
第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
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推進していきたいと考えています。
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仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 

 安心の最高峰を、
地域へ、世界へ

MISSION
GROUP

私たちの
存在意義

2011年～

People First

11 12

第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 

 安心の最高峰を、
地域へ、世界へ

MISSION
GROUP

私たちの
存在意義

2011年～

People First

11 12

第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
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国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
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啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
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を通じて提供していきたいと考えています。
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各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
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を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求
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・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
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100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。
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・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
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Field

企画・管理
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アンダーライティング
分野
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（第一生命ベトナム）
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全国
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Asset
Management

Field
資産運用
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Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 
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地域へ、世界へ
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。
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地域へ、世界へ
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グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 

 安心の最高峰を、
地域へ、世界へ

MISSION
GROUP

私たちの
存在意義

2011年～

People First
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
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　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
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の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営
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新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。

TOP
MESSAGE

P R O F I L E

1986年
2007年
2008年
2010年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2016年
2017年

入社
リスク管理統括部長
企画第一部部長兼株式会社化推進室長
運用企画部長
執行役員運用企画部長
執行役員経営企画部長
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
第一生命ホールディングス取締役常務執行役員を兼務
代表取締役社長

4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
6月

10月
4月

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1

21 22
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。
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への移行
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷
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向上活動
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コーポレート
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By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24

1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。

TOP
MESSAGE

P R O F I L E

1986年
2007年
2008年
2010年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2016年
2017年

入社
リスク管理統括部長
企画第一部部長兼株式会社化推進室長
運用企画部長
執行役員運用企画部長
執行役員経営企画部長
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
第一生命ホールディングス取締役常務執行役員を兼務
代表取締役社長

4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
6月

10月
4月

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!

07 08

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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入社
リスク管理統括部長
企画第一部部長兼株式会社化推進室長
運用企画部長
執行役員運用企画部長
執行役員経営企画部長
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
第一生命ホールディングス取締役常務執行役員を兼務
代表取締役社長

4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
6月

10月
4月

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

「一生涯のパートナー」であり続ける
～「最良の追求」と「変革の精神」～

代表取締役社長

稲垣 精二

未来へ走る、真っ先に。
未来をつくる、真っ直ぐに。

お客さまの「一生涯のパートナー」で
あり続けるために。
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第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

05 06



DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 

R
E

T
A

IL
 &

C
O

U
N

T
E

R
 S

A
L

E
S

大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
イ
ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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の変化にともなう保障内容の見直しと
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ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24

新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］

17 18

新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン
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マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア
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商品・サービスを提供
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ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
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　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
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みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 
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契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
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2
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業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。
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コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo
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保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!
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大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24

新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

100年を超えるチャレンジの系譜 「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」
～第一生命グループの事業展開～

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

2000年代～

価値観の多様化、科学技術の進歩による
新たなお客さまニーズ・社会課題の発生
● 科学技術の進化なども活用した多様な商品・
　サービスの提供を通じ、人々のQOL向上に貢献

・健康増進などQOL向上を訴求する商品戦略、サービスを国内3
ブランドで展開し、最適なチャネルでお届けする体制を確立
・お客さま・社会のニーズの変化を先取りするビジネスパートナー
シップを拡大、科学技術の進化を活用した新たな価値提供も探求

1990年代～

高齢化社会の本格到来
保障ニーズの多様化
● 死亡保障に加え、医療・介護・老後などへの
　備えを提供、高齢化社会の要請に対応

・独自の「生涯設計」に基づく提案・フォローで、
多様な人生設計の実現に貢献
・大胆な提携戦略（損害保険、がん保険などでの
提携）により「生涯設計」の付加価値を向上

100年を超える社会課題解決への挑戦

矢野 恒太創業者

最良の追求―
「真っ直ぐに」お客さまと向き合う

第一生命グループは、創業者矢野恒太が掲げた「お客さま第一主義」に基づき、
お客さまや社会の課題に向き合い、これらの課題を解決することで自らも成長
していく経営を絶えず目指してきました。こうした信念は、グループの事業展開
が日本から世界各国へと広がった今も、そして今後も変わることはありません。

