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調査目的
• セレントは、銀行、保険、証券、決済サービス業界におけるテクノロジー利用について定期的な調査を行っており、その一環として2021年7-9月

に、日本市場において本サーベイを実施した。
• サーベイは、金融システム・サービスに関連したイノベーティブな企業を対象にアンケート調査（Request for Information: RFI）を実施し、

ベンダー各社の当該事業への取り組み状況と、金融機関における当該サービスの方向性を明らかにすることを目的としている。
• RFI参加者は、予めセレントから送付した情報提供依頼書（次ページ以降に掲載）に対し、書面、電話インタビューで回答した。回答者には

各社のCクラス、企画、販売、開発、運用、保守部門の責任者が含まれる。

レポート・メソドロジー
• これまで、Part 1では「シンガポール」、Part 2では「大中華圏（中国本土、香港）と東南アジア（インドネシア、タイ、ベトナム）」のテクノロ
ジープロバイダー、インシュアテック、コアプラットフォームプロバイダーの概要を紹介してきた。

• Part 3では「日本」におけるインシュアテック各社の取り組みにフォーカスする。
• すべての企業を網羅しているわけではなく、選択した地域のすべての国をカバーしようとしているわけでもない。
• データは、地域や企業に関する公開情報、各社へのRFI（情報提供依頼書）に基づくプロファイリングやインタビュー、アナリストが地域の企
業情報にアクセスした際のエクスポージャーなどから収集している。

• リサーチの目的は、これらの地域で保険イノベーションがどこにあるのか、あるいはどこに向かおうとしているのかについての市場の観察とそのパ
ターンを抽出することであり、各社のレーティングやランキングをすることではない。

アジア・インシュアテックシリーズ
日本と北東アジアにおける展開

Source: Celent
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インシュアテック各社の取り組み

テクノロジー開発 ソリューション創出

テストサイクルと
イテレーション

効果の計測

ユースケースの選定

アジア・インシュアテックシリーズの視点
アジア主要都市におけるインシュアテック事情とイノベーションへの取り組み

Source: Celent
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インシュアテック＋保険＝イノベーションのランドスケープ

イノベーション

独自製品または
ホワイトラベル・プラットフォーム
の提供

主要ビジネスユニットを
エンハンスする
斬新なイノベーション
の創出

インシュアテック

イノベーションラボ

デジタル・インシュアラー
代理店を排除し、
生損保のオンライン保険を
セルフサービスで提供

1. 銀行、医療、通信などのドメ
インとの統合

2. 低コスト、低価格、シンプル
なプロセス

3. モバイルファースト、チャット
ボットによるアドバイス、データ
とマイクロサービスアーキテク
チャによる合理化

保険会社とインシュアテック、
テクノロジーベンダーの
コラボレーション

単一プラットフォームで
保険商品以外の
クロスセルを可能にする

アジア・インシュアテックシリーズの視点
アジア主要都市におけるインシュアテック事情とイノベーションへの取り組み

Source: Celent
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FINOLABでは多くのFinTechスタートアップの業務拡大とともに、
金融機関のデジタルトランスフォーメーションの推進を支援して
います。特に、保険分野においては2018年以来InsurTech
Startup Meetupの運営に参加し、最新の技術動向やビジネ
スモデルの紹介を行ってきました。今回は日本のInsurTech事
情を内外に知らせるべく、金融テクノロジー領域のリサーチで国
際的に評価の高いCelen社の調査に協力することになりました。

柴田誠 (Makoto Shibata)
Head of FINOLAB, Chief Community Officer

• FINOLABは、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを拠点とするFinTechエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的と
した会員制のコミュニティ＆スペースである。

• FINOLAB RESEARCHは、FINOLABコミュニティメンバーの業務展開に役立つ金融ビジネスや先端技術に関する情報の収集・分析・解説を行うとと
もに、日本のFinTechエコシステム拡大に資する情報発信を内外に行っていくことを目指す調査組織である。

