロさせ、究極のCX実現へ



② レガシーシステムからの脱却
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2009年の創業以来稼働している現行システム（90年代に発売された保険パッケージがベース）は
機動性や柔軟性の不足、システム維持コストの急騰リスク、技術者枯渇等の課題・リスクを
抱えている。（下記「2025年の崖」問題と酷似した状況に陥っている）

（出典：経済産業省）



インシュアテック保険会社構想 第一弾 &e（アンディー）
ビジネス、IT、経営が三位一体となり、また様々な技術・支援力を
有する協力会社と、ワンチームで具体化した商品・サービスが
&e（アンディー）
※インシュアテック＝保険（Insurance）とテクノロジー（Technology）を掛け合わせた造語

（テクノロジーを活用して、業務の品質・効率性・正確性を高め、お客さまの真のニーズや
社会的課題に向き合い、これまでにないサービスをお客さまに提供する）

① 究極のCXの実現 ② レガシーシステム
からの脱却
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2つの経営課題



企業パーパスの再定義

Value

Vision
Create a New Standard

（保険業界の新しいかたちをお客さまとともに）

Mission
事故のない

安心・安全な世界の
実現

お客さまが得られる体験
４つの究極

社会・お客さまへの&e存在意義
事故時の安心だけでなく、事故のない
世界そのものを、お客さまと共創する

ミッション実現への行動指針
新しいかたちを、お客さまとともに
ワンチームでつくりあげる

究極の快適性
カンタン・わかりやすい

・迷わない

究極の先回り
疑問や不安を
感じない

究極の安心・安全
事故にあわない・
事故を起こさない

究極のFor Me
私にぴったりで
心地よい



「安全運転支援」を支えるテクノロジー

10

世界シェアNo.1
Octo Telematics社 IoTセンサー
（ 550万人を超える契約者／2910億マイルのドライブデータを保有）

国内の保険業界で初導入

リーズナブルな保険料で
全てのご契約者に無償でお届け

センサーはチロルチョコと同サイズ



オープンなアーキテクチャーやプラットフォームへの刷新
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SoR(System of Record)

SoI(System of Insight)

SoE(System of  Engagement)

契約管理
Guidewire

データ活用基盤
DataLake / DWH

エコシステム
オープンイノベーション
マーケットホルダー/
プラットフォーマー連携

顧客管理（CRM)
Salesforce/FSC

API連携

顧客接点
UI / アプリ

外部サービス
• OCTO（Tripデータ）
• 決済サービス
• AI OCR
• 修理工場
• ポイントプログラム 等

システム、オペレーション、すべてを
短期間で再構築

自社開発だけでなく、様々な外部の優
れたソリューションや技術を機動的に
組み合わせる必要があると考え、
オープンで先進的なアーキテクチャー
やプラットフォーム（マイクロサービ
ス、フルクラウド・マルチクラウドな
ど）に刷新



FSCを採用した理由
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① 保険に特化したオブジェクト、データモデルが提供され、標準仕様
でかなりのことが実現できる。保険基幹システム（Guidewire社パ
ッケージ）ともシームレスな連携が可能であり、お客さま情報の管
理を飛躍的に進化させることができる

② Marketing Cloudなどと組合わせることでオムニチャネルに対応。
ダッシュボード機能によるマクロ的な行動分析、Tableauによる
ｎ１分析も可能

③ マイクロサービスを実現する上で不可欠なAPIマネジメントに
MuleSoftを採用。広範囲かつ、構築から運用に至るまで、
Salesforceグループから、ワンストップのサポートが得られる



共創プロジェクト Safe Drive With

安全運転は、
一人じゃつくれない

みんなのデータで、事故のない安全な社会を
実現できるか。

「Safe Drive With」は、みんなの運転データから
交通事故のない社会を共想するプロジェクト。

あなたの運転データは、社会の事故そのものを
減らすことにつながります。

さあ一緒に、できなかったこと、しよう。
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Safe Drive With が実現していくこと
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データによる危険エリアの発見
例えば、運転データを分析することで、事故の危険が潜む場所をあらかじめ
知ることができます。蓄積されたデータをもとに、&eと自治体が一緒に予
防策を考えることで、事故を未然に防ぐことを目指します。

健康面からの運転のサポート
例えば、ウェラブルデバイスから心拍数や居眠りなどを計測し、さらに気圧
や天候などのデータと組み合わせながら、一人ひとりの運転データを分析す
ることで、頭痛や気分の不調など、運転に影響を与えるような体調の変化を
事前にお伝えすることを目指します。

いつまでも安心安全にドライブできる仕組みづくり
例えば、脳機能と危険運転の関わりを分析することで、運転能力を維持する
方法を導きます。脳トレーニングコンテンツを通して、カーライフをより長
く、安心安全に楽しむことが出来るようになることを目指します。



Service Change Maker とは

INNOVATION を起こせる人・組織

　＝　Creativity（解くべき課題を見つける能力）
　　　　　×　
　　　Execution（具体化できる実行力）　
　　　　　×　
　　　Passion　（ぶれない情熱）
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