1950年代～

戦後復興期における自立再建と
インフラ整備が急務に
● 所得増大、核家族化を支える保障性商品の普及
● 公衆衛生、循環器疾患・がん対策への貢献
● 投融資を通じて戦後の復興にも貢献

・万一に備える保障性商品の提供を通じ、戦後の
家計の安定に貢献
・日本の保健衛生の向上に取り組む団体・個人に感
謝と敬意を捧げる賞である「保健文化賞」を創設
・投融資を通じ、戦後復興を支えるインフラ整備、
企業の成長を後押し

1900年代～

社会インフラが未整備な中
生活の保障が社会ニーズに
● 貯蓄性商品による財産形成の補助
● 結核撲滅に向けた貢献

・業容を拡大するなか、貯蓄性に優れた保険を
日本全国で提供し、国民の財産形成を補助
・当時日本で最も多い死因であった結核の予防・
治療を目的に、「財団法人保生会」を設立

check!
創業者の人生を
アニメ化!

07 08



DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
イ
ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。
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ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 
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地域へ、世界へ
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono
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　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
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ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓
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（パニン・第一ライフ）
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保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供
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　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
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みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan
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2
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3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。
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物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo
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ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング
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北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現
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アジア

パシフィック
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資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3
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グループ各社が
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life

Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）Dai-ichi's Social Responsibility Charter（DSR Charter）

グループ企業
行動原則

いちばん、人を考える

（DSR憲章）

お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
企業価値の創造社会貢献

VISION
GROUP

私たちの
目指す姿

VALUES
GROUP

私たちの
大切にする価値観

MESSAGE
BRAND

理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営

2010年
新創業・株式会社化

2016年
持株会社体制へ移行

2001年
日本経営品質賞受賞

ブランド向上

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities. 
A secure future for every community we serve.

Using the best of our local and global capabilities. 
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地域へ、世界へ
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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第一生命グループが果たすべき今後の役割
～QOL向上への貢献～

「人財」が持続的成長を支える

変化をチャンスと捉えベストを尽くす
～ 陽転思考 ～

　第一生命グループは、国内生命保険事業、海外生命保険事業、
資産運用・アセットマネジメント事業を「3つの成長エンジン」と
位置づけ、さらなる成長と飛躍に向けて取り組んでいます。
国内生命保険事業では、第一生命・第一フロンティア生命・ネオ

ファースト生命というそれぞれ特徴のある３つの生命保険会社を
擁し、さまざまなお客さまのニーズにあった最適な商品・サービス
を最適なチャネルでお届けする体制を整えています。また、提携
関係にある生損保会社のがん保険や損害保険、ペット保険など
も取り扱い、お客さまの暮らしに貢献する商品・サービスを自前
主義に拘ることなく幅広く提供しています。さらに、第一生命は
事業を全国展開する強みを活かし、全47都道府県との連携協定
等に基づく健康増進や高齢者見守り、地域活性化など、地域に
根ざした様々な活動を展開し、お客さまや地域の課題解決に
積極的に取り組んでいます。
　海外生命保険事業は、2007年に事業展開したベトナム以降、
2019年のカンボジアに至るまで、これまでに計８か国で事業を
展開しています。高い成長を見込むアジアの新興国市場と、安定
的な利益貢献を見込む米国・豪州の先進国市場とのバランスを
取りながら事業の拡大を行っているのが特徴です。これまでの
取組みの結果、2019年3月期の海外事業が占めるグループ修正
利益は469億円と、グループ全体の約２割を占めるまでに
なりました。2019年には、アジアにおける更なる展開の布石と
して、ミャンマーでの生命保険事業の認可を取得し、営業開始
への取組みを本格化しています。
　アセットマネジメント事業は、アセットマネジメントOne、
ジャナス・ヘンダーソンの2社が、今後も成長が期待される国
内外のアセットマネジメント市場をカバーしています。両社の
高い収益力を活かしながら、グループへの利益貢献の拡大を
目指すとともに、運用ノウハウなどグループ生命保険各社への
シナジー効果の追求も行っています。
第一生命の資産運用部門では、さらなる運用の高度化に継続