企業概要
商号：株式会社FINOLAB

設立日：2019年7月11日
所在地：東京都千代田区大手町1-6-1

代表者：代表取締役 伊藤千恵
業務内容：新規事業/ イノベーションのテーマパーク（オンライン＆リ
アルの場）を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワク感、共感で
きる人との出会い、SANDBOX（実験場）等を提供することにより、事
業創出の課題を解決する。また、社会課題を解決する事業を次々に
創出できる、次世代のビジネスエコシステム構築を目指す。
https://finolab.tokyo/jp/

アジア・インシュアテックシリーズの視点
FINOLABとのコラボレーション

Source: FINOLAB, Celent

https://finolab.tokyo/jp/


日本市場におけるインサイト
エグゼクティブサマリー
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『アジアにおけるインシュアテック・シリーズ』は、アジアの各地における保険市場とインシュアテックの動向を分析してきた。「シンガポール編」においては、都市国家の観察結果からイ
ノベーションを実現するための4つの主要分野（インシュアテック、デジタル・インシュアラー、イノベーションラボ、テクノロジーベンダーとのコラボレーション）に着目した。「大中華圏・東
南アジア編」では、大中華圏（中国本土、香港）と東南アジア（インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール）におけるインシュアテック、保険コアプラットフォームプロバイダーの概
要を取り纏めた。このシリーズ第3弾では、日本における成熟と成長の保険市場の動向とそこに挑むインシュアテックのプロファイルを紹介する。本シリーズは、各地におけるすべての
企業を網羅しているわけではないが、これらの地域における保険のイノベーションの現況把握と、市場の方向性の分析、市場参加者への提言を目的としている。
世界と日本の保険市場
• パンデミック後の2020年、世界市場の保険料収入は、前年比-2.1％（生保-4.1％、損保1.1％）となった。地域別にみると、特に日本、西ヨーロッパの落ち込みが大きく、
日本-7.7％（うち生保-9.6％、損保-1.1％）となっている。世界市場全体で見れば、2021年末の保険料収入は、パンデミック前の水準まで回復することが見込まれるが、
コロナ禍への対応状況等により、その回復は各地で均一的ではなく、特に西ヨーロッパや日本では回復が遅れると予想されている（日本1.9％、うち生保2.2％、損保
0.8％）。

• 2021年からの10年間は、「黄金の10年間」と位置付けられる。パンデミックを契機としたリスク認識の高まり、持続可能性への対応、新興市場における保険の普及により、
全世界で年平均5％以上（うち生保5.6％、損保4.6％）の保険料収入の伸びを予測しているが、日本はこの水準に届かない。地域別の保険料収入（生損保合計）
の割合も、2010年では最大のシェアを占めていた西ヨーロッパや日本のシェアは大きく低下する一方で、アジアは引き続大幅な増加が見込まれ、保険ビジネスの世界的な重
心は西から東へ、アメリカ、西ヨーロッパからAPACへ、日本などの成熟国から中国をはじめとした新興国へのシフトが予測される。

日本市場におけるイノベーションの機会
• 生命保険：第三分野、特に医療保険

– コロナ禍による社会環境の激変とライフスタイルの多様化は、長期固定から短期可変型の保険ニーズを加速し、その必要性に応える契約管理システム、保険契約者サ
ポートシステムのニーズを加速している。

• 損害保険：自動車保険（保険料率の改定や新等級制度の導入）、火災保険（料率改定や新サービスの導入）、新種保険（建設工事、動産総合、機械、賠償責
任など）
– 成熟市場（従来型の生命保険、損害保険市場）においても、新たなライフスタイル、産業の創出に伴う新たなリスクが生まれ、保険ニーズが高まっている。すべての保険
種目において「PAYD型」「PHYD型」のニーズは高まり、契約管理、料率算定の柔軟性と自動化が問われる。

