
何のために、
当社は
存在して
いるのか

Question

10

第1章 パーパスストーリー パーパス（存在意義）

お客様や地域社会の“いざ”を
お守りすること。それが当社の
パーパス（存在意義）です。

1879年、当社は日本初の保険会社として創業しました。
保険という概念がまだ周知されていなかった時代、近代
資本主義の父と言われる渋沢栄一が、「国家的な事業」と
呼びかけて各方面から出資を募ったことが、当社創業の
大きな契機となりました。渋沢栄一は著書の中で道徳と
経済の一致を説いていますが、この「企業は社会課題の
解決にあたる、即ち“世のため人のため”に存在する」と
いう考え方は、当社の創業時からの想いであり、実際に
創業当時の当社は、海上保険を通じて貿易の積荷を海難
事故からお守りし、日本の経済・社会の発展に貢献する
ことを使命としていました。そして、この想いは今日に
至るまで脈々と継承されています。お客様や地域社会の
“いざ”をお守りすること。それが創業以来の、そして
どの様な時代にあっても変わることのない、当社のパーパ
スです。正に、当社の事業そのものが社会課題の解決で
あり、事業を推進すればするほど、課題解決に繋がる、
社会が良くなる。この様な想い・使命感を持って、事業に
あたっています。

こうしたパーパスの実現に向けて、当社は創業から142

年もの間、想いに溢れる社員に活き活きと働く場を提供
し、その社員が代理店と連携しながら、お客様や社会の
課題解決に取り組んできました。そして、その結果として、
当社は持続的な成長を実現し、株主・投資家にも投資に
見合うリターンをお返ししてきました。社会課題があった
からこそ、当社は課題解決力を高めて、より強くなること
ができた訳ですし、全てのステークホルダーに貢献する
ことで、より大きく成長することができた訳です。
足元では、事業環境が急速に変化し、社会課題も複雑化
しています。時代や環境が変われば、お客様や社会の
ニーズ、課題も変わりますので、パーパスの実現をめざ
す私たちの努力・取り組みに終わりはありません。
全てのステークホルダーに価値を提供し続けることは、
決して簡単ではありませんが、その最適解は必ずある。そう
信じて、私たちはこれからもその道を探し続けていきます。
そして、現状に満足することなく、より一層の「良い
会社」、”Good Company”をめざしていきます。

当社の創業に深く
関わった渋沢栄一
（渋沢史料館所蔵）

Answer

ステークホルダーへの価値提供

活き活きと働く場
の提供

社会課題の
解決に貢献

投資に見合う
リターンを還元

お客様

社員

社会

株主

代理店と連携
ニーズを把握して対応
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なぜ、当社は
パーパスを
実現すること
ができるのか

Question

12

第1章　 パーパスストーリー 培ってきた強み

P14-17 P18-21 P22-25

3つの強み（経営資源）を持ち、
常にこれらを磨き続けて
いるからです。

Answer

安全をお届けし、
安心を大きくする力

ポートフォリオ
マネジメント力

グループ一体経営

当社がこれまでパーパスを実現し、その結果として、
持続的な成長を遂げることができたのは、この142年、
数々の挑戦を重ね、そして幾多の難局を乗り越える中
で、3つの独自の強みを培い、これらをたゆみなく磨き続
けてきたからです。
1つ目は、「安全をお届けし、安心を大きくする力」です。
変化の激しい時代の中にあっても、お客様や社会の課題
を解決するためには、その課題やニーズに対応した商品・
サービスを開発し、これをしっかりとお届けしなければな
りません。これまで社会課題を解決し続けてきた当社は、
課題を察知する力も、課題を解決する商品・サービスを
開発する力も、商品・サービスをお届けする力も持ち合
わせています。足元ではデジタルやデータも活用するこ
とで、こうした力を更に高め、お客様や社会の安心を拡大
しています。

２つ目は、「ポートフォリオマネジメント力」です。
どんなに良い商品・サービスをお届けしても、リスクを
引き受ける当社の経営基盤が揺らいでは、お客様の“いざ”
をお守りすることはできません。そうした意味で、私たち
の事業はサステナブルでなければならず、そのためにも
リスクを分散して事業を安定化させ、“いざ”という事態
に備える必要があります。当社は保険事業のポートフォ
リオを最適化すべく、フォワードルッキングにポートフォリ
オを見直すことで、リスクの分散と事業の成長を両立し、
経営基盤の強化を図っています。
3つ目は、「グループ一体経営」の力です。
グローバルな課題にも適応し、グループ全体として成長
し続けていくためには、多様な人材の力を結集した上で、
課題解決にあたることが欠かせません。当社は多様性
溢れる優れた人材を国内外に最適配置し、その専門性や
叡智をグループの戦略の真ん中に取り入れ、グループ
全体で活用することで、課題解決力のレベルアップや
シナジーの発揮を図っています。

13



お客様や社会の課題を察知する力

課題を解決する商品・サービスを開発する力

お届けする力

AIを活用した自動車事故状況の再現

自然災害の激甚化やコロナ禍も契機としたDXの加速、お客様の
行動様式の変容など、事業環境は大きく、そして急速に変化してい
ます。こうした中で、当社がお客様や社会の期待に応え続けていく
ためには、「足元の環境変化やお客様・社会の課題をいち早く、
そして正しく捉えること」が大前提となります。
当社では、現地現物現場主義の下、現場第一線が一歩でも二歩で
もお客様やマーケットに近づき、そこで得た変化の芽やビジネスの
種を、組織の垣根を越えて全社で、タイムリーに共有しています。
また、お客様や代理店の声を収集する仕組みを構築し、消費者アド

バイザーも交えた分析を通じて、商品・サービスの開発・改善に
繋げています。
一方、新たなリスクやニーズへの対応には、中長期のアプローチも
重要です。従って、当社は産学連携やグループのシンクタンク、
外部調査機関の活用等を通じて、中長期の環境変化やそこから
生まれるリスクや機会の研究にも取り組んでいます。実際に、
2021年度からスタートした3ヶ年の新中期経営計画は、足元の
環境変化は勿論のこと、中長期の事業環境も想定し、そこからバック
キャストして策定したものです（P.34～36、43、48～51）。