的に取り組んでいます。マイナス金利政策後、低金利が長期化
する厳しい環境が続く中、第一生命はいち早くプロジェクト
ファイナンスなどのインフラ分野への投資等、これまで生命保
険会社が行ってこなかった分野への投資を強化しました。

　第一生命が創業した明治後期は、利潤のみを追求するあまり
経営難に陥る保険会社も多く、そのため生命保険は価値を理解
されぬまま社会からの信頼を失いかけていました。当時農商務省
の保険課長だった矢野恒太は、堅実な経営で着実に保険金の
支払いや配当の実施ができる会社を自らつくることを決意し、
1902年、日本初の相互会社として第一生命を設立します。当時
の第一生命は、ベンチャー企業ともいうべき異彩を放つ存在で
した。多くの他社とは異なり、精緻な保険料算定と徹底した経費
節減によって高い配当を実現したのです。その結果、生命保険
が財産形成に役立つことが徐々に認知され、当社の成長はもと
より生命保険業界の信頼構築にも繋がっていったのです。
　これは、第一生命が創業時から「変革者」であり「挑戦者」で
あったことを物語っています。そして、100年を超えるチャレンジ
の系譜を経て迎えた21世紀に入ってもなお、「最良の追求」に
向けて様々な変革を成し遂げてきました。ここからは、そのいく
つかを皆さんにご紹介しましょう。
まずは、2006年の第一フロンティア生命の設立です。同社は、

個人年金保険や終身保険といった貯蓄性商品を金融機関代理店
等へ提供することに事業を特化している会社ですが、当時は
生命保険会社が生命保険子会社をつくるという発想は業界の
常識から外れていました。本体の事業の中で金融機関窓口販売
（窓販）事業を展開した方が効率的だという考えが一般的だっ
たのです。しかし、窓販事業の場合、お客さまも販売チャネルも
従来とは違うので、第一生命本体で商品開発やサービスを提供
する体制では、必ずしもお客さまや金融機関等の多様なニーズ
に迅速かつ的確にお応えすることができません。お客さま・
金融機関等の視点であるべき姿を考え、機敏さを兼ね備えた
競争力のある会社にするために、新会社をつくるべきと判断し
たのです。同社の設立当初、業界に驚きが広がりましたが、多様
なニーズに迅速・的確に対応し続けた結果、同社は窓販事業
分野でトップクラスの会社にまで成長しました。
つぎに、2010年の株式会社への組織変更と上場です。今後も

長期的に規模の縮小が続く国内生命保険市場の下で、当社が
生命保険事業の基盤を維持し、お客さまへ確かな安心をお届け
し続けるためには、新たな市場の開拓やM&Aなどの成長戦略
を実行し、持続的な成長を実現することが不可欠です。そのために

　学生の皆さん、こんにちは。第一生命の入社案内を開いていた
だき、ありがとうございます。これから、第一生命の社会的役割
や変革のDNA、そしてこれからの成長に向けた取組み、当社の
求める人財像等についてお話します。皆さんの活動の一助に
なれば幸いです。

　第一生命グループは創業以来、生命保険事業などを通じてお客
さまのニーズに合った安心を提供するとともに、各時代で社会が
直面する課題の解決に貢献してきました。例えば、戦前は貯蓄性
生命保険の普及による生活向上への貢献、戦後は保障性生命
保険による家計の安定化や、企業への投融資を通じた日本の経済
成長への貢献、そして近年では保険に加え、その他の商品・サー
ビスを通じた多様な人生設計への貢献などがこれにあたります。
　常に変化と向き合い、その時々でお客さまや社会から必要と
される存在であり続けること――。そのことに果敢に挑戦し続