• 少額短期保険：タイムツーマーケット（商品設計、約款、システム）が全てを決し、デジタルはその前提
– 事業規模、収益性を考慮すれば、固定的な従来型ITが不適切なことは自明であり、成長市場での経験は成熟市場への様々な示唆をもたらすだろう。圧倒的なコスト
削減と顧客経験を両立するのは、テクノロジーである。

アジア・インシュアテックシリーズ—日本市場におけるインサイト
エグゼクティブサマリー：市場動向

Source: Celent
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企業名 ソリューション名｜概要 バリュープロポジション

Finatext Inspire（インスパイア）｜
短期間でデジタル保険を立ち上げる保険クラウ
ド

• スモールスタートで新しいビジネスを育成
• レガシーシステム問題を回避
• デジタルネイティブな保険を短期間で継続的に生み出す仕組み
• 短納期ー商品あたり、プロジェクト開始から2カ月でリリース

hokan hokan®（ホカン）｜
保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理
サービス

• すべての保険代理店、保険募集人にとって、最適な保全機会を提供
• 保険契約者に関わるすべての情報をペーパーレスで1ヶ所に集約
• 保険事務作業を自動化し、負担を軽減
• 保険代理店/ 保険営業にかかわる全てのユーザーインターフェイスを一元化、簡素
化

justInCaseTechnologies joinsure（ジョインシュア）｜
保険DXを支援するSaaS型保険システム

• 新保険商品の迅速な市場投入
• チャネルの多角化による保険契約者の顧客体験の向上
• 保険契約者サポート（契約、変更、保険金請求）のDX
• レガシーシステムから脱却、保守運用の効率化
• 保険金請求受付のためのチャットボット

ニッセイ情報テクノロジー READ-IT!! ｜
保険非定型書類のデジタル化

• 学習済みAI、ディープラーニング技術活用
• 高速処理
• Web API（クラウド）によるサービス提供
• スマートフォン対応、専用アプリをダウンロードする手間無く本人確認などの事務手
続きを顧客完結で実現

NTTデータ InsureMO ｜
保険デジタルサービスプラットフォーム

• 豊富な保険業務API
• 幅広い商品テンプレート
• 多様なInsurTechサービスとの接続
• クラウドベースのサービス提供（オンプレミスでも対応）
• マイクロサービス・アーキテクチャ

Source: Celent RFI, Asia Insurtech Series 2021

アジア・インシュアテックシリーズ—日本市場におけるインサイト
エグゼクティブサマリー：インシュアテック各社の取り組み



日本の保険市場
成熟と成長市場におけるイノベーションの機会と
ビジョン
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「デジタル金融の統合基盤」の実現

• Finatextは、三菱UFJ銀行が提供する「ID連携APIサービス」との連携を
開始した。

• 本連携は、Finatextの「デジタル金融の統合基盤」を活用し開発される三
菱UFJ銀行の資産形成サービス「Money Canvas」にて、インターネットバ
ンキングサービスのアカウント情報を用い、他の金融サービスと連携することで、
会員登録や口座開設、ログインを可能とする。利用者が「Money 
Canvas」上で複数の金融サービスを利用する際の情報入力負担を大幅に
軽減し、シームレスな顧客体験を実現する。

• Finatextが提供する証券ビジネスプラットフォーム「BaaS」や保険クラウド
「Inspire」を利用する事業者のサービスでも、ダイレクトID連携が可能とな
り、利用者が証券口座を開設したり保険を申し込む際のサービス利便性を
向上させることで、口座開設率や申込み率、再訪率の改善が期待される。

• この取り組みは、Embedded Finance（埋込型金融サービス）の実装を
加速させ、日常的な他のデジタルサービスに金融サービスが自然と溶け込ん
でいる利便性を実現するだろう。 Finatextが提供する「デジタル金融の統合基盤」は、証券・保険・銀行などの

