SPECIAL FEATURESPECIAL FEATURE

Digital
Digital
Transformation
Transformation
デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーション
（DX）の推進
（DX）の推進
当社は、
「 ステークホルダーの価値創造」
当社は、
「 ステークホルダーの価値創造」
と「収益力の強化」
と「収益力の強化」
を実現するため、
を実現するため、
4つの変革に取り組むことで、
4つの変革に取り組むことで、
デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーション
（DX）を推進しています。
（DX）を推進しています。

カスタマージャーニー変革
カスタマージャーニー変革

お客さまとのデジタル接点を拡大し、
お客さまとのデジタル接点を拡大し、
保険期間中もパーソナライズしたサービスや高い利便性を提供すること等により、
保険期間中もパーソナライズしたサービスや高い利便性を提供すること等により、
お客さま体験 お客さま
価値の向上をめざします。
価値の向上をめざします。

防災・減災アラートの開発
防災・減災アラートの開発

三井住友海上データ
三井住友海上データ
外部データ

（保険契約データ等）（保険契約データ等）
（気象データ等）

「パーソナライズしたリアルタイムの情報提供」
「パーソナライズしたリアルタイムの情報提供」
をコンセプトに、当社保有データと
をコンセプトに、当社保有データと

外部データ

（気象データ等）

地 域ごとの 気 象地
情域ごとの
報 等 の 外気部データを組
象情報等の外
み部データを組
合 わ せ、お 客さまの
み 合 わ属
せ、
性お
や客さまの
契約
属性や契約
内 容に応じてパーソナライズした防
内 容に応じてパーソナライズした防
災・減災アドバイスを配
災・減 災アドバイスを配
信するアラートサー
信するアラートサー
ビスの開 発を進めています。
ビスの開 発を進めています。
リアルタイムなアラートを通じ、
リアルタイムなアラートを通じ、
防 災・減 災に資する
防 災・減 災に資する
付加価値の提供をめざします。
付加価値の提供をめざします。

パーソナライズしたアラートサービス
パーソナライズしたアラートサービス

適切なタイミングで必要な保険に簡便に加入できる「ビルトイン型保険」の推進
適切なタイミングで必要な保険に簡便に加入できる「ビルトイン型保険」の推進

デジタルビジネス事業者のサービスの中に保険提案プロセスを埋め込み、
デジタルビジネス事業者のサービスの中に保険提案プロセスを埋め込み、
サービスと合わせてワンス
サービスと合わせてワンス
トップで加入できる
トップで加入できる
「ビルトイン型 「ビルトイ

保険」の提供を進めています。
保険」の提供を進めています。
ECサイトでの商品購入者向けの修理保険や、
ECサイトでの商品購入者向けの修理保険や、
旅行関連サービス利用者向けの旅行保険の提供を開始
旅行関連サービス利用者向けの旅行保険の提供を
しており、今後もさまざまな領域へ展開していきます。
しており、今後もさまざまな領域へ展開していきます。
デジタルビジネス事業者のサービス
デジタルビジネス事業者のサービス
（例：旅行予約サイト）
（例：旅行予約サイト）
保険提案プロセス

保険提案プロセス

旅行予約手続の途中に保険提案プロセスを埋め込む。
旅行予約手続の途中に保険提案プロセスを埋め込む。
旅行プラン選択

旅行プラン選択
旅行予約手続

旅行予約手続
おすすめ

おすすめ
説明

入力
説明

確認
入力

当社が提供する機能
当社が提供する機能
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旅行代金支払
確認
＋保険料支払

旅行代金支払
＋保険料支払

SPECIAL FEATURE
SPECIAL FEATURE

1年10月に、
2021年10月に、
経営企画部に「CXマーケティ
経営企画部に
ングチーム」
「CXマーケティ
を新設しました。
ングチーム」
社会・企業のデジタルトランスフ
を新設しました。社会・企業のデジタルトランスフ
ォーメーション（DX）
ォーメーション
やライフ （DX）やライフ

イルの変化が急速に進む中で、
スタイルの変化が急速に進む中で、
同チームを中心として、
同チームを中心として、
高度なデータ分析によってお客さま体験価値
高度なデータ分析によってお客さま体験価値
（CX）の向上と変革を実現し、
（CX）の向上と変革を実現し、