けてきたのが、第一生命グループの歴史です。
私たちのグループミッション「一生涯のパートナー」は、こうした

歴史を受け継ぐ者の使命と誇りを表しており、グローバルに
事業を展開する現在もなお、変わらず生き続けています。
この「一生涯のパートナー」の原動力は、創業者矢野恒太から

続く「最良の追求」と「変革の精神」です。「最良の追求」とは、
人々の幸福や社会の発展に貢献していくために、私たちの提供
価値が最も良いもので、最も支持されるものとなるよう、真っ
直ぐな努力を常に行っていくことです。また「変革の精神」とは、
こうした「最良の追求」を実現するために必要なことは何事にも
真っ先に取り組み、時に自らの事業のかたちや手段をも大胆に
変えていくことを厭わないことです。
矢野恒太の言葉に「世の中の人が喜ぶか、なくてもいいと思う

かを考えよ。世間の人が有益で便利と感じる仕事は必ず価値
が認められ、世間がその仕事を認め大きく育ててくれる、だから
こそ仕事というものは世間のためにやるのだ」というものがあ
ります。これは私たちが「一生涯のパートナー」であり続ける
ための本質であり、今後も変わらぬ価値観です。

第一生命は、資金調達の方法が広がるなど、より柔軟な経営が
可能となる株式会社への組織変更という道を選択したわけです。
株式会社化の公表は、社会に大きな衝撃を与えました。日本の
相互会社の元祖である会社が株式会社になるというのです
から、無理もありません。しかし、この決断も「最良の追求」に
基づくものでした。矢野恒太は、生前こう言いました。「株式会社が
いいか、相互会社がいいかという議論があるが、家に例えれば、
木造にも石造りにもそれぞれいいところと悪いところがある」。
つまり、お客さまや社会にとってその時代に合った最良の家を
求めるのが私たちの本質であり、株式会社化は、私たちがその
本質を見つめた結果として導き出した21世紀における答え
だった、ということです。

　そして、2016年の持株会社体制への移行です。従来は、第一
生命の下にグループ会社があり、第一生命は国内生命保険事業
を行いながらグループ会社管理をする必要がありました。しかし、
持株会社体制移行後は、第一生命ホールディングスがグループ
会社の管理に特化し、第一生命は国内生命保険事業に専念でき
るようになりました。また、持株会社体制になったことで、生命
保険会社ができる事業の制限を超えた新たなビジネスにも、
所定の手続きを経たうえでチャレンジすることができるように
なりました。既存の保険会社のビジネスモデルや限界に縛られ
ることなく、柔軟な発想でグループ各社が、これからの時代に
おいてお客さまや社会が求める新たなニーズを満たすビジネス
をも手掛けることができる体制を構築したということです。
　このような「最良の追求」に向けた挑戦には、決して終わりは
ありません。私たちは、今後予想される激しい変化の時代にあっ
ても「変革の精神」を発揮し、お客さまや社会に選ばれる会社で
あり続けるよう、一層の努力を続けていきたいと考えています。

また、社会課題解決と収益性の両立を目指す「ESG投資（環境・
社会・コーポレートガバナンス（ESG）の要素を考慮した投資
手法）」を推進し、機関投資家としての社会的責任を踏まえた
投資にも積極的に取り組んでいます。金融業界が低金利で苦境に
ありますが、これらの先行チャレンジが今では強みとなり、
第一生命の安定的な収益力の確保に繋がっています。

　また新たなチャレンジとして、テクノロジーを活用したイノ
ベーション創出にも積極的に取り組んでいます。当社グループ
では、今後予想される激しい社会の変化、保険マーケットの
変容などを見据え、保険（Insu r a n ce）とテクノロジー
（Technology）の両面から独自のイノベーションを創出する
取組み「InsTech」を、グループ各社、そして多様な異業種ビジ
ネスパートナーと連携しながら推進しています。例えば、第一
生命が保有する膨大なビッグデータから疾病リスクをより
細かく解析した結果、保険の引受基準が緩和され、2018年度
は約3.8万件分の新たな保険の引き受けが可能となりました。
これは同年度新契約件数の約3%に相当します。

