エヌエヌ生命保険
業

種︓保険

業種詳細︓法人向け生命保険商品やサービス
の開発と販売
従業員数︓約 15,000 名（グループ全体、

2018 年 2 月 15 日現在）
導入クラウド

Sales Cloud、Service Cloud、Pardot、
Marketing Cloud、Community Cloud、
Einstein Analytics、Platform

CX 向上を目指した取り組みを支える
プラットフォームとして
Salesforce を採用
顧客情報の統合管理をベースに
多様な施策をタイムリーに展開

CUSTOMER SUCCESS STORY

課題・背景

解決策

導入効果

ビジネスのさらなる成長のカギ
を握るデジタル技術の活用によ
る CX 向上が求められていた

CX 向上に向けたビジネス戦略
上のアイデアを具現化していく
ためのプラットフォームとして
Salesforce を活用

代理店向けポータル IRIS では年
24 回の新機能リリースを実施。
月間 UU 78% 増、月間ログイ
ン数 152 ％増、NPS スコア 40
ポイント増を実現

保険の相談、募集を代理店に委
ねる間接営業のビジネスモデルの
ため、顧客接点は限定的であった
各部門のシステムが分断されて
おり、チャネル間で共通した顧客
インサイトの情報連携がスムー
ズではなかった

各チャネルのシステムを Salesforce に統合し、シングルカスタ
マービュー、およびシームレスな
プロセスとサービスを提供する
基盤を構築
代理店向けポータル「IRIS 」を通
じて代理店による統合された顧客
情報にもとづく営業活動を支援
一人ひとりにパーソナライズさ
れたアプローチを強化

リアルタイムな顧客情報にもと
づく営業支援機能が代理店営業
のサービス品質向上に寄与
顧客のニーズを踏まえた O n e
to One マーケティングを始動
統合された顧客情報、プロセスか
らより正確なデータ分析が可能
に。得られたインサイトを CX の
向上に活用

導入クラウド

Sales Cloud
Service Cloud
Pardot
Marketing Cloud
Community Cloud
Einstein Analytics
Platform

“One to One マーケティングを強化する上で、
ビジネス上のアイデアを俊敏に実現していく
ことが可能となりました。Salesforce には、
私たちの必要とする多くの機能が
用意されています”

