
グローバルに展開する保険会社は
保険成約率20％の増加、
300万ドルの
コスト削減を実現

新しいeAgent CRMソリューションの
導入で売上とマーケティング成果が向上

ビジネスの状況
家族型および個人型の補完保険商品
（傷害保険、身体障害保険、健康保険、生
命保険）を扱う世界大手の保険プロバイ
ダーは、業務プロセスの見直しを必要と
していた。デジタル時代において、同社
の業務プロセスは未だに紙ベースで進
行しており、それが販売サイクルを遅ら
せる原因となっていた。リード・ディス
トリビューションは非効率的なやり方
で進められており、保険販売員は新し
いセールスリードを受け取るのに大抵
1ヶ月以上待たなければならなかった。
このシステムを介して保険契約申込の
進行状況を追跡することは困難であり、
核となるバックエンドシステムに保管さ
れたデータの整合性も必ずしも正確な
ものではなかった。これらの問題によ
り、保険証券の発行率は目標値を下回
り、また累積的に何百万ドルにも達する
費用が毎年の収益を下押ししていた。

ワークデザインの再設計：
応答性の高いモバイルCRMシステムにより、
販売と顧客対応を敏速にサポート

From Accenture and Microsoft
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これらの課題を克服し、売上および
マーケティング効果を向上させる目的
で、同社は新しい CRMとマーケティン
グプラットフォームの導入を決める。移
動することの多い保険外交員のために
特にモバイル機器の機能性を追求し、
販売員に最良の装備を施す必要があっ
た。このニーズに合ったソリューション
を構築するサポーターとして、同社が
正しい答えを求めたのがアバナードと
アクセンチュアだ。

結果：
顧客サービスが機動力を得てより敏速に
同保険会社のために、アバナードは新し
いCRMプラットフォームを構築、既存の
バックエンドシステムと完全に統合した。

この新しい eAgent アプローチによっ
て、プロジェクトのリリース 1で導入を
行った販売員の業務は劇的に向上した。
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保険販売員は従来、毎月のリードリスト
を郵便配達で受け取っていたが、もはや
待たされることはない。今ではタブレッ
トを起動してその日のリードにアクセス
するだけ。そしてアポイントに出掛ける
のだ。この時、自動ルートマップやスケ
ジュール管理ツールを使用する。

この新しいタブレットとCRMプラット
フォームは、販売員が見込み顧客とのア
ポイントで必要とするすべてのツールを
提供する。販売員はこのツールを介し
て、プレゼンテーションの実行、レート
計算、保険引受に係る質問への応対、保
険証書へのサイン、さらには支払いの受
付けまで行うことができる。

この新しいプロセスは、顧客にとっても
非常に効率的だ。保険を購入した顧客
の大半は、その日のうちに引受承認の返
答を得ることができる。従来のプロセ
スでは、申込みの完了まで8日以上を要
していたが、今ではほぼ瞬時に完了する
ことが可能だ。

ワークデザインの再設計による違い：
新システムが導入されたことにより、
コールセンターのスタッフは複雑なシ
ステムの中で契約申込を追跡するこ
とから解放され、より意味のある保
険についての問い合わせへの対応に
焦点を当てることができるように
なった。
会社提供のタブレットに搭載された
eAgentツールで、保険販売員は、顧
客へプレゼンテーションの実施、
レートの計算、シナリオの作成、なら
びに新規契約時のサインおよび支払
いの処理を行うことができるように
なった。
この新しいCRMシステムのおかげ
で、顧客は、保険契約に係る詳細の受
取り、保険引受に関する手続き、およ
び新規契約の支払いも全てその場で
行うことができるようになった。

・

・

・
・
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豊富な知識を持った言わばミニ店舗を
携えた販売員は、タブレット上ですぐに
取り出せる商品販売カタログなどの資
料を使って顧客の質問に答えることが
できる。今では保険数理データが現場
の販売チームの間で理路整然と保守さ
れるなど、eAgentソリューションと共に
CRMツールは記録の中枢システムとし
ての機能を果たす。保険申込プロセス
も依然と比べ安全性が向上。顧客から
のサインはタブレット経由で受け付け
ることができ、支払いも暗号化されて
同様にダブレット経由での処理が可能
だ。以前は、書面上でのサインが必要と
され、またクレジットカード番号も書面
に書き留めた上に電話をかけて支払処
理を行う必要があった。顧客のもとに
申込書を忘れたなんてことがあれば、
売上は失われたも同然。顧客はその後
申込書を再度記入し、会社にFAXしなけ
ればならないからだ。



Case Study

From Accenture and Microsoft

従来のシステムを介する契約申込の追
跡は、行き当たりばったりの分かりづら
いやり方であった。今では、直感的かつ
正確な方法で追跡できる。進行状況を
問い合わせるためにオフィスに電話を
かける必要がなくなり、その代わり販売
員はすぐに自分で確認する。これらのソ
リューションにより、査定プロセスおよ
び販売員の入力データの管理が改善さ
れ、保険証券の発行率は向上。さらに、
iPadの「Dynamics CRM 2013 Mobile 
Application」のおかげで販売実績の
追跡も改善、リアルタイムの追跡も可能
となった。販売員は自らの販売実績を
目標値と照らし合わせて即座に評価す
ることができる。