　また、InsTechの成果はこれ以外にも、健康チェックや運
動習慣・食生活改善サポートなどの機能を搭載した『健康第
一アプリ』の提供によるお客さまへのヘルスケアサービスの展
開や、ロボティクスの導入による業務効率の向上や働き方改革
の取組みなどにも応用されており、今後さらなるアウトプット
が期待されています。

　これからの時代が「人生100年時代」と呼ばれていることを、
皆さんもご存知かもしれません。まさに人の寿命が100歳になる
ことが当たり前になる時代です。この長寿自体は喜ばしいこと
なのですが、高齢化に伴う慢性疾患や認知症の増加などが新
たな社会課題となってきています。その結果、人生のうち健康
の問題で日常生活に制約がない期間（「健康寿命」）と平均寿命
とのギャップ、つまり病気を抱えて生きなければならない期間
が実に約10年に及んでいるというデータもあります。加えて、
これも長生きの時代ゆえの課題なのですが、いま老後の生活
資金不足に関して約７割の人が不安を感じています。私たち
は、これまでも生命保険事業を通じて社会保障の補完機能を
担ってきましたが、今後は健康増進や老後に向けた資産形成
について、より多面的な働きかけや後押しを行って、お客さま
の自助努力や備えの確保にこれまで以上に貢献していくこと
が必要だと考えています。

　また、さらに加速しつつあるライフスタイルの多様化について
も目を向けなければなりません。特に皆さんのような「ミレニア
ル世代」と呼ばれる‘80-’00年代生まれの世代は、生まれながら
にデジタル社会を経験し、前の世代とは異なる新しい価値観を
持っています。また、これに加えシングル世帯の増加やフリー
ランスの広がり、グローバル化による在留外国人の増加なども、
ライフスタイルの多様化を増進させる要因となっています。こう
した変化の結果、企業は業種を問わず、お客さま一人ひとりの多
様なニーズに対応し、かつこれまでより高い要望に応える商品・
サービスの提供が求められるようになっています。生命保険も
例外ではなく「よりパーソナライズされた保険・サービス」への
要望がさらに高まっていくことは、想像に難くありません。
人生100年時代の新たな課題解決に貢献し、加速するライフ
スタイルの変化にも対応していくためには、当社グループが従来
のビジネスモデルだけに留まっていては、今後お客さまや社会に
対する十分な役割を果たせません。私たちはより一層のスピード
感を持って、この変化に対応していく必要があると考えています。
　これらを踏まえ、私たちは第一生命グループが今後果たして
いくべき役割を「一生涯のパートナーとしてのQOL向上への
貢献」と定めました。QOL（Quality of Life）の向上とは、「一人
ひとりが望む人生、生き方を実現すること」であり、それに貢献
していくことは、時代の要請に応える大変意義のあることです。
QOLの有り様は一人ひとり異なりますが、どういった人生を望む
にせよ、その実現には「健康」や「お金」、そして人や社会との
「つながり」は欠かせません。そこで私たちは、事業の領域をこれ
までの生命保険の役割である「保障」の提供だけでなく、お客さま
一人ひとり合わせた「健康増進」や「資産形成」、そして「つながり・
絆」づくりをお手伝いする領域にも本格的に拡大し、これによって
お客さまや社会に貢献することを目指していきます。
これらの領域は、当社グループが「一生涯のパートナー」として、

その特徴や強みを活かし、かつお客さまや社会の期待に応え
るうえでの必然的なアプローチといえます。私たちは、これま
で培ってきた事業基盤やブランド力、人財やノウハウといった
強み・アドバンテージを活かしながら、従来の保険事業を一層
磨きこみむと共に、QOL向上への貢献に繋がる新たな領域に
おいて、お客さまや社会が必要とするものを商品・サービス等
を通じて提供していきたいと考えています。

