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オンライン保険販売の
優位性とは何か
ー弊社独自リサーチから見えてきた実像：
戸惑う「Ｚ世代」の姿もー

インターネットを通じたオンライン保険販売が開始されて時がたち、
その将来性については多くの期待が寄せられている。しかしながら、
現状に関する公表されている情報は思いのほか乏しい。業界団体
が集計する統計の発表は 3 年毎でしかなく（直近は 2021 年 12
月発表）、ビビッドに現状を把握出来ているとは考えにくい。コロ
ナ禍の影響を強く受けた今現在の「瞬間風速」としての実態はど
うなのか、何が動機となってインターネットでの保険契約が行われ
るのか、あるいは、どの様な障害が克服されればインターネット経
由の販路への流入が加速するのか、といった疑問については、十
分なリサーチ結果が公表されているとは言い難い状況と思われる。

本レポートでは、弊社が直近独自に行った２つのリサーチ結果を用
いて、これらの課題について考えていきたい。

各チャネル別に自分で保険について調べた平均的な時間を一定の
仮定をおいて計算してみると①営業職員と②来店型に必ずしも大
きな差はないが、全く自分で調査しない人の比率でみると、①営業
職員：38.1％（48 名／126 名）、②来店型：24.7％（21名／85 名）
となっており、①営業職員経由で保険加入をする場合には、自分
の情報収集等を全く行わずに営業職員からの情報提供に全面的に
頼る比率が高い傾向がうかがえる。

③インターネット・郵送については、人数の比率からみても一定
の時間をかけて自分で調査をした人の比率は８割強と最も高く（全
く自分で調べない人の比率は17.6％（19 名／108 名）にとどまり）、
より多くの時間をかけて積極的に自分で調べる傾向が強い。

この様にみると、保険選択に「能動的」に取り組む人がインターネッ
ト・郵送の加入経路を選択している傾向が読みとれる。

このアンケート結果を受けて、『インターネットを通じた保険に関
する情報整備が進み、金融教育の強化により、加入者の金融リテ
ラシー向上を後押しすることで、今後、自分でより能動的に保険
選びをする人が増えることが予想されます。その結果、オンライ
ンでの保険加入の増加が見込まれます』と結論づけるとともに、
『この時に重要となるのが、時間を含めた保険選びの「コスト（負
担）」です。「安心・安価」「身近」「短時間」に、より少ないコス
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はじめに

弊社は保険加入経路に関するアンケートを実施し、本年 2 月 3 日
に『アンケート調査：ほけんも安・近・短』をプレス・リリースした。
このアンケートは弊社広報部門が、保険の加入手続きが、どの様
な形で行われているかについて 20 代から 50 代の男女を対象とし
て実施したものである（有効回答 361人）。

加入経路については、①営業職員、②来店型、③インターネット・郵
送の 3 種類に分類しているが、注目されるのは、①営業職員→②
来店型→③インターネット・郵送の順に自分で能動的に調査する
傾向が強まっていると読みとれる点である。

(1) 保険加入経路に関するアンケート

加入チャネル別：保険について自分で調べた時間

（出典：弊社リサーチ）
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さて、本稿の目的であるこの課題に踏み込む前に、プレス・リリー
スでは触れなかったが非常に興味深い結果が一点得られたので、
その点について言及したい。
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インターネット・郵送での加入が最も多いのは 40 代である。グラ
フは掲出していないが、世代別男女別にみると、特に、40 代の
女性が、50% をやや超える最も高い比率となった。

一方、本調査での20 代はいわゆる「Ｚ世代」と呼ばれるジェネレー
ションに丁度重なる。生まれた時からインターネットの利用が可能
であった「デジタルネイティブ世代」である。この世代が何故イン
ターネットによって保険に加入することが十分に出来ていないので
あろうか。

この背景には、ふたつの要因があるのではないかと推測している。

ひとつは、金融リテラシーの問題である。スマホとともに育った
20 代の若い世代は、その上の世代を上回るインターネット・リテ
ラシーを獲得していることは間違いない。おそらくは、これが最
も「能動的」に自分で調べている世代であることの重要な要因と
なっている。しかしながら、インターネットからの情報では保険加
入の決定にいたるに十分な情報の理解が得られていない可能性が
ある。インターネットから取得可能な情報に関する量や質の問題
もあろうが、それを受け止め消化するだけの十分な金融リテラシー
が具備出来ていない可能性が指摘される。