アバナードはソリューションの設計を行
う際、販売員の定着についても念頭に
置いていた。ツールには、受賞歴の追跡
やマネージャーと販売員間のコミュニ

ケーションを促すための自動化された
ルールなど、ゲームの手法を応用した機
能が導入された。これにより、販売員の
仕事への満足度が向上。その結果、定
着率も改善した。

フィールドマネージャーもまた eAgent
プラットフォームの恩恵を受ける。リア
ルタイムの活動管理を行うための基本
情報を eAgentプラットフォームから得
ることができるからだ。ツール内のネイ
ティブ機能は新人研修のための青写真
を生み出し、新人研修や販売プロセス
に可視性と正当性を与えた。

同保険会社にとってビジネスインテリ
ジェンスが向上したことにより、この包
括的なソリューションは別の要素を持つ
こととなる。CRMに関する一連の既存
チャートやレポートを含むビジネス・イ
ンテリジェンス・レポートを仕上げる唯

一のリソースとして、CRMシステムがそ
の力を発揮する。これにより売上データ
の詳細分析が可能となり、同社は会社全
体のビジネス洞察を獲得し、より効果的
な意思決定の推進が可能となった。

この新しいCRMシステムの導入により、
同社は堅調な利益水準を維持。リード
処分率は30％超の増加、売上への転換
率は20％の増加、年額保険料に至って
は50％の上昇率をつけた地域もあっ
た。コストに関しては、現在までに約
300万ドルの削減を実現。しかし得たも
のは数字に表れるものだけではない。
販売員の定着、高い生産性、そして顧客
満足度も上昇傾向にある。

インサイドストーリー：
モバイルソリューションを支えた
Microsoft Dynamics CRM
最も効果的なリードの追求、そして最
も効果的な売上転換を実現するため
のプラットフォームとして、同保険会
社が販売員に選んだのがMicrosof t 
Dynamics CRMだ。この決定にはい
くつか の 要 因が 影 響している。当ソ
リューションが誇る競争力の高い価格
設定や利用可能なクラウドホスティン
グの選択肢などだ。

リリース1では、自動化されたリード割
当て、ルートマップ、およびアポイントメ
ント管理のための追加機能を合わせた
Microsoft Dynamics CRMプラット
フォームを試験的に導入した。それと並
行して、レート計算機、オフライン・エー
ジェント・ポータル、および自動リード・
ソリューションなどの販売ツールを備え
たタブレットをチームに装備させた。こ
の試験運用は2つのマーケットで60人の
販売員に対して実施された。



同チームは、更なる2つのリリースにも
取り組んだ。1つ目のリリースでは、複数
のモバイルプラットフォーム向けのオフ
ラインアプリケーションを導入。2つ目
のリリースでは、米国全土にまたがる同
会社の業務にeAgentソリューションを
展開。カスタマーポリシーおよびクレー
ム処理、販売プレゼンテーション、ニー
ズの評価分析、電子申請の申込み、なら
びに保険料の回収における機能性を販
売員に拡張した。

これまでに、システムはすでにCRM2013
オンラインにシームレスにアップグレー
ドされている。アバナードの効率的な未
来志向型システム設計のおかげで、アッ
プグレードはソリューションへの変更を
必要とすることなくスムーズに行われ
た。プロセスは簡単な影響評価と試験
運用を必要とするのみだ。
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未来を見据えて
進行中および将来的に実施されるリ
リースでは、生産性の向上とコスト削減
をさらに推し進めるため、インタラク
ティブな販売プレゼンテーションなど
さらに多くの機能が導入される予定と
なっている。eAgentが米国全体で展開
されれば、この革新的な新ソリューショ
ンは同社全体の成長戦略の重要な要素
と位置づけられると期待されている。

保険会社について
北米、欧州、およびアジア太平洋地域に
おいて家族型および個人型の補完傷害
保険、身体障害保険、健康保険、生命保
険を扱う世界大手の保険プロバイダー。
保有契約件数は米国だけで400万件を
超え、世界各国に約300万人の顧客を
抱える。

アバナードとは？ アバナードの業務

• 2000年にシアトルにて設立された、米国アクセンチ
ュアとマイクロソフトの共同出資合弁会社

• アバナード株式会社は、アバナード・グローバルの
100%子会社として2005 年にビジネスを開始

• マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専門とす
る、唯一のグローバル ITソリューションカンパニー

• IT戦略立案からシステムの設計・構築、アプリケー
ション保守までの幅広い業務を遂行

• 製品を軸とせず、クライアントのビジネスやワーク
スタイルを軸としたソリューションを提供

• 高度な専門知識や経験による、テクノロジービジョ
ンの実現

Avanadeの名称及びロゴは、Avanade Inc.の登録商標です。
その他、記載されている会社名および製品名、サービス名、ロゴ等は、
各社の商標または登録商標です。

アバナード株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 アーク八木ヒルズ
http://www.avanade.com/jp  Phone 03- 6234- 0150
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