信岡 良彦氏

執行役員
チーフエクスペリエンスオフィサー

CX 向上の取り組みに向けて
3 つの課題の克服が不可欠

ました」とエヌエヌ生命の信岡良彦氏は

業 1300 社を対象にアンケート調査を実

語る。

施しましたが、
『オンラインの手続きは面

課題の 1 つ目は、エヌエヌ生命のビジ

倒だと感じるか』という設問に、なんと

世界 18 か国で保険・資産運用事業を

ネスの特徴として、代理店チャネルを通

71 ％の方々が『強くそう思う』
『そう思

展開する NN グループの一員であるエヌ

じた保険商品の販売を行っていることに

う』と答えており、そうしたお客様はむし

エヌ生命は、1986 年 4 月 1 日に日本で

起因する。同社は、全国にある営業拠点

ろ紙ベースによる処理を望んでいるとい

は初めてとなる欧州発の生命保険会社

と連携しながら、日頃から多くの中小企

う状況なのです」と信岡氏は説明する。

「ナショナーレ・ネーデルランデン生命保

業と接し、その経営課題に対して多角的

もちろん、業種や経営者の年代によって

険会社 N.V. 日本支店」として営業を開始

な観点から提供できるプロフェッショナ

も温度感の違いはあるが、大勢として、

した。以来、中小企業に注力した法人向

ルな代理店を通じて商品やソリューショ

現状では中小企業のデジタル化がいまだ

けの事業保険を展開。中小企業のニーズ

ンを提供するビジネスモデルを確立して

進んでいないものと言える。

に照準を合わせて設計された事業保険商

いる。その当然の帰結として、自社が持

品の提供を通じて、顧客が財務面で安定

ち得る顧客接点が限定的となる。

した将来を確保していくための支援を行
っている。

2 つ目は、システム面があげられる。契
約者管理や代理店管理、コールセンター、

事業戦略全体をトータルに支える
統合プラットフォームとして
こうした課題を抱える中で、CX 向上

マーケティングなどの各チャネルを担当

の取り組みをどのように展開していくか

当社が成長を遂げていくには、より良い

する部門が構築するシステムは、それぞ

という問題について検討を重ねた。そし

カスタマーエクスペリエンス（CX ）の提

れ個別に運用されており、デジタルにお

て、エヌエヌ生命が導き出したのが、顧

供が重要なカギを握っています。当社に

ける情報管理の一元化が十分でなかった。

客にかかわるあらゆる情報を統合管理す

おいては、デジタル技術の活用による CX

「こうしたことは、たとえば提案を行う

るための基盤として Salesforce を全社

向上を目指した取り組みの展開が喫緊

際に非効率な状態を招いたり、また、お

的に活用するというアプローチだった。

のテーマとなっていたわけですが、それ

客様の満足度を損なったりすることにも

顧客が今何を欲しているかをしっかりと

に向けていくつかの課題が顕在化してい

つながりかねません」と信岡氏は語る。

「保険業界内での競争が激化する中、

見据え、CX（顧客体験）の向上を図り、

そして 3 つ目は、エヌエヌ生命のター

顧客満足度の追求を事業の中核に据え

ゲット顧客である中小企業におけるデジ

ていくうえでは、ビジネス戦略上のさま

タル技術の受容状況の問題だ。中小企業

ざまなアイデアを具現化していくための

ではデジタル化がまだまだ進んでいない

プラットフォームとして Salesforce を

ケースも多く見られるのが実情であると

活用するの最善の選択であると考えたわ

いう。
「当社では 2017 年 12 月に中小企

けだ。

同社では以前から Salesforce を利用
してきたという経緯がある。まず 2011
年頃に、営業部門で主に数値管理を主眼

ツール群を、スマートフォンやタブレッ

顧客情報の統合管理をベースに

トなどから利用できる仕組みを提供して

代理店による営業活動の支援を強化

いる。

に 据 え た S FA の 仕 組 み と し て S a l e s

Salesforce の活用による戦略的施策

「Salesforce 上にあるお客様のデー

Cloud を導入。その後、もともと別の技

として、エヌエヌ生命がまず取り組んだ

タを使って募集プロセスを効率化すると

術で構築されていた代理店向けのポータ

のが新たな代理店向けポータル「IRIS 」

いったことはもちろん、仮に新規契約の

ル基盤を、セキュリティパッチの適用に

の構築である。すでに述べたように同社

ケースをあげれば、代理店が進めている

かかわる IT 部門の運用管理負荷を軽減す

の顧客接点のほとんどは代理店に委ねら

案件が、当社側のプロセスにおいてどう

るという目的で、Service Cloud にリプ

れている。したがって、CX 向上を目指す

いうステータスにあるか把握できます。

レースするという取り組みも行っている。

には、顧客に直に接する代理店の業務に

たとえば申込書の不備は発生していな

「以前の利用は、営業部門や IT 部門に

かかわる 支 援 を 強 化 する 必 要 がある。

いか、査定の状況はどうかといったこと

閉じたものでしたが、今回は全社横断の

“IRIS ” とは、日本語では “アヤメ” の花

も即座に確認できます」と高山氏は紹介

形で、顧客にかかわるあらゆる情報の統

を指し、
「良い便り」という花言葉がある。

する。

合管理を実現し、CX 向上に向けた施策

エヌエヌ生命では、代理店のビジネスに

そのほか、エヌエヌ生命のコールセン

展開をトータルに担うプラットフォーム

良い情報をもたらす仕組みとなるように

ターやカスタマサービスで、顧客が何ら

としてあらためて活用することを決断。

との思いを込めて命名した。

かの手続きを行っているといった際にも、

当社では、Salesforce を自社のビジネ

IRIS では、Salesforce 上で統合管理

当該顧客を受け持つ代理店の担当者がそ

ス戦略をトータルにサポートするインフ

されている顧客にかかわるタイムリーな

の状況を確認することができる機能も

ラと位置付けたわけです」と語るのはエ

情報を共有している。その情報にもとづ

Salesforce のプラットフォームに切り

ヌエヌ生命の高山正徳氏である。

き、代理店および営業担当者の営業活動

替え、年内リリースを予定している。速

を効果的に行うことを支援する多彩な

やかなフォローアップが求められるケー

Salesforce 利用相関図
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代理店
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マーケティング

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション
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Before
チャネルごとに異なる
プラットフォーム
情報が分断され、チャネルご
とに異なる顧客のインサイト
拡張性やセキュリティに
課題も

After
全社のプロセスを顧客、代理
店、社員を中心にとらえて再
構築
全体の顧客接点改革をマルチ
クラウドで実現
企業文化の変革に
Salesforce を活用