様々な金融サービスを1つのプラットフォーム上で提供するシステム基盤。異なる
金融機関や事業者の利用者IDを、厳格なセキュリティ基準を満たした上で連
携することを可能とし、利用者の利便性を大幅に向上すると同時に、利用者の
データの柔軟な管理や利活用に貢献する。
本基盤はクラウド上に構築されており、柔軟性と拡張性、セキュリティコントロー
ルといったクラウドの強みを最大限に活用する。Finatextが提供する証券ビジネ
スプラットフォームや保険クラウドとの連携を通じて、新たな証券商品や保険商
品のタイムツーマーケット（市場投入までの時間）を改善する。

（株式会社Finatextホールディングスのプレスリリースより）

日本の保険市場
イノベーションのビジョン

Source: 「Finatextホールディングス、三菱UFJ銀行の「ID連携APIサービス」と連携開始」（2021年9月）https://finatext.com/news/20210927/

https://finatext.com/news/20210927/
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保険金請求の状況を可視化し、顧客の保険体験を改善

• 保険営業の業務を補完し、顧客情報を保管するクラウドサービス
「hokan®」を提供するhokan（ホカン）は、保険金請求の状況を可視
化し、顧客からの保険金等請求時に顧客対応の状況への抜け漏れをなく
す、管理機能の活用方法を公開する。

• 一般的に自動車、火災保険や医療保険などの保険金や給付金は、顧客
からの連絡を受けてから多くの段階を経て保険会社から支払われる。保険
代理店を介しての請求手続きは、募集人ごとに管理されていることも多く、
結果、見落としや請求漏れ、遅延が発生した。

• この状況を改善するためhokanでは保険金請求の状況を可視化し、代理
店の組織全体で顧客の保険体験を向上させる環境をテクノロジーを通じて
支援する。

• 一覧画面上で付箋のような「チケット」を業務進捗に応じて動かすことができ
る機能では、募集人は顧客チケットの作成後、対応履歴さえ残せばチケット
を次のステージに移動するだけの簡単なステップで進捗管理を可能とする。

• 管理者は一覧画面上でチケットの状況をチェックして期限や同じ段階にずっ
と滞留している案件の対応履歴を確認し、フォローアップする管理体制が構
築可能となる。募集人ごとに確認が必要だった案件の一括管理を可能とす
る。

• 今後は、期日が近い案件、滞留している案件をアラートする機能を構想し
ている。

保険は「万が一のときの備え」であるからこそ、消費者が自らすすんで購入する
商品にはなりえない。保険という概念や商品の理解も一般消費者には難しい。
しかし、万が一のことが起きた時、保険金を受け取れるかどうかは保険契約者の
人生に大きな影響を与え、そこでの体験によって保険の印象が左右される。保
険が消費者にとってより身近なものになるために、保険加入という入口だけでなく、
保険金受け取りという出口においても、代理店業務の効率化を支援してゆく。

（株式会社hokan 代表取締役 尾花政篤）

日本の保険市場
イノベーションのビジョン

Source: hokan「保険金等請求の状況が可視化、顧客の保険体験を良いものに」（2021年9月）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000028337.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000028337.html
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「コロナ助け合い保険」：医療保険未加入層へのアウトリーチ

• 「助けられ、助ける喜びをすべての人へ。」をビジョンに掲げるjustInCaseは、
2020年5月より提供を開始した「コロナ助け合い保険」において、加入者ア
ンケートを実施しその結果を公表した。

• 保険は検討を始めてから加入まである程度の期間検討するのが一般的で
あるが、「コロナ助け合い保険」加入者のうち約4割が知ったその日に加入し
ている。

• 「コロナ助け合い保険」の加入者のうち、41%が医療保険に加入していない。
「これまで医療保険が届いていない層に対し、不安な状況下での経済的安
心を届けたい」という同社のビジョンはここに実証された。

• 「コロナ助け合い保険」に加入する決め手は、約8割が「安価な保険料」で1
位、次いで、半数が「手続きがネット完結で便利」と答え、保険契約者は新
型コロナ禍で非接触・即日保障開始であることや、スマホで簡単に加入でき
ることにメリットを感じている。