　2018年度より取り組んでいる中期経営計画「CONNECT 
2020」は、この「QOL向上への貢献」にフォーカスし、その推進力
を高めるための戦略です。その名称の通り、国内外のグループ

各社や、社外のビジネスパートナーとの「つながり（CONNECT）」
を強化すると同時に、商品・サービス・チャネルの価値を高める
ことで、より多くのお客さま・社会との「つながり」を増やしていく
ことで、各事業およびグループ全体の成長実現を目指しています。
もちろん、この計画ではこの３年間だけでなく、2020年の

その先の時代の変化や将来のお客さまのニーズなども見据え、
中長期的な成長の確保に向けた検討や新たな取組みにも着手
しています。

第一生命グループが持続的な成長を目指すうえで、最も重要な
経営資源は「人財」であり、それこそが競争力の源泉であるという
考えのもと、「プロフェッショナル＆チームワーク」を掲げて人財
の育成に取り組んでいます。専門性を持つだけでなく、先見力・
想像力でビジネスの変革へ積極的に挑戦し、あらゆる垣根を超
えて周囲を巻き込み鼓舞しながら、共に成長することができる
人財、それが求める人財像です。また、人財の多様性を包摂する
「ダイバーシティ＆インクルージョン」も重視しています。国籍や
性別、キャリアやライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が
国内外で活躍できるグループであることは、今のような変化の
激しい時代において、その変化に柔軟に対応していくうえで欠
かせない要素です。グループのさらなる成長を実現していく
ために、こうした人財力の向上と多様な人財の活躍を、より一層
推進していきたいと考えています。
　第一生命グループが持続的成長を実現していくために大切
なことがもう一つあります。それは、社員一人ひとりが「働いて
いることに誇りが持てるグループ」になることです。それぞれの
仕事を通じて、社会課題の解決やお客さまの不安の解消に貢献
できているということに社員全員が誇りを持っているグループ
にしていきたいと思います。そうなると、社員が活き活きワク
ワク働いているグループとなり、可能性は無限に拡大すると
考えています。

　私の好きな言葉で、若い頃に会社の研修で知った「陽転思考」
という言葉があります。単に元気に明るくという考え方ではなく、
「物事をありのままに受け止め、最善を尽くす努力をする」という
考え方です。例えば、コップの中に入っている水を見て「半分しか
ない」と捉えるのではなく、「半分ある」と肯定的に捉えること
です。私は、この考え方で、これまで自分の置かれた状況で常に
ベストを尽くしてきました。
　生命保険事業を取り巻く環境は決して明るいものばかりでは
なく、これからも平坦な道ではないでしょう。だからこそ、若い皆
さんには「陽転思考」を持って、変化を否定的に捉えるのでは
なく、むしろチャンスと捉えて何事にも挑戦し、大きく成長して欲
しいと思います。そして、多様な価値観やライフスタイルが共存
する変化の激しい時代だからこそ、皆さんの多様な考えや価値観
は当社にとっても、将来のお客さまにとっても大変貴重な財産と
なることでしょう。最後に、私が皆さんに期待していることは４つ
の勇気です。「目標を掲げる勇気」「目標に向かって一歩踏み出す
勇気」「途中でダメなら引き返す勇気」「何度でもチャレンジする
勇気」。そんな“勇気”を持った皆さんが、次世代の第一生命グループ
を担い、さらなる飛躍へ導いてくれることを期待しています。