また、もうひとつの要因としては、大学卒業や就職など外部に明
確な社会的節目が、対面営業のターゲットとされている可能性が
指摘される。

情報はある程度インターネットから取得できるが、それを十分に
判断できずに「戸惑う Z 世代」が、対面営業の対象として取り込
まれている構図が見える。結果として、20 代は営業職員経由で
の加入比率が最も高い世代となっている。
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(2) 保険選びに戸惑う「Ｚ世代」

上グラフの様に、男女を問わず、若い世代ほどより多くの人が自
分で調べたうえで保険に加入する傾向がみえる。

しかしながら、その一方で、若い世代ほどインターネット（及び郵送）
経由で保険に加入しているわけではないという実態がある。

〔低年齢世代ではより多くの人が自分で保険選びをする傾向がみえる〕

トで納得感のある保険選びが求められている』との見解を申し述
べた。

留意すべき点としては、このアンケートでは、回答者の「金融リテ
ラシー」の水準を直接的に測定していないので上記の結論には一
定の推測が含まれている。また、本稿の視点から重要であるのは、
インターネットから加入しようと考える人たちの判断の尺度（イン
ターネット経由で保険に加入することを決定するための条件）が、
保険加入の「納得感」と保険加入のための広い意味での「時間的・
経済的コスト」との対比に限られているのかどうかという点である。
「時間的・経済的コスト」以外にも何か重要なファクターがあるのか。
その問いに答えるためには、より直接的なリサーチをする必要が
ある。

男性/年代別【保険について自分で調べた時間の割合】
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（出典：弊社リサーチ）
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女性/年代別【保険について自分で調べた時間の割合】
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（出典：弊社リサーチ）
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「時間的・経済的コスト」以外にも何か重要なファクターがあるのか。
その問いに答えるためには、より直接的なリサーチをする必要が
あると述べた。

この度、この問いに直接的な回答を示す社内向けリサーチを実施
した。弊社デザイン部門が保険のインターネット販売における UX
（ユーザー・エクスピアリエンス）の課題を具体的に把握するために、
次の様な分析を実施したのである。

「保険相談窓口での対面販売からインターネット加入に切り替えた
ユーザー心理」に関する調査を行った。この調査について適正性
が確認された一定数の対象者について各々 30 分程度のインタ
ビューを行い、このインタビューの内容の全貌をマーケティング・
リサーチに用いられる手法（KA 法）によって精査することによって、
対面販売からインターネットに切り替える要因となった心理的動機
をあぶり出すという分析作業である。

社内向けリサーチであり、内容を詳述することは出来ないが、最
終的に抽出された「対面からインターネットに切り替えた要因」
は以下の５つである。

①主体的・能動的に決定したいという欲求：主体的欲求
②適切な量と質の情報を得たいという欲求：情報欲求
③時間的効率性を追求したいという欲求：「タイパ」欲求
④保険料と支払いのコスト・ベネフィットを追求したいという欲
求：「コスパ」欲求
⑤スムーズな手続きを行いたいという欲求：手続き欲求

(3) 「インターネット経由の保険加入
に心変わりした人たち」を対象
にリサーチ

(4) インターネットの
「デザイン」に要求されるものと
今後の方向性
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ここで見逃せないのは、これらの要因は「心理的欲求」という点
である。つまり、インターネットの保険加入サイトが如何に合理的
に設計されていたとしても、感情面を無視した設計をしてしまうと、
「心理的負荷」が蓄積され、一定水準に達してしまえば、利用者
が離脱してしまうという結果につながるという点である。

例えば、省庁や地方公共団体のホームページによくある形式であ
るが、文書を PDF 化しておいてあり、必要に応じてそれら利用者
が検索し、閲覧できる状態にしておくという運用が存在する。理
論的にはこれで用が足りることが多い筈であるが、ユーザー・フレ
ンドリーな仕組みとは言い難い。