• 「コロナ助け合い保険」について https://medical.justincase.jp/
– 手続きはスマホ/WEB上で人との接触なしで完結
– 1泊2日以上の入院に対し、入院一時金10万円を保障
– 新型コロナウイルス罹患時の自宅療養にも対応
– クレジットカード決済完了後すぐに保障開始
– 安価な保険料（月払いのみ）

保険業界はレガシー化からの脱却を図り、DX化を進めようとしている。とりわけ、
新型コロナ禍でそのスピードが想定よりも早まり、さまざまな課題も顕在化してい
る。社会が急変する中、ただDX化することだけでなく、保険自体が顧客に提供
する価値も変わる。保険事業者がこうした社会変革に対応し、顧客と寄り添い、
新しい価値を提供していくためにはどのような準備が必要なのか？大企業の持
つ歴史と圧倒的な信頼に、スタートアップ企業のテクノロジーや柔軟なアイデアが
組み合わせることで、新しい価値観やライフスタイルに沿った保険の価値を提供
できると信じている。

（株式会社justInCase 代表取締役社長 畑 加寿也）

日本の保険市場
イノベーションのビジョン

Source: justInCase「『コロナ助け合い保険』加入者のうち、約4割が医療保険未加入層」（2021年9月）https://news.justincase.jp/news/20210922/

https://medical.justincase.jp/
https://news.justincase.jp/news/20210922/
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AIを活用した「社会課題解決」への対応

• ニッセイ情報テクノロジーは、健康寿命の延伸を目的に、認知症予防ソ
リューションに取り組んでいる。その一環として、高齢者が気軽に認知症対策
へ取り組める iPad アプリ「ニッセイ脳トレ」を開発し、介護施設への導入や
自治体における認知症予防プログラムでの活用などを通じて、社会課題解
決に取り組んでいる。

• 認知症予防には、日常的な脳への刺激や生活習慣の改善が有効と言わ
れており、「ニッセイ脳トレ」は「短期記憶のトレーニングに役立つクイズ」、「生
活習慣アドバイス」等多数のコンテンツを、ユーザーが毎日継続しやすい仕
組みで提供している。

• 「ニッセイ脳トレ」はAmazon Alexaの「認知症対策スキル」として供され、
Alexaに対応した音声で操作できるスマートスピーカー上で稼働する。クイズ
の他にも、食事、睡眠、運動等に関する「生活習慣アドバイス」も提供する。

• 「ニッセイ脳トレ」を中心とする認知症予防対策ソリューションは、公益社団
法人企業情報化協会（IT 協会）が主催する 2020 年度「IT 賞」にお
いて、『IT 賞（社会課題解決領域）』を受賞した。受賞理由として、以下
の取り組みが認められた。
– 専門家や現場での調査をもとにしたAIツールの開発
– 単なる「AIアプリ」の開発に止まらず、専門家や自治体、メディアを巻き
込んだエビデンスベースの認知症予防活動の支援

– 超高齢化という社会課題に対して産学官を巻き込み、IT による解決に
挑戦している

金融機関の中でも、生保はデジタル化が難しい。銀行は日常生活の中で顧客
との接点が多い。損保の場合は、保険の対象である車や家屋がIoT（インター
ネット・オブ・シングス）との親和性が高い。これに対して、生保は契約期間が長
く、数十年に及ぶが他業態に比べて契約および支払い以外における顧客との
接点が少ないため、データを集めにくい。こうしたことから、業務の自動化という
「守り」からDXの推進が始まり、現在は蓄積したデータを活用したニーズの把握、
あるいは保険外のサービスとの連携といった「攻め」のテーマでイノベーションの取
り組みを加速している。
（ニッセイ情報テクノロジー株式会社 執行役員 デジタルイノベーション企画