さまから選ばれ続けるブラン
お客さまから選ばれ続けるブラン
ドをめざします。ドをめざします。

Digital Transformation

Digital Transformation

度なデータ分析によってお客さま体験価値（CX）の向上をめざす取組み
高度なデータ分析によってお客さま体験価値（CX）の向上をめざす取組み

ソリューション変革
ソリューション変革

タル技術・データを活用した商品・
デジタル技術・データを活用した商品・
サービスや新規ビジネスを開発することによ
サービスや新規ビジネスを開発することによ
り、お客さまの課題解決に資する新たな価値の提供
り、お客さまの課題解決に資する新たな価値の提供

ざします。 をめざします。

X valueシリーズ
DX valueシリーズ

的損失に備える保険の機能に加え、
経済的損失に備える保険の機能に加え、
事故・災害に対し“未然に防ぐ”、
事故・災害に対し“未然に防ぐ”、
“影響を減らし回復を支援する”機能を持つDXを活用した
“影響を減らし回復を支援する”機能を持つDXを活用した

ビス一体型商品を、
サービス一体型商品を、
保険の提供価値を変革するコア商品として、
保険の提供価値を変革するコア商品として、
ラインアップを拡充しています。
ラインアップを拡充しています。

−ドラ』 『Ｆ−ドラ』

見 守るサイバー保
見 守るサイバー保
険
険

ドライブレコーダーとインカメラを活用し、
専用ドライブレコーダーとインカメラを活用し、
「 事故・緊急時」
「「
事故防止
事故・緊急時」
「サイバー攻撃被害の発生を未然防止するためのセキュ
事故防止
サイバー攻撃被害の発生を未然防止するためのセキュ
リティソフト
リティソフト

」
「 運行管理」サポートで企業等に安心と安全を提供するサービスです。
取組」
「 運行管理」サポートで企業等に安心と安全を提供するサービスです。
「防検サイバー・見守るサイバーモード」
「防検サイバー・見守るサイバーモード」
と、事故発生時の経済的損
と、事故発生時の経済的損

年3月にAIによる事故状況説明システム
2022年3月にAIによる事故状況説明システム
「Aiʼs」
を追加し、
よ
「Aiʼs」
りスムーズな
を追加し、
よりスムーズな
失を補償するサイバー保険
失を補償するサイバー保険
「サイバープロテクター」
「サイバープロテクター」
を一体化し、
ワン を一体化し、
ワン

解決に役立てられるよ
事故解決に役立てられるよ
うになりました。 うになりました。

ストップで提供する商品です。
ストップで提供する商品です。

sTech RisTech

技術や新たな産業領域の調査・研究、
先進技術や新たな産業領域の調査・研究、
企業・自治体等とのアライアンス、
企業・自治体等とのアライアンス、
デジタル技術やデータ等の活用によ
デジタル技術やデータ等の活用によ
り、社会・企業・地域の課題解決に
り、社会・企業・地域の課題解決に

るサービス・ソリ
資するサービス
ューションを創造していきます。
・ソリューションを創造していきます。

災ダッシュボード
防 災ダッシュボード

ドラレコ・ロードマネージャー
ドラレコ・ロードマネージャー

リスクにつながる
災害リスクにつながる
リアルタイム気象データ、
リアルタ
洪水予測データ、
イム気象データ、
発災後のAIに
洪水予測データ、発災後のAIに
当社の通信機能付き
当社の通信機能付き
ドライブレコーダーが取得する道路映像データ
ドライブレコーダーが取得する道路映像データ

被害推定をわかりやすくダッシュボード上に可視化することで、
よる被害推定をわかりやすくダッシュボード上に可視化することで、
住民の
と、
住民の
東京大学発のスター
と、東京大学発のスター
トアップ企業のAI画像分析技術を組み合わ
トアップ企業のAI画像分析技術を組み合わ

や財 産を守るための地
生 命や財 産を守るための地
域 社 会における防域
災・減
社 会における防
災 対 策を支災・減
援する、
災 対 策を支
せることによ
援する、 り、道路損傷箇所を自動的に検出し、
せることにより、道路損傷箇所を自動的に検出し、
自治体等における 自治体等における

体向けサービスです。
自治体向けサービスです。

道路点検・管理業務を支援するサービスです。
道路点検・管理業務を支援するサービスです。
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ビジネススタイル変革
ビジネススタイル変革

営業部門や損害サポート部門の業務オペレーション等について、
営業部門や損害サポート部門の業務オペレーション等について、
デジタル技術の活用によって生産性を向上し、
デジタル技術の活用によって生産性を向上し、
よりイノベーティブな
よりイノベーティ
営業活動へのシフ
営業活動へのシフ
トや、
「 心にまで向き合う事故対応」
トや、
「 心にまで向き合う事故対応」
の深化をめざします。
の深化をめざします。