*1：数理業務のプロフェッショナル人材　　*2：Return on Risk
*3：データに統計的手法を適用して、将来を予測する分析
*4：数百年に一度規模の巨大自然災害など、保険会社の資本を毀損させうる事象

*5：ロスプリベンションの略で、事故を事前に防止すること

お客様や社会の課題を解決する商品・サービスを開発し、事業とし
て成立させるには、「リスクに見合った適切な保険料」で、「安定的
に引き受ける」ことが重要です。
「適切な保険料」という点では、当社のアクチュアリー*1が、蓄積し
た事故データや外部データを分析し、事故の発生頻度や想定され
る損害額などのリスクを定量化することで、ROR*2の観点から最適
な保険料を設定しています。近年では、TMHCCによるPredictive 

Analytics*3や東京海上日動・あんしん生命等によるビッグデータ
解析など、デジタルやデータも活用することで、リスク分析やプラ
イシングの更なる高度化を図っています。
また、「安定的な引受」という点では、当社はグローバルなリスク
分散をベースに、一方でキャピタルイベント*4に対しては再保険も
活用することで、保有するリスク量を適切にコントロールしています。
この様に、一貫して規律ある引受を行ってきた結果、当社は財務の
健全性に関して、主要格付機関から世界トップクラスの格付を取得
しています。

どんなに良い商品・サービスを開発しても、これをお届けしなけれ
ば意味がありません。その中で重要なことは、一人ひとりのお客様
にとって「最適な補償（商品・サービス）」を、「お客様のニーズに
応じた方法でお届けする」ことだと考えています。
「最適な補償」という点では、当社は自然災害の激甚化を踏まえ、
お客様の契約内容を改めて確認し、必要十分な補償をご提案する
「ご契約内容確認運動」を日本全国で推進しています。また、サイ
バーリスクの高まりなど、リスクが多様化・複雑化する中、とりわけ
保険加入率の低い中小企業に対して、商工団体等と連携し、リスク
の啓発などを通じた最適な補償をご提案しています。
また、「お届けする方法」という点では、例えば、対面での充実した
コンサルティングから、お客様ご自身によるスマートフォンでの
手続きまで、お客様のニーズに応じて対面と非対面をベストミック
スさせることで、一人ひとりのお客様にとって最適な対応を実現し
ています。

こうした「お届けする力」はご契約手続きに留まるものではありま
せん。当社では、有事において、例えば、人工衛星画像をAIで分析
することで被害状況を直ちに特定する、或いはドライブレコーダー
のデータ等をAIで解析することで事故状況を再現するなど、デジ
タルを高度に活用することで、迅速に保険金をお届けしています。
そして、これらの取り組みによって創出した時間は、ロスプリ*5や
お客様に寄り添った親身・誠実な対応など、人にしかできない業務に
振り向けることで、お届けするサービスの更なる品質向上を図って
います。

＜事故対応における高品質なサービスの事例＞

＜スマートフォンでの契約手続き＞

見 本

二次元コード 見 本

赤潮被害の防止・軽減を目的として、
人工衛星や海洋データを活用した研究を実施中

人工衛星画像にAIで分析した水災の被害範囲を重ね合わせた写真

当社は社会課題を解決する革新的な商品・サービスを開発し、
これをしっかりとお届けすることで、お客様から選ばれ、持続的に成長してきました。
足元ではデジタルやデータも活用し、お客様の安心を更に拡大しています。

安全をお届けし、安心を大きくする力

第1章　 バーパスストーリー 強み1 

東
京
海
上
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
   統
合
レ
ポ
ー
ト
 2
0
2
1

01

パ
ー
パ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

14 15



1879

創業

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1.0

2.0

3.0

4.0

1,000

500

保険料
（兆円）

配当
（億円）

（年度）

配当 億円

保険料 兆円

1,391

4.10

東京海上HD設立

日本初の1日自動車保険
「ちょいのり保険」

2012

世のため、人のため。社会課題の解決に何としても貢献したい。そうした想いから、当社は1879年の創業以来、時代と共に変化
するお客様や社会の課題をいち早く、的確に捉えた上で、これらを解決する革新的な商品・サービスを次々と開発してきました。
そして、開発した商品・サービスをしっかりとお届けし、お客様の安心を少しでも大きなものにしようと努めてきました。その結果、
当社はお客様から信頼・評価を得て、持続的に成長し、株主の皆様にも価値を提供してきました。

*1：収入積立保険料を除く
*2：2001年度以前は東京海上、2002年度以降は東京海上日動に加え、日新火災なども合算した保険料を表示
*3：東京海上HDが設立された、2002年度以降の保険料を表示
*4：資本水準の調整として実施した、一時的な配当は含まない

「安全のお届け」を通じた社会課題の解決と
持続的成長の歩み

最近の課題解決の事例

① 2017 自動車保険「被害者救済費用等補償特約」

自動運転の普及を先取りし、迅速に被害者を救済する
自動運転技術の進展により、責任関係の不明確な自動
車事故が発生したとしても、被害者にスムーズに保険
金をお支払いする特約を日本で初めて開発しました
（P.53）。

② 2020 GCubeの買収、洋上風力発電事業者専用の保険

再生可能エネルギーの普及を後押しする
再生可能エネルギーへのシフトを後押しすべく、当社は同分
野における世界のリーディングプレイヤーであるGCubeを
買収しました。また、国内では、洋上風力発電事業のリスクを
切れ目なく補償する保険を開発し、事業者を保険の面から
お支えしています（P.78～79）。本商品の開発が評価され、
当社は「第2回日経SDGs経営大賞」において、「SDGs戦略・
経済価値賞」を受賞しました。

③ 2020 コロナワクチン輸送に係る貨物保険（英国）

途上国へのコロナワクチン輸送を支える
ワクチンは適温から外れると使用できなくなる特性か
ら、保険の引受が難しいところ、英国のTMKは、ワク
チン輸送車へのIoT機器の設置を通じて、「ワクチン
輸送中の変温リスク」を補償する貨物保険をロイズと
開発しました。ワクチンが適温から逸脱した際には、3日以内に保険金をお支払い
することで、途上国への円滑なワクチン輸送に貢献しています。