情報に対する十分性と信頼性、判断に迷わない画面設計、適正で
あると感じられるプライシングと手続き、自ら主体的に保険が選択
出来たと感じられることなどの「ユーザーにとっての心理的納得
感」がオンラインで保険加入を決定する重要なポイントとなって
いることを今回のリサーチは示した。

これまでの対面営業の世界では「営業の極意」を語る多くの本が
ひっきりなしに出版されてきた。多くの顧客をひきつける「営業
の神様」がもてはやされた。そこには、営業上の何らかの「秘訣」
があるとされた。また、企業で度々行われるプレゼンテーション
研修においては、内容よりも「信頼される表情や語り口」や「ジェ
スチャー」などの表現方法の方が圧倒的に聴衆にとっては重要だ
ということも何度も聞かされてきた。

対面する営業職員が企業の「顔」であったならば、お客様に対し
て開かれているインターネットの窓口も企業の「顔」となる。営
業窓口は顧客に形成される企業の「ブランド・イメージ」にも直
結する。だからこそ、企業は営業職員育成のために莫大な投資を
する。オンラインを中心とした活動を行う企業にとっても、インター
ネット空間上での「信頼される表情や語り口」や「ジェスチャー」
に代わる表現方法が重要となる。

最後に、もうひとつ指摘すべきと考えられるのが、今後の変化の
方向性に関する示唆である。今回弊社が行った分析では、細分化
した加入経路として、①営業職員による訪問型、②保険ショップへ
の来店型、③オンラインダイレクト販売型、④資料請求からの郵送
加入型の 4 種類に「分類可能」であることを前提としている。

本当に将来的にもそうなのであろうか。互いに排他的な選択肢で
あり続けるであろうか。
兵庫県立大学の田中隆教授は弊社のインタビュー記事において、
「対面・非対面販売それぞれに強みがある」ことを指摘された。
であればこそ、相互に歩み寄る、あるいは、融合する動きも見て

非常に重要な点であるが、保険加入者はこれらのファクターを採
点し総合点を計算することによって加入経路を決めているわけで
はない。対面営業からインターネット加入に切り替えた保険加入
者は、各自それぞれの満足度水準に照らして、この内のひとつ、
あるいは、複数の要因においてストレスがその許容度の上限を超
えたことによって、インターネット加入に移行したのである。

対面営業からインターネット加入に切り替えた心理的要因

（出典：弊社リサーチ）
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「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむ
ずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・
見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保
険マーケット「コのほけん！」を展開、保険業界向けには各種システム
開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかり
やすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。
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取れる。

コロナ禍対応に迫られる中、保険の営業職員がタブレット端末を
携行して顧客を訪問することが一般化した。「デジタル技術を用い
た営業の生産性の向上」が迫られる中、これまで個別の営業職員
の力量頼りで難しかった、広範な保険商品の取り扱いが横の広が
りとして意識される。タブレット端末をインフラとして利用し、ロ
ボアドバイザーの導入やリモートでの対面による専門性の強い職員
との連携など、デジタル技術を用いることによって取扱商品のカ
バレッジを広げ、営業職員の個人的力量を補うことができる。生
損保商品の横断的クロスセルなど、グループ会社のあり方の再整
理にも波及する可能性があることを前稿（『『生命保険の動向』か
ら見える営業のデジタル戦略』）において指摘した。

営業職員が自分の営業知識・能力を超えた保険商品について、携
行したタブレット販売を通じてインターネット経由での保険販売を
行ったならば、これは営業職員の経路であろうか、あるいは、イ
ンターネット経由の加入であろうか。

また、インターネット販売においても、「対面」機能を取り込むこ
とが可能である。既に、ビデオ会議機能を使った対面確認は実用
に供されている。対面による質疑応答を希望するインターネット加
入者について、ビデオ会議機能を使い対面で説明し販売した加入
者は、インターネット経由の加入であろうか、あるいは、営業職員
の経路に分類されるべきであろうか。

ビデオ機能を用いた「対面販売」の定義については、制度的な枠
組みなど再整理・精緻化が必要となろうが、意思確認のための
チェック・ボックス機能の併用や、ビデオでのやりとりについては
録画が可能であることも考慮すればより広く定義するための障害
となる壁は高くない様に思われる。

以上
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