スでは、担当者にその旨がプッシュ通知
さ れ る 仕 組 み も 装 備。I R I S で は、

Salesforce 上の統合化された顧客情報
の共有範囲が、エヌエヌ生命社内のみな

顧客のニーズを見極めた

One toOne マーケティングに着手
こうした代理店支援の局面以外にも、

らずビジネスパートナーである代理店に

エヌエヌ生命における Salesforce の活

も拡げられ、顧客のニーズにタイムリー

用は、他の領域にも大きな広がりを見せ

に応えられる体制が整っている。

ている。マーケティング領域もその 1 つ

一方、同社では IRIS にアジャイル開発

だ。同社では、中小企業の後継者育成の

の手法を取り入れ、常にユーザーの要望

サポートを目的に「家業イノベーション

などに耳を傾けながら、2 週間に 1 回程

ラボ」というコミュニティを主催。事業

度のペースで新機能のリリースを実施。

承継して革新的な取り組みを実践してい

2017 年には 1 年間で 24 回のリリースを

る若手経営者、あるいは将来的に家業を

高山 正徳氏

行っている。

継ぐ予定の次代の経営者の参集を得て活

営業イノベーション企画部

「IRIS では、その機能性に加え、ユー

動を行っている。

ザーインターフェースの見栄えや使い勝

「この活動においてはイベントの告知

手にも徹底的にこだわっています。代理

などを、SNS を活用して行っています。

店様からも高い評価を頂いており、リリー

その際の投稿管理には Pardot を利用。

ス以降、利用者が急増。現在では、平均

また、ラボへの参加者と同様のプロファ

すると各代理店様に週 1 回以上アクセス

イルを持つ方に対する SNS を通じたイ

いたただいています」と高山氏は胸を張

ベント紹介や申し込み受付といった局面

る。具体的には、IRIS がリリースされた

への応用を検討中で、一層の汎用性の広

2016 年 12 月から 2018 年 4 月の間に、

がりに期待しています。Pardot は活用

月当たりの UU（ユニークユーザー）数が

方法によって、たとえば当社サイト上で

78 ％、月間ログイン数が 152 ％、それぞ

の参加者の行動履歴をモニタリングし、

れ増加している。また、アンケート調査し

その参加者が相続にかかわるページを何

た NPS スコアについても、リリース後の

度も閲覧しているといった状況から、相

四半期の間に 40 ポイント上昇している。

続に関する何らかのアドバイスを欲して

さらに先頃、エヌエヌ生命では、会計、

部長

“Salesforce を一度使い始める
と、
「こんなこともできる、あんな
こともできる」といった具合に、
その活用の拡張に対するイマジ
ネーションがどんどん広がって
いきます。そうした意味では、
新たなビジネス施策を提案して
くれるツールだとも言えます”

いるということが分かれば、その地域で

人事などのバックオフィス業務を支援す

適切なアドバイスが行える代理店の担当

るアプリケーションの提供で知られる

者にフォローアップいただくといったこ

f r e e e 社 との 間 で、インシュアテック

とも可能です」と信岡氏は紹介する。

（InsurTech ）を活用したサービスや保

今後も CX 向上に向けたさまざまなア

険商品などのソリューション開発の領域

イデアを、施策としてタイムリーに具現

での協業を発表している。f re e e 社が

化していくことを目指すエヌエヌ生命の

IRIS の優位性を高く評価したことが、今

取り組みを、Salesforce が一貫して支

回のアライアンス締結のうえで重要な役

援していくことになる。

割を果たしたという。
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Success Cloud サービス事例

CoEを中核に自社で開発プロセスを主導
短期かつ継続的リリースの実現で
ビジネスニーズに即応する
運用体制を確立

CUSTOMER

SUCCESS

STORY

課題・背景

・SIer に開発プロジェクトを委ねるというアプローチのため開発状況がブラックボックス化
・複数プロジェクトを適切にコントロールできずスピーディなシステム開発が困難

エヌエヌ生命保険
業

種：保険

業種詳細：法人向け生命保険商品や
サービスの開発と販売

従業員数：約 15,000 名
（グループ全体、

2018 年 2 月 15 日現在）

導入クラウド：Sales Cloud

Service Cloud
Pardot
Marketing Cloud
Community Cloud
Einstein Analytics
Platform

・自社業務部門のリソースのシチズンデベロッパーとしての活用に向けた要請が高まる

解決策

・CoE を社内に確立しセールスフォース・ドットコムの提案するベストプラクティスを採用
・開発アプローチをウォーターフォール型からアジャイル型へと転換

・システム実装後のテストから本番環境へのデプロイに至る開発プロセスを自動化

導入効果

・CoE の主導のもと複数プロジェクトを併行して実施していける体制が確立
・システムの改善サイクルが短期化され年 24 回の新機能リリースが可能に
・業務ニーズに応じたタイムリーな提供がビジネス成長の駆動力となる