④ 2020 メディカルKitエール（引受基準緩和型医療保険）

持病のあるシニア層の健康寿命の延伸に貢献する
AIによるビッグデータ解析を通じて、これまでは引受が難し
かった、持病や健康に不安のあるシニア層向けの新たな医療
保険を開発しました。重症化予防に資するサービスも付帯し、
シニア層の健康ニーズにお応えしています（P.29）。

⑤ 2021 自動車保険「ドライブエージェント パーソナル」

更に安心・安全なカーライフを実現する
通信機能付きの2カメラ一体型ドライブレコーダー
を日本で初めて提供。事故発生時の各種サポート
は勿論、前方、後方、側方からの撮影により、あおり
運転対策としても活用できるなど、いつもの運転に
も安心をお届けしています。

2001
マイクロインシュアランス

（インド）

1959
日本初の賠償責任保険

1999

サイバー保険（欧州）

1914

自動車保険バッジ
日本初の自動車保険

日本初の生損保一体型商品
「超保険」

2002

　 国内損保事業*2　　 海外保険事業*3　　　　配当総額*4

元受正味保険料*1（棒グラフ）と配当総額（折れ線グラフ）の推移

強み1 -安全をお届けし、安心を大きくする力第1章　 パーパスストーリー
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持続的な成長とリスク量*1の適切なコントロール リスク量*1の分散効果（2021年3月末）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.5兆円

3.3兆円

2.8兆円 2.9兆円

5.7兆円

2.9兆円

適切に
コントロール

持続的
成長

リスク量

正味収入保険料
+

生命保険料

*1：ESRのリスク量（99.95%VaR、税後ベース）  *2：金融・その他事業、出資に係る為替リスク等

分散前 分散後

12%

22%

12%

26%

29%

50%
分散効果

その他*2

海外保険

国内生保

国内損保（資産運用）

国内損保（保険引受）

当社の強みは、保険事業におけるポートフォリオマネジメント力です。
ポートフォリオの最適化に向けて、フォワードルッキングに買収・売却を行い、
事業の分散と成長の両立を実現しています。

ポートフォリオマネジメント力

ポートフォリオマネジメントのトラックレコード

時の流れは早いもので、私がCEOを務めていたHCCが東京海上グループの一員となっ
てから、もう5年以上が経過しました。現在、私は当社のCo-Head of International 

Businessに就任し、グループの海外保険事業をリードしていますが、ここでは、当社の強
みである「ポートフォリオマネジメント力」について、私自身の経験も交えながら、ご説明
したいと思います。

第4章　

Christopher Williams

～Co-Head of International Business という立場から～

保険はリスクをお引き受けする事業ですので、いかなる事態に直面
しても、経営の屋台骨が崩れることがあってはなりません。だから
こそ、当社は20年近くもの時間をかけて、日本の自然災害リスクと
相関の低い海外保険事業を拡大してきました。これは、リスクを
地理的にも、事業的にも、商品的にも分散させることで、リスク量
の適切なコントロールと持続的な成長を両立させるためです。

また、当社は事業を「買う」だけでなく、時にフォワードルッキングな
「売却」も実行し、そこで創出した資本・資金を次の買収に振り向け
ることで、更なるリスクの分散、事業の成長に繋げています。こうし
たポートフォリオマネジメント等を通じて、リスク量の分散効果は
足元5割まで高まり、結果として当社の修正ROEも11.5%（2020

年度）まで向上しています。

買収合意後のPUREのBuchmueller CEO来日時

第1章　 バーパスストーリー 強み2 
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ポートフォリオマネジメントの軌跡

202020182015201220072000

主に日系企業
向けビジネスを
中心に展開

非日系ビジネスへの
進出強化

欧米での本格展開

米国での成長と
事業分散の推進

地域分散の追求

事業分散の追求

新興国市場での
事業展開の布石確保

（～2000）

新興国損保 新興国生保

再保険子会社

2008年3月買収

2012年5月買収 2015年10月買収

2020年2月買収

2018年12月出資

2021年2月
営業開始

2018年8月買収

2008年12月買収

欧州非日系ビジネス*3
2019年1月以降ランオフ

2019年3月売却

エジプト生保タカフル
2020年9月売却

事業ポートフォリオの見直し

*3：英国の非日系ビジネス、及び欧州大陸における収益性が低い一部の非日系ビジネス（ロイズビジネスは継続）

PHLY買収クロージングKiln買収クロージング

HCC買収クロージングDFG買収クロージング
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当社にとって、M&Aは目的ではなく、あくまでグローバルなリスク
分散を実現するための手段です。当社はこの目的の実現に向けて、
欧米先進国では、スペシャルティ保険*1の分野で、既存事業との
顧客層や商品の重複が少ない会社を、新興国では、市場規模が
大きく、高い成長の取り込みが期待できる地域で、損保のパーソナル

ラインを中心とする会社を、主にM&Aの対象としています。
なお、足元当社の北米は、海外保険事業の利益の8割強を占めま
すが、地域は重複していても、グループ各社の顧客層や商品は
それぞれ異なっているため、リスク分散を実現できています。

当社は規律を持ってM&Aを実行するため、「高い収益性」、「強固
なビジネスモデル」、「カルチャーフィット」という厳格な買収基準を
定めていますが、その中で最も大切にしているものは、「カルチャー
フィット」です。思い返すと、HCCが東京海上グループ入りする
最大の決め手となったのも、カルチャーでした。
当社では、社内にMarket Intelligence機能を持ち、自ら案件を
探し出し、これをロングリスト・ショートリストに纏めています。この
リストを基に、グループのC職や海外保険事業トップを中心に構成
されるIEC（International Executive Committee）にて、年に10