MS1 BrainMS1 Brain

「MS1 Brain」は、
「MS1
代理店ビジネスの基盤となるAIを活用した代理店システムです。
Brain」は、代理店ビジネスの基盤となるAIを活用した代理店システムです。
代理店がお客さまに対してよ
代理店がお客さまに対してよ
り高品質な提案やわかり
り高品質な提案やわ
やすい商品・サービスの説明を行うことを、
やすい商品・サービスの説明を行うことを、
AIがサポートします。
AIがサポートします。

「MS1 Brain」の一機能である
「MS1 Brain」
「MS1
の一機能である
Brain リモー
「MS1
ト」は、
Brain
お客さまと代理店間の新たなデジタ
リモート」は、お客さまと代理店間の新たなデジタ
ル接点を創出します。
ル接点を創出します。
メッセージのやり取りや
メッセージのやり取

※
Web面談が行えるセキュアなコミ
Web面談が行えるセキュアなコミ
ュニケーション機能と、
ュニケーション機能と、
非対面による契約手続機能を備えています。
非対面による契約手続機能を備えています。
手続機能は、2021年10月に全種目
手続機能は、2021年10月に全種

に拡大し、契約手続だけでなく契約内容変更手続もWeb上で完結することが可能となりました。
に拡大し、契約手続だけでなく契約内容変更手続もWeb上で完結することが可能となりました。
これらにより、お客さま体験価値の向上をめざすとともに、
これらにより、お客さま体験価値の向上をめざすとともに、
ペーパーレス化によ
ペーパーレス化によ
り、
カーボンニュートラルにも貢献していきます。
り、
カーボンニュートラルにも貢献していきます。
※一部対象外商品があります。
※一部対象外商品があります。

MS1 Brain の主な機能
MS1 Brain の主な機能

ニーズ予測分析 ニーズ予測分析
パーソナライズド動画
パーソナライズド動画
経営者サポート 経営者サポート
MS1 Brain リモート
MS1 Brain リモート

損害サポートプロセスの変革
損害サポートプロセスの変革

2 0 2 1 年 7 月から、
2 0新
21
損年
害サービスシステム
7 月から、新 損 害サービスシステム
「 B R I D G E 」を自動
「BR
車I D
保G険で
E 」を自動
先 行 導車
入し、
保 険で
お客さまとのデジタル接
先 行 導 入し、お客さまとのデジタル接
点や 利 便 性を強点や
化 利 便 性を

しました。お客さまは、
しました。
スマートフ
お客さまは、
ォン等からいつでも損害写真・動画の送信や、
スマートフォン等からいつでも損害写真・動画の送信や、
必要なメッセージ必要なメ
・書類を送信できるなど、
ッセージ・書類を送信できるなど、
手軽に保険金 手軽に保
請求を完結することができます。
請求を完結することができます。

また、自動車事故の際にはAIが専用ドライブレコーダーの映像を正確に文章や図で説明するシステム
また、自動車事故の際にはAIが専用ドライブレコーダーの映像を正確に文章や図で説明するシステム
「Ai's」が、水災の家屋被害の
「Ai's」が、水災の家屋被

際には「AIドローン」
際には
による浸水高測定とチャッ
「AIドローン」による浸水高測定とチャッ
トボットによる被害状況申告を組み合わせた
トボットによる被害状況申告を組み合わせた
「水災デジタル調査」
「水災デジタル調査」
が、お客さまを万全に
が、お客さまを万
サポートします。サポートします。

このように、デジタル技術を活用した保険金支払業務のプロセス変革を図り、
このように、デジタル技術を活用した保険金支払業務のプロセス変革を図り、
お客さまに一日でも早い事故解決や保険金をお届け
お客さまに一日でも早い事故解決や保険金をお
しています。

しています。

BRIDGE
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Aiʼs

Aiʼs

AIドローン

AIドローン

BRIDGE

SPECIAL FEATURE
SPECIAL FEATURE

の主要なイノベーション都市にグローバルデジタルハブ
世界の主要なイノベーション都市にグローバルデジタルハブ
（GDH）
を設立し、
（GDH）
インシュアテック企業や先進的なデジタル技術を有する
を設立し、
インシュアテック企業や先進的なデジタル技術を有する