導入サービス：アドバイザリーサービス、ビジネスアーキテクト
（BA ）
、プログラムアーキテクト
（PA ）

“ 常に変化を遂げるビジネスニーズに対応したシステムの提供は、
今日の企業にとってきわめて重要なテーマ。
当社では、Salesforce の支援を得て、

同社が提案するベストプラクティスの採用により、
われわれ自身がそれに向けたシステム開発を

しっかりと主導していける体制を整えることができました。
その結果、得られている多大な成果を踏まえた時、
今実践しているシステム開発のスタイルこそ、

まさにベストプラクティスとして世に問えるものに
なり得ていると自負しています”

ビジネス戦略をトータルに支える

インフラとして Salesforce を活用
中小企業に注力した保険事業で知られ

カスした事業保険商品を軸に、革新的な
ソリューションと卓越したサービスを代
理店経由で提供し、顧客における安定し
た将来の確保を強力に支援している。

るエヌエヌ生命。世界 18 か国で保険事

エヌエヌ生命では、2011 年頃に Sales

業、資産運用事業を展開するNNグループ

Cloud を導入し、営業部門において主に

の一員である同社は、1986 年 4 月 1 日

数値管理を主眼に据えた SFA の仕組みと

に国内初となる欧州発の生命保険会社

して利用してきた。その後、顧客向けの

「ナショナーレ・ネーデルランデン生命保

コミュニティサイト NNLink も構築した。

険会社 N.V. 日本支店」として活動を開始

同社では、Salesforce を営業部門や

した。NNグループは「Care
（配慮）
、
Clear

IT 部門に閉じた形での活用ではなく、顧

（明瞭）、Commit（ 責任）」という 3 つの

客にかかわるあらゆる情報を統合管理す

価値を行動指針に掲げ、その主要ターゲッ

るための基盤として全社的に活用してい

トである中小企業顧客のニーズにフォー

く方向へと舵を切った。
「顧客が今何を
欲しているかをしっかりと見据え、CX
（顧客体験）の向上を図り、顧客満足度の
追求を事業の中核に据えていくうえでは、

Salesforce を特定業務に適用していく

のではなく、われわれのビジネス戦略を
トータルにサポートするインフラと位置
づけ、活用していくことが最善の選択で
あると考えたわけです」とエヌエヌ生命
のパテフ氏は語る。

Salesforce の活用による戦略的施策
として、エヌエヌ生命では新たな代理店
向けポータルとなる「IRIS 」を構築。同
社事業における顧客接点のほとんどを委
ねている代理店に向けた業務支援を強化
すべく、Salesforce 上で統合管理され
ている顧客にかかわるリアルタイムな情
報にもとづいて、営業担当者の活動を効
果的に支える多彩なツール群を、スマー
トフォンやタブレットなどから利用でき
る仕組みを提供している。
「そのほかにも当社では、マーケティン
グ領域における Salesforce の活用も進

Success Cloud サービス事例

「
“ カスタマーサクセス」の実現を標榜し、

われわれのビジネスに寄り添い、伴走してくれる

Salesforce のアドバイザリーサービスは、
その優れたスピード感、品質で

期待に十二分に応えてくれました”

ゲオルギ・パテフ氏

エヌエヌ生命保険株式会社
アーキテクチャー部

Salesforce Center of Excellence

め て い ま す。具 体 的 に は、P a r d o t や

フォームとして Salesforce を採用した

Marketing Cloud を活用して、個々の

わけだ。その一方で、Salesforce のビジ

お客様に対しパーソナライズされたコン

ネス戦略全般での活用を目指していく旨

テンツを Web や SNS を通じて提供した

を決定するに当たり同社では、このプラッ

り、お客様が居住する地域やその抱える

トフォーム上で常に顧客や代理店のニー

ニーズなどに最適な代理店を通じて商品・

ズに沿った新たなサービスを生み出し、

サービスを個別に提案していくといった

サービスの継続的な改善を図っていくた

One to One マーケティングの手法にも

めのシステム構築のアプローチについて

とづく施策の展開も進めているところで

も、その変革に向けた検討を行っている。

す」とパテフ氏は紹介する。

システム構築を自ら主導するためには

CoE の確立による

ガバナンス強化が必要

「これまで当社における開発スタイル
は、われわれが委託先として抱えている
複数の SIer をプロジェクトごとにアサイ
ンして個別に開発を進めていくという形
だったため、開発状況が “ブラックボック