回ほど議論を行い、買収候補を精査していますが、定量的な情報

だけでは買収判断はできません。カルチャーフィットの確認には、
もう一歩踏み込む必要があります。実際に、Pureの買収において
も、私自身がCEOのRossと何度も直接会い、時には彼が大ファン
であるレッドソックスの試合を一緒に見に行ったこともありましたが
（笑）、こうして対話を重ねる中で、経営の方向感やケミストリーの
フィットをお互いが確信したことが決め手となりました。 
この様に、当社はカルチャーフィットを最も重視してM&Aを実行し
てきており、逆に言えば、高い収益性があっても、カルチャーフィッ
トを確信出来なかったがゆえに、買収を見送った案件も過去には
いくつもあるということです。

カルチャーフィットに加えてもう一つ、過去から変わらない当社の
M&Aの特徴は、“invasive（侵略的）”な買収ではなく、被買収会社
のautonomy（自主性）を尊重するという点です。世界中を見回し
ても、当社の様に、“federated（連邦的）”ベースで、グループ経営
をしている会社はそう多くなく、当社が実行しているグループ一体
経営は、独自のビジネスモデルではないかと思っています。
時折、「買収した会社を統合してはどうか」と聞かれますが、これを
すると各社固有のDNAが壊れてしまいます。収益性が高く、強固
なビジネスモデルを持つ“良い会社”を買収しているからこそ、 
autonomyを大事にし、彼ら本来の強みを存分に発揮してもらうこ
とが、グループ入り後の更なる成長に繋がる。私は、ボルトオン

M&Aを多く手掛けたTMHCCのCEO時代から、こう確信していま
す。実際に、当社の海外利益を牽引しているPHLY、DFG、
TMHCCは、いずれもグループ入り後も、マーケットを上回る成長
を実現できており、Pureもこの3社に続いてくれると信じています。
こうした結果、世界最大の保険マーケットである北米において、
当社は企業向け保険分野でTop10の地位を確立し、その中でも
スペシャルティ保険の分野では、トップクラスプレイヤーとなって
います。
ちなみに、東京海上グループは、HCC買収時にもautonomyの
尊重を約束してくれましたが、勿論今でもその約束は守られてい
ます。

M＆Aで対象とする領域・会社

カルチャーフィットを重視した厳格な買収基準

Autonomyを尊重した経営管理と被買収会社の高い成長

*1：一般的な自動車保険や火災保険ではなく、賠償責任保険や医療保険など、企業向けに提供する特殊な保険

補完的

● 住宅火災保険
● 自動車保険　等● 団体向け

　パッケージ
● 賠償責任保険　等

● 超過額労災
● 団体生保・
　所得補償　等

● メディカル
　ストップロス
● 農業保険　
● その他各種
　スペシャルティ
　保険

非営利団体や教育・スポーツ
関連等の保険市場に特化

従業員福利厚生関連の
商品・サービスに特化 主として企業向けのスペシャ

ルティ保険商品に特化

HNW保険市場に特化
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第 1 章　 パーパスストーリー 強み2 - ポートフォリオマネジメント力
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2008 2020 2008-2020 CAGR 2008-2020 CAGR

1.7

3.2

+ 4.75.6%
3.6%

2011 2020 2011-2020 CAGR 2011-2020 CAGR

1.5
2.7

+ 116.5%
4.7%

2015 2020 2015-2020 CAGR

2015-2020 CAGR
2.8

3.9 ▲ 67.2%
4.8%

2014 2020 2014-2020 CAGR 2014-2020 CAGR

0.3

1.3

+ 2425.0%

4.6%

%

%

%

%

北米 4社の高い成長

PHLY

マーケット

マーケット

マーケット

マーケット

DFG

TMHCC

Pure

2020年度は新型コロナウイルスの影響
により、一時的に成長率が悪化したが、
2015-2021CAGRは +5.7%を見込む

（※）

（※）

*2：現地会計ベース正味収入保険料（Pureはマネジメント会社の取扱保険料）　　*3：現地会計ベース税引後利益

ポートフォリオの最適化に向けては、事業を「買う」だけでなく、フォ
ワードルッキングに「売却」も行い、その中身を戦略的に入れ替えて
いくことも重要です。例えば、2000年に設立した再保険子会社
TMRは、当社が本格的に海外展開を行う礎を築いた重要な会社
で、設立の目的は、再保険を通じてグローバルなリスク分散を効か
せること、海外企業の経営を学ぶことなどにあった訳ですが、以下
の理由から、TMRはその目的を達成することができたと判断し、
2019年3月に売却しました。
①2008年以降の大型M&Aの実行により、足元では元受事業を
通じてリスクの分散が実現できるようになったこと

②第三者資本の流入等を背景に、再保険市場の収益状況は厳しく、
利益で100億円規模のTMRが将来的にも満足できるRORを
確保することは難しいこと
③ビジネスは健康体である内に売却することが、従業員にとって
も、当社にとっても、大事であると考えたこと
売却を通じて創出した資本・資金は、更なるリスク分散や成長に
資する事業投資に振り向けることができます。今後も、環境変化や
事業見通しなどを総合的に勘案し、機動的なポートフォリオの見直
しを実行していきます。

顧客層や商品の重複が少なく、リスクの相関が低い “良い会社”を
組み入れることで、リスクの分散と事業の成長を同時に実現する。
一方、フォワードルッキングの観点から、分散と成長への貢献が
期待できないと判断した事業は売却し、その資本・資金を更なる
分散と成長に資する事業に振り向ける。こうしたポートフォリオ
マネジメントを規律を持って絶え間なく回し続け、またそのやり方
は環境変化に応じて進化させることで、これからもリスク量を抑制
しながら、持続的な成長を図り、結果として、当社全体の資本効率
の向上を実現していきます。

私たちのM&Aのトラックレコードとレピュテーションは、次の良質
なM&Aの機会を手繰り寄せることに繋がります。これは他社には
容易に真似できない、当社の大きな強みだと思います。実際、私自
身も、HCCの東京海上グループ入りを決断するにあたっては、
先行事例であるTMKやPHLY、DFGの成功を当然見ていましたし、
各社のCEOから東京海上グループの魅力を直接聞けたことが
大きな後押しとなりました。今後も、PureのRoss CEOはじめ、近年
加わった仲間と共に成長し続けられると考えています。