部長 加藤 雅之 ）

日本の保険市場
イノベーションのビジョン

Source: ニッセイ情報テクノロジー「2020 年度『IT 賞（社会課題解決領域）』の受賞について」（2020年11月）https://www.nissay-it.co.jp/news/pdf/news_201125_2.pdf

https://www.nissay-it.co.jp/news/pdf/news_201125_2.pdf
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APIを活用した保険業界向け共通基盤サービス

• NTTデータは保険会社と販売代理店がシステムを接続する際の連携仕様
の標準化を進めている。生保や販売代理店など数社が集まるワーキンググ
ループを設立し、共通基盤の仕様を検討、業界標準としての普及に取り組
む。

• これまでは保険会社と販売代理店が個別にシステム連携の仕方を決めてい
たが、仕様が標準化されれば保険会社と代理店の双方にメリットがある。例
えば、契約状況を照会する仕様が標準化されれば、複数の保険会社の契
約状況を一覧できるサイトを代理店が自社の顧客向けに作ることなどが容
易になる。

• NTTデータは複数の生命保険会社、保険代理店とともに、2020年8月に
「保険代理店チャネルにおける生保標準API検討ワーキンググループ」を発
足した。2021年1月、API標準仕様原案の第一弾として「契約照会業
務」「解約返戻金照会業務」「申込進捗状況照会業務」における各ユース
ケースでのAPI呼び出し時の応答項目を公開した。

• 同ワーキンググループではAPIの標準仕様に加え、保険会社とAPI利用者
間のネットワークおよび認証についても仕様検討を進め、NTTデータが提供
する保険業界向けサービスである「insurance API PORT（API管理基
盤サービス）」、「保険会社共同ゲートウェイ（保険会社と保険代理店をセ
キュアに接続する認証・ネットワーク基盤）」を活用した業界共通的なAPI
公開基盤のサービス基盤を提供してゆく。

「insurance API PORT」には、標準API公開サービスと個社API公開サービ
スの2種類のサービスがあります。業界標準APIを搭載する「標準API公開サー
ビス」を利用することで、共通IF・共通インフラのもとで業界標準APIの外部公
開が可能になります。更に、「個社API公開サービス」を利用することで、保険会
社は自社でAPI管理基盤を持たずとも、個社戦略に合わせたAPI公開が可能
になります。
「insurance API PORT」は、API化に伴い保険会社が抱える、APIの乱立
や基盤構築のコスト負担、API開発の有識者不足等の課題を解決する、保険
業界に特化したAPI管理基盤のアウトソーシングサービスです。

(NTTデータ 第一金融事業本部 保険ITサービス事業部)

日本の保険市場
イノベーションのビジョン

Source: NTTデータ「insurance API PORT® 保険業界向けAPI管理基盤サービス」 https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/insurance_api_port/
「保険会社共同ゲートウェイ」 https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/insurance_gateway/

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/insurance_api_port/
https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/insurance_gateway/


関連するセレントインサイト
VI



20© CELENT

統合された保険エコシステム: 
次世代の保険会社

アジアにおけるインシュアテック・
シリーズ : シンガポールにおけ
る変化する状況と進化するイノ

ベーション

保険会社CIOの調査：2020
年ビジネスとITの優先順位：

アジア太平洋地域編

アジア太平洋地域の保険業
界: 2021年ビジネスとITの優

先順位

ヘルスケアと保険：健康情報
科学、モノのインターネット、お
よび統合された電子健康記録

アジアにおけるインシュアテック・
シリーズ: 大中華圏・東南アジ

ア編

生命保険契約管理システム：
アジア太平洋地域編：

VENDORMATCHを活用した
2021年スペクトラムレポート

アジア太平洋地域の保険契約
管理システム: 損害保険編

保険CIOの優先事項 ― パー
ト1：日本とAPAC（アジア太

平洋地域）

保険CIOの優先事項 ― パー
ト2：日本とEMEA（欧州・中

東・アフリカ)