医療ビッグデータの解析・活用

ビッグデータ解析

上記の方の一部

高血圧治療中 関節リウマチ

糖尿病 喘息

加入範囲の拡大

3.8　　　  万件の
お客さまの
引受けを拡大

社内データ 社外データ

（2018年度）

「人生100年時代」の課題

一生涯のパートナーとしてのQOL向上への貢献

一生涯のパートナーとして、QOLの向上に貢献し
お客さまの幸せ人生を共に創っていく

従来の
生命保険
（保障）

生活のリスクに
備える保険

地域社会の活性化
一人ひとりの生活支援

健康増進
予防サービス

慢性疾患・認知症の増加
病気を抱えて生きる期間
（健康寿命と平均寿命の乖離）

約10年※1

老後の生活資金不足の懸念
老後の経済的備えに
不安を感じる人の割合

約70% ※2

（資産形成・保険事業） （サービス・支援事業）

健康

お金 つながり

※1 厚生労働省「簡易生命表」「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」（2016年度）
※2 生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓
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基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷

経営品質
向上活動

CSR経営
1998年～

2005年～

コーポレート
ブランド向上

一生涯の
パートナー
By your side, for life
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「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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営業第一部  業務リーダー 
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小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース
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販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1

21 22

1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1

21 22

第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。
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持株会社体制
への移行
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第一生命グループは「安心の最高峰
を、地域へ、世界へ」をビジョンとして
掲げ、生命保険をはじめグループ事
業を通じて国内外の各地域に「安心
の最高峰」をお届けしていきます。

第一生命グループは、1902年、日本
での創業以来、お客さま本位（お客
さま第一）を経営理念に据え、生命
保険の提供を中心に、地域社会への
貢献に努めてきました。
お客さまとお客さまの大切な人々の
“一生涯のパートナー”として、グルー
プ各社が、それぞれの地域で、人々
の安心で豊かな暮らしと地域社会の
発展に貢献していきます。

第一生命グループは、お客さま、社
会、株主・投資家の皆さま、従業員か
らの期待に応え続けるための企業行
動原則（ＤＳＲ憲章）を定め、持続可能
な社会づくりに貢献します。

グループ理念体系（Mission・Vision・Values・Brand Message）の
共有により、グループ各社がそれぞれの地域や国で、
生命保険の提供を中心に
人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献します。

－DNA－
理念と目指す姿

第一生命グループは、独自の価値創造経営の枠組み「DSR経営」を
推進しています。持株会社体制に移行した今、
「変化活用力」を発揮してDSR経営をさらに進化させ、
持続的な価値創造に取り組んでいます。

「DSR経営」の
推進による価値創造

第一生命グループの理念体系 持続的な価値創造への挑戦

■ 「経営品質向上活動」の変遷
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お客さま満足 コミュニケーション コンプライアンス

人権尊重 ダイバーシティ&
インクルージョン 環境保護

健康増進 持続的な
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理念体系を支える
私たちの想い

「DSR」とは、「第一生命グループの社会的責任（Dai-ichi's Social Responsibility=DSR）」を表し、「DSR経営」とは、第一生命グループの
価値創造モデルを実践するための経営の枠組みです。
第一生命では、お客さまの視点からあらゆる業務の品質を高める「経営品質向上活動」を1998年から始め、2001年には金融機関初の日
本経営品質賞を受賞しました。受賞後も、取組みの進化に合わせて「CSR経営」、そして、株式上場を機に、当社らしさを更に発揮していく
ために「DSR経営」へと、経営トップが替わっても一貫して取り組んできました。
こうした活動を続けてきたことで、第一生命グループでは、社員一人ひとりが、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーにとっての
最良を目指して、日々の創意工夫と弛まぬ努力を行う組織となっています。
また、「DSR経営」の好事例を共有・顕彰する場として、「DSR推進大会」を年に一度開催し、国内外のグループ会社の代表者が参加してい
ます。好事例を共有・活用することで、グループ全体でシナジー効果を生み、第一生命グループの成長を加速させています。
私たちは、これからも「DSR経営」の実践により、持続的な価値創造を実現していきます。

DSR経営
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新創業・株式会社化

2016年
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2001年
日本経営品質賞受賞
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽

31 32
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お客さまを想い
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
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当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。

株式会社として
新創業

持株会社体制
への移行
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24

1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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1902年に日本で最初の相互会社として創業した第一生命。