フォワードルッキングな事業の売却

おわりに

（USD bn） トップライン *2 ボトムライン *3

2008年 12月買収

2012年 5月買収

2015年 10月買収

2020年 2月買収
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当社は、M&Aを通じて獲得した人材をはじめとして、多様性溢れる人材を
適材適所に配置し、グローバルベースで専門性や知見を活用することで、
課題解決力の向上、シナジーの発揮を図っています。

グループ一体経営

当社の強いローカル達は、当社グループが持つ商品ラインアップ

や引受キャパシティ、販売網といったCapabilityを徹底的に活用し

て、強みを一層磨き、成長を加速しています。その成果は

「Revenue（保険料の拡大）」、「Investment（資産運用収益の

拡大）」、「Capital（保有出再*の最適化）」、「Cost（コストの削減）」

の４分野において、グループシナジーという形で現れており、足元

年間約300億円、2016年度以降の累計で1,300億円強の利益

貢献に繋がっています。

こうしたシナジーの定量効果を示している会社は珍しいと思います

が、当社独自の強みである「グループ一体経営」の中で、それだけ

大切に考えているということです。より具体的に言えば、多くの

会社が従業員のリストラによるCostシナジーを追求しようとします

が、当社においては、買収した会社は当社グループ入り後に更に

成長していることから、むしろ従業員は増えています。多種多様な

商品ラインアップやグローバルな販売網を活用したクロスセル

（Revenue）の拡大は勿論、資産運用に高度なノウハウを持つDFG

への運用委託を通じた資産運用収益の拡大（Investment）や引受

キャパシティの活用を含めた保有出再の最適化（Capital）、そして

システムの共同購入といった必要なCostシナジーも着々と実現し

ています。今ではこのシナジーの実現論議は、HD主導というより

はむしろ、各社同士で活発に行われており、例えば北米のCEO

会議でも、足元Pureとのシナジー創出に関する積極的な論議が

自発的に行われるなど、グループの一体感が更に高まっています。

強いローカルの専門性やCapabilityをグループ全体で活用する

当社グループのCapabilityを活用したグループシナジーの創出

強いローカルの確立

*：リスクの分散などを目的に、引き受けたリスクの一部を、再保険を通じて、他の保険会社に移転すること

事業がどれだけグローバル化しても、国・地域によって、規制や

文化、社会課題などは様々ですので、保険事業はどこまでいっても

ローカルビジネスの集合体です。従って、グループ全体として成長

し続けていくためには、グループ各社がそれぞれの地域やマーケッ

トに根差した独自のビジネルモデルを構築し、圧倒的な競争優位を

確立していくことが大前提となります。実際に、当社グループでは、

各社が着実に実力を高めることで、今や各地域でトップレベルの

強いローカルを確立していますが（P.120～121）、この強さがあっ

てこそのグローバルだと考えています。

第1章 バーパスストーリー 強み3
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シナジー効果の主な創出領域

シナジーによる利益貢献額（累計）

Revenue
（保険料の拡大）
グローバルネットワークの活用

Investment
（資産運用収益の拡大）
DFGの資産運用力を活用

Capital
（保有出再の最適化）
グループベースでの保有出再の最適化

Cost
（コストの削減）

グループのリソース活用とスケールメリット

グループシナジー

USD 295mn
年間利益貢献額：

（2020年12月末）

2016 2017 2018 2019 2020
0

1,500

1,000

500

170

1,303
（USD mn）

01

パ
ー
パ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

23



高い専門性を持った人材をグループ戦略の中核に任命

Desmond Yeo

TM Asia Regional Head of Internal Audit 
(TMHDを兼務)

＜主な経歴＞ 
前職はグローバル保険会社の内部監査部長。内部監査、ERM、ITリスク
マネジメントの分野に23年従事

内部監査
Daniel Thomas

International P&C Reserving Actuary 
Committee議長

＜主な経歴＞ 
大手監査法人にて、グローバル保険会社へのリザービングに関する助言等
に、20年以上従事

保険リザーブ*3

Philippe Vezio

TM Asia Deputy CEO ＆ Chief U/W Officer
(TMHCCバルセロナから異動）

＜主な経歴＞ 
各国のスペシャルティ保険の引受に関し、要職を歴任

スペシャルティ
Caryn Angelson

TMNAS CHRO & CLO
(TMHDを兼務)

＜主な経歴＞ 
前職でグローバル法律事務所の弁護士として訴訟実務に携わった経験を
活かし、人事・労務を含む幅広い分野で、法的な観点からコーポレート機能
の強化を支援

法務・人事

Barry Cook

CEO of International Group at TMHCC
(TMHD Global Reinsurance Advisor）

＜主な経歴＞
再保険ブローカー会社の創設（後にTMHCCが買収）以来、30年以上の
キャリアを有し、TMHCCの米国外事業を牽引

再保険
Daljitt Barn

Cyber Centre of Excellence
Global Head of Cyber Risk

＜主な経歴＞
20年以上サイバーリスクの専門家として勤務した後、前職はグローバル
再保険会社にてグループのサイバー保険戦略の策定・ 展開に従事

サイバー保険

小宮CEOによるマジきら会@PHLY（2019年）

広瀬社長によるマジきら会@Zoom（2020年）

海外のグループ会社トップを共同グループ総括等に起用

Donald Sherman
専務執行役員
共同グループCIO
（共同グループ資産運用総括）
Delphi Financial Group CEO

Robert O’Leary
常務執行役員
北米（一部子会社を除く）担当役員補佐
Chairperson of Philadelphia Consolidated 
Holding Corp.

Susan Rivera
執行役員
Chief Executive Officer of HCC Insurance 
Holdings, Inc.

José Adalberto Ferrara
執行役員
Chief Executive Officer of Tokio Marine 
Seguradora S.A.