このようにエヌエヌ生命では、同社が

ス化” してしまうなど、スピード感やガバ

目指す顧客視点に立った事業展開を支え

ナンスの観点からさまざまな課題を抱え

る各種施策を、広範な領域においてタイ

ていました」とパテフ氏は言う。その結

ムリーに具現化していくためのプラット

果、ニーズに応じたタイムリーなシステ

ムの構築、改善を思うように進めること
ができないという状況で、そうした問題
をぜひとも解消する必要があった。あわ
せて同社では、自社の業務部門のリソー
スをシチズンデベロッパーとして活用し、
システムの内製化を推進していける体制
を整えていきたいという思いも抱いてい
た。
「事業主体であるわれわれが、システム
の設計・開発からテスト、リリースのみな
らず、トレーニングや運用・保守なども含
めて、システム構築の取り組みを主導す

べきであると考え、それを実践する体制

グレーションを実践していくためのツー

る体制を整備することができた。もちろ

として CoE（Center of Excellence ）

ルの導入を進めた。システム実装後のテ

ん従来の課題であった開発のブラック

を社内に確立することが不可欠であると

ストから本番環境への実装に至る開発ラ

ボックス化の問題も解消され、独力でリ

考えました」とパテフ氏は語る。

イフサイクルを自動実行していける仕組

リースコントロールを行える形となった

みも整え、開発プロジェクトに携わるす

ほか、実際の本番環境へのリリース作業

べての SIer、開発者へと展開した。

も 1 クリック、15 分程度で完了できるよ

高度なノウハウにもとづく支援を受け
組織、開発プロセスの策定を推進

「アドバイザリーサービスによって直接

うになっているとのことだ。

その実践に向けて、エヌエヌ生命が活

当社の支援に当たってくれたのは、2 名

「何よりも、CoE の主導のもと複数プ

用することに決めたのが、顧客ビジネス

の BA、1 名の PA ですが、実際には、彼ら

ロジェクトを併行して実施していけるノ

の視点に立って IT の戦略的活用を支援

の背後に Salesforce のアドバイザリー

ウハウ、体制が確立されたことの成果は

する、Salesforce が提供する「アドバイ

チームが控えており、そうしたチームメ

絶大で、リリースサイクルがこれまでの 3

ザリーサービス」だった。これを受けて

ンバーが総力をあげて支援をしてくれて

～ 4 か月から 2 週間程度に短縮され、1 年

Salesf orce は、早速、2 名のビジネス

いる印象で、非常に心強く感じました」

間に 24 回にのぼる新機能のリリースが

アーキテクト（BA ）をエヌエヌ生命に派

とパテフ氏は強調する。

可能となりました」とパテフ氏はその成

遣。2017 年 9 月から 12 月までの 3 か月
間を費やして、パテフ氏と BA の協力体制
のもとで、ガバナンスの 確 立 に 向 けた

リリースサイクルが大幅に短縮
最新の機能を迅速に提供

果のほどを強調する。
エヌエヌ生命では、今回、Salesforce
が提案するベストプラクティスにもとづ

CoE の組織設計、あるいは変更・リリー

これら一連の取り組みによりエヌエヌ

いて整備、確立した体制、開発プロセス

スマネジメントを含む、戦略的なシステ

生命では、Salesforce が提示するシステ

をベースに、常に変化を遂げるビジネス

ム開発プロセスの整備・実践に向けた

ム開発のベストプラクティスを受容。開

環境の中で、顧客や代理店、そして社内

ロードマップの策定を進めていった。

発 アプローチについても、それまでの

のビジネスニーズをキャッチアップした

さらにその後、2018 年 2 月から 5 月初

ウォーターフォール型からアジャイル型

システムを、今後もタイムリーに提供し

頭に至る約 3 か月は、Salesforce のプロ

へのスムーズな転換が図れた。これによ

ていくことになる。そうした活動の実践

グラムアーキテクト（PA ）1 名が BA に代

り、ビジネス現場のニーズに応じたシス

が、同社の将来に向けた成長の駆動力と

わって着任。構築された CoE の体制のも

テムの改善サイクルを短期化するととも

して重要な役割を果たしていくことは間

とで PA のアドバイスをベースに、具体的

に、社内で併行して進められる開発プロ

違いない。

な開発環境の整備、および継続的インテ

ジェクトの交通整理を適切に行っていけ
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