との協業等を通じて、
企業との協業等を通じて、
ノウハウの蓄積と展開を推進しています。
ノウハウの蓄積と展開を推進しています。
2022年度からは、
2022年度からは、
メタバース上にGDHを新設し、
メタバース上にGDHを新設し、
グローバルビジネグローバルビジネ

革を加速させていきます。
ス変革を加速させていきます。

ジアでのオープンイノベーション
アジアでのオープンイノベーション

Digital Transformation

Digital Transformation

グローバルビジネス変革
グローバルビジネス変革

イスラエルでのオープンイノベーション
イスラエルでのオープンイノベーション

シンガポールを推進拠点として、
GDHシンガポールを推進拠点として、
個人向けの保険販売のデジタル
個人向けの保険販売のデジタル
サイバーセキュリティやモビリテ
サイバーセキュ
ィ領域に代表される、
リティやモビリティ領域に代表される、
同国の先進ソリュー同国の先進ソリュー

注 力しています。
化に注
2 0 2力しています。
1 年 8月には、
2東0南アジア最
2 1 年 8月には、
大のオンライン
東 南アジア最 大のオンライン
ションの取り込みに注力しています。
ションの取り込みに注力しています。
2021年5月には、
コネクテッ
2021年5月には、
ドカー コネクテッドカー

車取引プラットフ
自動車取引プラ
ォームを提供するTrusty
ットフォームを提供するTrusty
Cars Pte Ltd.へ出資し、
Cars Pte Ltd.へ出資し、
向けのサイバーセキュリティ
向けのサイバーセキュリティ
ソリューション等に強みを持つUpstream
ソリューション等に強みを持つUpstream

ドネシアでドライバー向けアプリをリ
インドネシアでドライバー向けアプリをリ
リースするなど、新たな自動車
リースするなど、新たな自動車
Security Ltd.へ出資し、
Security
自動運転車の社会実装を見据えた協業取組を
Ltd.へ出資し、
自動運転車の社会実装を見据えた協業取組を

の開発や自動車ビジネスの創造に取り組んでいます。
保険の開発や自動車ビジネスの創造に取り組んでいます。

推進することで、安心
推進することで、
・安全なモビリテ
安心
ィ社会の実現に取り組んでいます。
・安全なモビリティ社会の実現に取り組んでいます。

デジタル人財育成
デジタル人財育成

学と提携したMS
大学と提携したMS
& ADグループ専用研修プログラム
& ADグループ専用研修プログラム

8年度から東洋大学情報連携学部と提携した
2018年度から東洋大学情報連携学部と提携した
「MS&ADデジタルアカデミー」
「MS&ADデジタルアカデミー」
を、2020年度から京都先端科学大学と提携した
を、2020年度から京都先端科学大学と提携した

&ADデジタルカレッジfrom京都」
「MS&ADデジタルカレッジfrom京都」
を開催し、4年間で合計約970名が修了しました。
を開催し、4年間で合計約970名が修了しました。
2021年度から前者に気候変動対策に関する
2021年度から前者に気候変動対策に関する

スを新設したことに加え、
コースを新設したことに加え、
2022年度から後者にEV
2022年度から後者にEV
（電気自動車）に関するコースの新設を予定しており、
（電気自動車）に関するコースの新設を予定しており、
プログラムを拡充して新た
プログラムを拡充して新た

ジネスモデルや商品
なビジネスモデルや商品・
・サービスを創造できる人財の育成を進めます。
サービスを創造できる人財の育成を進めます。

ループ内で新たなビジネスアイデアを
グループ内で新たなビジネスアイデアを
集するプログラム
募集するプログラム

から新たなビジネスアイデアを募集する
社員から新たなビジネスアイデアを募集する
「デジタルイノベーション
「デジタルイノベーション

レンジプログラム」
チャレンジプログラム」
を2019年度から実施しており、
を2019年度から実施しており、
3年間で約
3年間で約
0件のアイデアが集まりました。
5,500件のアイデアが集まりました。
この中から選定したアイデアの
この中から選定したアイデアの

化を検討しており、
実現化を検討しており、
一例として、株式会社マップルが開発・提供
一例として、株式会社マップルが開発・提供

「通学路安全支援システム」
する
「通学路安全支援システム」
に当社が保有する事故データを連
に当社が保有する事故データを連

ることで、実際の交通事故の発生地点を地図上で可視化する
携することで、実際の交通事故の発生地点を地図上で可視化する

能を開発し、
新機能を開発し、
社会実装に向けた実証実験を行っています。
社会実装に向けた実証実験を行っています。
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