Christopher Williams
専務執行役員
Co-Head of International Business
共同グループCRSO（共同グループ保険引受･保有政策総括）
元HCC Insurance Holdings CEO

*1：当社では特定の分野について、グループ全体の戦略や方針などをグループチーフオフィサーが総括する仕組みを採用し、グループ横断の横串機能を発揮しています。
*2：DAVID COLLIS, AKIKO KANNO, “Tokio Marine Group (A)”, ”Tokio Marine Group (B)”, HARVARD BUSINESS SCHOOL, SEPTEMBER 15, 2020
*3：既発生の保険金債務（将来の保険金支払い）を適切に見積もり、支払備金として積み立てること

優れた人材を最適配置し、グループの戦略の確度や実行力を高める

土台としてのパーパスの浸透

優れた人材の最適配置

シナジーは定量的なものに留まりません。これまで当社はM&Aを
通じて、リスクの分散と事業の成長を図ってきた訳ですが、最大の
成果は優れた人材や専門性、知見を獲得できたことだと考えてい
ます。優れた人材をグローバルに最適配置する。そして、各社が
持つ専門性や知見を融合させたBest practiceをグループの戦略
の真ん中に取り入れ、活用していくことで、当社はグループ全体の
政策の確度や実行力を高めています。
例えば、買収した会社の経営トップがグループ全体の資産運用や
海外保険事業の共同グループ総括に就いていますし、高い専門性
を持った人材もグループ横断で取り組む戦略の中核として活躍し
ています。こうした海外トップマネジメントも含めたチーフオフィ
サー制*1や機能別グローバル委員会などは、6年程度の期間を
経て、今ではかなりグループに定着していますが、これに加えて、

グローバルイシューへの対処も当たり前の様にグループ一体で
実行しています。
実際、海外トップマネジメントも参画したPostコロナタスクフォー
スを2020年の夏に立ち上げ、海外人材の知見を活かして、当社は
Postコロナにおけるグループ戦略のアップグレードを図っていま
す（P.69）。前中計の3年は、コロナ以外にも、自然災害や低金利と
いった課題に当社は直面しましたが、叡智を結集してこれらを乗り
越え、グループ一体経営の実力を高められたことは、大きな成果で
あったと考えています。
こうした当社のグループ一体経営は、その戦略の独自性から、
HARVARD BUSINESS SCHOOLのcase study*2に取り上げら
れていますが、そのレベルを更に引き上げ、課題解決力を一層
高めていきます。

国内外に4万人を超えるグループ社員が有事にバラバラにならず、
また平時においても熱意と一体感を持って課題解決にあたってい
くには、多様な人材をひとつのチームとして結び付ける、横串とし
てのカルチャーが重要となります。当社では、まじめな話を気楽に
する「マジきら会」を、役員間、役員と社員、社員間と、あらゆる階層
でグローバルに行い、パーパスの浸透に取り組んでいます。この
マジきら会で大切なことは、私たちの仕事がお客様や社会にどう

役立っているか、チームで力を合わせることで世の中にもっと貢献
できないかなど、社員自身が自ら考え、対話を通じてそれを皆で
共有することで、仕事の意義を深く腹落ちさせることにあります。
当社では、グループカルチャー総括（CCO）も務めるCEOがパーパス
の浸透においてもグループの先頭に立ち、世界中の社員にフィジ
カルにもリモートにも「What is our business for?」と問いて回る
ことで、グループ全体にカルチャーを通しています。

強み3 - グループ一体経営第1章　 パーパスストーリー

パーパスの浸透に向けた社員との対話の様子

経営体制のグローバル化・強化

グループ総合力の発揮

●国内外横断のシナジー創出や
ベストプラクティスの共有

●グループ横断の課題をグループの
知見を結集して解決

●海外人材のグループ経営への参加

●グループ経営にフォーカス
●グループカルチャーの浸透に向けた取り組み

機能別グローバル委員会など
国内外のトップマネジメントが

グループの様々な経営課題を議論

ERM Enterprise Risk Management Committee

海外保険 International Executive Committee

デジタル Digital Round Table

保有・
再保険戦略 Global Retention Strategy Committee

資産運用 Global Investment Strategy Committee

IT Global Information Technology Committee

グループCEO/CCO
Culture

グループチーフオフィサー
CFO Financial

CSSO Strategy and Synergy

CDO Digital

CRSO Retention Strategy

Co-CRSO Retention Strategy

CIO Investment

Co-CIO Investment

CHRO Human Resources

CWO Wellness

CRO Risk

CLCO Legal and Compliance

CITO Information Technology

CISO Information Security

CSUO Sustainability

CDIO Diversity & Inclusion

金融・
その他事業

国内損保
事業

国内生保
事業

海外保険
事業
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これから
当社は
何を
めざすのか

Question
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第1章　 パーパスストーリー めざす姿

「お客様の“いざ”という時」を
支えるためにも、
「“いつも”支えることが
できる存在」に

Answer

「お客様や地域社会の“いざ”をお守りすること」は当社の
創業時からのパーパスであり、どのような時代にあって
も決して変わることはありません。そしてこのパーパス
以外に、変えてはならない領域はないとも考えています。
足元では、コロナ禍も契機に、事業環境が大きく、急速に
変化しており、社会インフラである保険会社への期待は
高まっています。そして、こうした難しい時代の中、従来
型の保険ビジネスだけに拘っていると、変わりゆくお客
様や社会の本当の期待に応え続けることが難しくなるの
ではないか、とも考えています。例えば、激甚化する自然
災害や増大するサイバーリスクに対して、有事において
「保険金をお支払い」するだけで、パーパスを実現したと
言えるのだろうか。言うまでもなく、「保険金のお支払い」
は保険会社において最も重要な機能ですので、これを万
全に実行することは大前提ですが、事故を未然に防ぐ、
仮に事故が発生してもその負担を軽減する、そして早期
に復旧し、再発を防止する。こうした事前・事後の安心、
「保険金支払いに留まらない価値」を提供することもより
一層重要になっていくと、当社は考えています。そのた
めに、当社はデジタルも徹底的に活用し、ヘルスケアや