保険CIOの優先事項 ― パー
ト3：日本とNA（北米）

2021年のニューノーマル：
「生き残り」から「繁栄」へ

関連するセレントインサイト

https://www.celent.com/ja/insights/642461103
https://www.celent.com/ja/insights/648697275
https://www.celent.com/ja/insights/805193397
https://www.celent.com/ja/insights/630355591
https://www.celent.com/ja/insights/146226644
https://www.celent.com/ja/insights/208569082
https://www.celent.com/ja/insights/109922423
https://www.celent.com/ja/insights/719117452
https://www.celent.com/ja/insights/311133615
https://www.celent.com/ja/insights/908618288
https://www.celent.com/ja/insights/349163819
https://www.celent.com/ja/insights/776221081
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次のステップへ：セレントの活用方法

セルフガイドでリサーチを閲覧

アジェンダを具体化

VENDORMATCH
を使って最適なベン
ダーを 検索

アナリスト
と貴社固有の状況
について議論

セレントの顧客は我々が蓄積した豊富な
インサイトにアクセス可能

フルレポートはこちらから

• シンガポール編
• 大中華圏・東南アジア編
• 日本編

「アジア・インシュアテックシリーズ」

お問い合わせはこちらから
info@celent.com

https://www.celent.com/vendormatch
https://www.celent.com/ja/our-people
https://www.celent.com/ja/insights
https://www.celent.com/ja/insights/648697275
https://www.celent.com/ja/insights/208569082
https://www.celent.com/ja/insights/834574557
mailto:info@celent.com
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執筆アナリスト

MAX ANG
Insurance Analyst, Singapore, Singapore

mang@celent.com

LinkedIn

https://www.celent.com/our-people/590047982

柳川 英一郎
Senior Analyst, Tokyo, Japan

eyanagawa@celent.com

https://www.celent.com/our-people/eiichiro-yanagawa

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/angmax/
https://www.celent.com/our-people/590047982
https://www.celent.com/our-people/eiichiro-yanagawa
https://www.linkedin.com/in/eiichiro-yanagawa/
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• CEO
• CMO
• Product Managers
• Business/Technology 

Development

• Digital Transformation
• Heads of Business Divisions
• Innovation
• Strategy, Corporate 

Development and M&A

• 金融テクノロジーの導入事例・活用事例
業界のリーダーは何をしているのか? どうすれば彼らから学ぶことができるか?

• テクノロジー・トランスフォーメーションのためのインサイト
テクノロジー・トランスフォーメーション戦略は何を考慮し、どのような内容か?

• テクノロジーとイノベーションの将来動向
革新的な新技術やソリューションの評価、そのビジネス適用はどのように取り組むべきか?

• ベンダー企業データベース
– 競合他社との比較において、自社のポジショニングは?
– 1,000社以上のプロバイダーが何を提供しているか? どれが本物でどう違うのか?

• 金融機関におけるIT投資動向
– 各市場、各業界の金融機関におけるIT投資の優先順位とその変化の要因は何か?
– CIOの取り組みと課題は?

• 競争優位性のためのインサイト
自社の競争優位性に関する同業他社比較、弱点の克服策は何か?

セレントのインサイト
金融機関、テクノロジープロバイダー、ITサービス企業、
コンサルタント、機関投資家向け

?
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セレントのアウトプット

200+ 年間レポート発行本数

>2000 テクノロジーベンダーのデータベース

>250 年間スピーキングエンゲージメント回数

世界73か国で事業展開
金融セクターにフォーカス
• 保険会社
• 銀行
• 資産管理会社
• 投資銀行
• テクノロジーベンダー
• ITサービス会社
• 機関投資家

モデルアワード・プログラム
には、 銀行、保険、証券、
リスク管理の各分野で、
年間300件以上の応募

15年以上にわたり、
毎年、世界各地の優れた
IT活用のケーススタディレ
ポートを50件以上発行

金融サービスのテクノロジー・エコシステムを360
度見渡し、あらゆる分野の顧客をサポート

セレント
貴社のための独立した技術戦略調査チーム
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