防災・減災、モビリティ、サイバー等の幅広い分野におい
て、価値提供領域を飛躍的に拡大することで、当社の
パーパスである「お客様の“いざ”という時」を支えるため
にも、「“いつも”支えることができる存在」へと進化でき
るよう挑戦していきます。
時代が変われば、社会課題も変わり、その解決策も変わ
る。これは当然のことであり、時代の転換点を迎える中
で、私たちが役割を発揮すべき領域をしっかりと見定め、
そして自らも大胆な変革に挑戦することが重要だと考え
ています。
当社は、引き続き社会課題解決のトップランナーとして、
事業活動と社会課題解決を循環させながら、サステナブ
ルな社会づくりに貢献し、「社会的価値」と「経済的価値
（利益成長）」を同時に高めていきます。
そして、こうした社会課題解決と事業活動の循環とその
継続的改善にスピード感を持ってしっかりと取り組んで
いくことで、全てのステークホルダーの皆様に価値を提
供し続け、100年後もそのような皆様から頼られ、真に必
要とされる“Good Company”をめざしていきます。
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新たな価値創出に向けた事業の開始

REVEAL

R

予兆を検知する、リス
クを明らかにする

RESILIENCE
レジリエントな地域
社会の実現

REDUCE
リスクを減らす、事故
をなくす

RETAIN
新たなリスクや従来
あまり引き受けてこ
なかったリスクを引受

REFINE
良くする、健康になるdigital

●最先端テクノロジーや
I o Tデバイスの研究・
活用

data

d

●当社独自のリスクデー
タプラットフォーム
●高度なデータ分析体制

design
●アジャイル開発
　実装体制

独自の
リスクデータ
プラットフォーム

グループのデータ分析・
ソリューション開発力強化 グループと連携しながら

様々な「R」を広めていく

新たな価値提供

データドリブン
商品

1

リスク
アルゴリズム
事業

3

保険に
留まらない
リスク

ソリューション

2

海外グループ会社

など

新たなリスクや、従来
は困難であったリスク
の引受（補償提供）の
実現

早期検知・予防領域で
の新技術・ソリューショ
ンを保険商品と一貫
で提供

リスクの可視化や将来
予測等に基づき、顧
客・地域社会の行動変
容を促すことで、より
良い社会（事故がなく
なる・健康になる等）の
実現

“いざ”という時を
支えるため、

“いつも”支えることが
できる存在へ

ヘルスケア

防災・減災

モビリティ

サイバー

・
・
・
など

グループの高度な
デジタル・ケイパ
ビリティを集約

AlgoNaut社・
PKSHA社との
戦略的JV

特集1 これから当社は何をめざすのか

東京海上ディーアール（TdR）を通じたグループとしての取り組み全体像

お客様の「“いざ”という時を支える」ための「“いつも”支えることが
できる存在」とは、単に保険金をお支払いするだけの存在ではな
く、お客様が被る可能性のある事故の予兆を検知し、事故の被害
に遭わないようにできる存在、お客様が万が一病気になったとして
も、すぐに良くなるアドバイスをして差し上げられる存在といったこ
とを指します。社内的には「事前の安心と事後の安心のご提供」と
呼んでいますが、当社では、このような存在になって初めて、当社
のパーパスを果たすことができたと言えるのではないかと考えて
います。
当社が、事業領域を拡大し、「“いつも”支えることができる存在」に
進化するために、なくてはならないもののひとつがデジタル活用
です。例えば、お客様の運転性向を分析することでお客様の交通
事故を未然に防ぐことができるようになるかもしれない。お客様の
健康診断のデータや生活習慣をお伺いすることで、病気になりに
くい、万が一病気になったとしても重症化しにくくなるようなアドバ

イスができるようになるかもしれない。東京海上グループのめざ
す姿がここにあります。
2021年7月、東京海上グループは、“いつも”支えることができる
存在へと進化するために、当社のデータ中核機能を担う「東京海上
ディーアール」を立ち上げました。東京海上ディーアールには、グ
ループの高度なデジタル・ケイパビリティを集約させ、グループの
データ分析やソリューション開発力の強化を担わせます。そして、
東京海上ディーアールのデジタル・ケイパビリティを活用し、「防
災・減災」や「ヘルスケア」、「モビリティ（P.15、52-53）」、「サイバー
（P.80-81）」などの分野において、事前・事後の安心のご提供を強
力に進めていきます。

「“いつも”支えることができる存在」へと進化するために、
デジタルを徹底的に活用し、事業領域の拡大をめざします。
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近年、日本全国各地で甚大な被害をもたらす自然災害が頻発して
います。特に、水災については、2018 年の西日本豪雨や2019 年
の台風19号、2020 年に九州で発生した豪雨などにより、河川の氾
濫や大規模な浸水が発生しています。
実際に水災が発生した場合には、自治体は、迅速かつ適切な避難
勧告の判断等が求められますので、発災直後
の情報をタイムリーに収集することが重要と
なります。
このような中、2021年4月、東京海上日動と東
京海上ディーアール（2021年4月時点では東
京海上日動リスクコンサルティング）は、国立
研究開発法人防災科学技術研究所の協力の
もとAI技術を活用した水災危険度予測システ
ムを新たに開発しました。このシステムにより、
浸水被害が発生するエリアを即時に推定し、リ
アルタイムで危険度を表示することや、危険度
が高まっているエリアにおける世帯数や年代
別人口を見える化することが可能となります。

今後、東京海上日動と東京海上ディーアールは、統合型GIS（地理
情報システム）を導入している自治体向けにこのシステムを提供
し、強靭で自然災害に強い地域社会づくりへ貢献していきます。そ
して、その結果として、事故を未然に防ぐことによるお客様からの
評価の獲得や損害率の低減に繋げていきます。

事業領域の拡大事例 ※モビリティ分野の事例は P.15、52-53、サイバー分野の事例は P.80-81ご参照

防災・減災

ヘルスケア

新たに提供するオンラインサービスの具体例

オンラインによる医療相談＊2や、生命保険業界初となるお客様が病院を指定できるセカン
ドオピニオン予約、お客様が医師・病院を指定できる受診予約サービスをご提供します。

お客様の健康管理や重症化予防の取り組みをサポートするため、AI管理栄養士が食事・
運動・睡眠などの毎日の生活をサポートする健康アドバイスアプリをご提供します。

＊1：保障性商品に限ります。
＊2：「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の遠隔健康医療相談の範囲で実施します。

【システム画面イメージ】浸水エリア即時予測

人生100年時代を迎え、健康寿命の延伸が重要な社会課題となる
中、中高齢層のお客様を中心に「いつまでも自分らしく健康で長生
きしたい」というニーズは一層高まっています。
このような環境変化を受け、あんしん生命は、ひとりでも多くのお
客様にあんしんをお届けするため、2020年8月に、持病がある方
や健康に不安のある方にまで引受範囲を拡大した引受基準緩和型
医療保険「メディカルKitエール」を発売しました。
本商品は、ビッグデータの解析により、保険の引受基準を抜本的に
見直し、引受対象者の拡大と低廉な保険料を実現しています。ま
た、持病のある方や健康に不安のある方は、医療の専門家による

サポートや疾病の重症化予防への関心が高く、新型コロナウイル
ス感染症拡大により、オンラインでの健康不安の解消に対する関
心も高まっています。そこで、本商品では、お客様の毎日の生活に
おいても一層の健康とあんしんをお届けするため、新たに2つの
オンラインサービスを提供することとしました。
このようにデジタルを徹底的に活用して開発した「メディカルKit

エール」は、過去最大＊1のヒット商品である「メディカルKit R」に次
ぐ売れ行きとなりました。あんしん生命では、今後も、東京海上
ディーアールのデジタル・ケイパビリティ等も活用しながら、更な
るあんしんの提供を実現していきます。
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強靭で透明性の高いガバナンス P.92-113

培ってきたグループの強み

安全をお届けし、安心を大きくする力 ポートフォリオマネジメント力 グループ一体経営

価値創造を支える基盤

価値創造アプローチ

お客様や社会のニーズの変化、社会課題の多様化・複雑化

DXの急速な進展コロナの感染拡大人口動態の変化地球温暖化

高齢化・医療技術の
進化などに伴う

介護・医療の負担増加
天然資源や

生物多様性の保護

教育を通じた
機会の平等

技術革新が
もたらす

様々な環境変化

格差社会・
インクルージョン

経済成長・
イノベーションを支える

産業基盤

当社のめざす姿  

世界のお客様に“あんしん”をお届けし、成長し続けるグローバル保険グループ

新中計で達成が視野に入る
中長期ターゲット
（マイルストーン）

社会課題の解決を通じた価値の提供
～創業時から変わらぬパーパスの実現～

保険金のお支払いを通じて、お客様や地域社会の“いざ”を支えることはもとより、
事前・事後まで、価値提供領域を拡大する（“いつも”支える）ことで、

これからもパーパスを実現していく

お客様のあらゆるリス
クを把握し、最適な
商品・サービスを提案

デジタルも活用し
事前・事後も含めた
安心を提供

～ 100年後もGood Companyをめざして～

修正純利益
5,000 億円超

修正ROE

12%程度 グローバルピア並みに引き上げ（50%程度）

お客様

安心と安全をお届けす
ると共に、未来に繋がる
挑戦を支えることで、お
客様の健やかで心豊か
な生活の実現に貢献す
る

社会

誰もが安心・安全に生活
し、何事にも挑戦できる
サステナブルな社会づ
くりに貢献する

未来世代

未来世代に持続可能な
環境を引き継ぐ

社員

いきいきと活躍できる
機会の提供とエンゲー
ジメントを通じ、社員に
よる高いパフォーマンス
の発揮に貢献する

株主・投資家

株主リターンの持続的
な拡大。適時適切な情
報開示と建設的な対話
を通じて、株主・投資家
からの信頼および企業
価値の向上に取り組む

めざす社会  

誰もが安心・安全に生活し、何事にも挑戦できるサステナブルな社会

01
自然災害のリス
クと共に歩む
レジリエントな
世界

地球規模の
気候変動・

自然災害の増加

01

02

03

04 05

06

07

02
健康寿命が高ま
り、誰もが安心
して、自分らし
く、豊かに暮ら
せる世界

03
全ての人々が
働きがい・生きが
いを持てる世界

04
産 業・地 域 の
イノベーションが
支えられ、国力
が向上した世界

05
当社がリードす
る都市戦略に基
づいた安心・安
全・快適な世界

06
子供たちの生き
る力が育まれる
世界

07
地球環境が持続
可能な状態で未
来世代に引き継
がれる世界

年度目標2030 ・自社温室効果ガス排出量▲60%削減*（2015年度対比）
・主要拠点における電力消費量に占める再エネ比率100%　等

普遍的で
コアとなる
社会課題

*：自社の事業活動に伴うもの
   （Scope1+2+3（カテゴリ1．3．5．6））

等

日本で初めて生損保一体型商品「超保険」を発売
インドでマイクロインシュアランスを発売
英国でサイバー保険をいち早く開始
日本で初めて賠償責任保険を発売
日本で初めて自動車保険を発売
貿易を支える海上保険会社として誕生

2002
2001
1999
1959
1914　
1879

過去

現在

100年後

時代と共に変化する
社会課題を解決してきた歴史

社会課題の解決を通じた成長を実現していく
新中期経営計画の2+1の成長戦略

次の成長ステージに向けた事業投資

新しいマーケット
×

新しいアプローチ

保険本業の
収益力強化

事業活動と社会課題解決を循環させることで、
強みや戦略に磨きをかけ、
課題解決力を更に高める

「社会的価値」と「経済的価値」を
同時に高めていく

価値創造のスパイラルアップ

P.14-17 P.18-21 P.22-25

P.16-17

P.48-51

01 07 マテリアリティ特定において
前提となる社会課題

P.72-73

配当性向

リスクを
お引き受けし
不安を解消

リスクを検知し
損害発生を
回避・抑制

損害を補償し
挑戦を後押し

早期復旧
再発防止
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