世紀を超える歩みのなかで、いつの時代にあっても、

「お客さま第一主義」という経営理念を貫いてきました。

激変する事業環境のなかで、これからもお客さまと社会にとって

「最良」であり続けるために、

私たちはさらなる変革に挑戦し続けます。

INNOVATION

変革の歴史

HISTORY OF

1997年
2001年

2006年

2007年

2014年

矢野 恒太創業者

日本初の
相互会社として

創業

2016年

1902年
2010年

創業以来初めて、保有契約高が減少に転じた1997
年。お客さまの人生のリスクをライフステージの変化
に合わせてトータルにカバーする「生涯設計」のコン
セプトを打ち出しました。

「生涯設計」の打出し

多様化するお客さまのニーズに素早く対応できる体制
を整えるため、銀行等の金融機関の窓口による販売を
前提とした、第一フロンティア生命を設立しました。
生命保険会社が生保子会社を設立するという常識
破りの戦略は、大きな注目を集めました。

第一フロンティア生命の設立

1997年「生涯設計」というコンセプトを打ち出し、高度なコ
ンサルティング能力を備えた人財の育成や新商品の販売、
既契約者のフォロー等「お客さま第一主義」に基づいた
活動が評価され、金融・保険業界初となる「日本経営品
質賞」を受賞しました。

「日本経営品質賞」の受賞

お客さまの「自分で比較検討して保険を選びたい」というニーズにお応
えするため、2014年に現在のネオファースト生命を子会社化し、国内
生保事業における3生保体制を確立しました。最適な商品を最適な
チャネルでお届けすることで、多様化するお客さまニーズに的確に
対応する体制を構築しました。

国内3生保体制の確立

海外生命保険事業の展開

絶えず「お客さま第一主義」を実現し、経
営の選択肢を拡げグローバルな成長戦略
を実行するため、株式会社に組織形態を
変更しました。また2010年4月に東京証
券取引所に上場した当社は、この日を「新
創業」と位置づけ、新たな変革のステージ
に入りました。

柔軟な経営資源の配分や迅速な意思決
定を可能とし、一層のグループシナジー
を発揮することで、持続的な成長を実現
するために、当社グループは2016年10月
に持株会社体制へ移行しました。2010年
の「新創業・株式会社化」に続く変革の挑
戦とし、持株会社体制への移行を機に新
創業第２ステージに取り組んでいます。2007年の第一生命ベトナムの設立を皮切

りに、現在ではアジアパシフィック地域、
北米地域の7カ国で生命保険事業を展開
しています。2018年3月期の海外生命保
険事業の利益貢献額は、連結純利益の
22%を占めるまでになりました。
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。

33 34

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある

IT
 &

 S
Y

S
T

E
M

I
T
・
シ
ス
テ
ム
分
野

IT & SYSTEM

影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。

33 34

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 

R
E

T
A

IL
 &

C
O

U
N

T
E

R
 S

A
L

E
S

大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24

新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
活動に取り組んでいます。

健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
やすい社会の実現に貢献しています。

女性の活躍推進

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」

働きやすい職場づくり
（女性活躍推進セミナー/北海道）

地域での健康増進活動
（がん啓発セミナー/青森県）

専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。

こども110番の家
（こども110番の家/大阪府）

犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
療研究センターが開発した「頭」と「身
体」を同時に使う運動プログラム「コグ
ニサイズ」DVDの提供などを通じて認
知症予防啓発を行っています。

豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
Ⅱ」を使用した出張授業を全国の学
校で行っています。

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

コグニサイズ高齢者見守り活動
（認知症サポーター養成講座/長崎県）

F o r  S e n i o r s

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
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れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を
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お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽

31 32

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン
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でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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社会課題解決への挑戦 第一生命グループは、地域・社会が抱える課題と向き合い、経営資源やノウハウを最大限に活用しながら、
それぞれの課題解決に向けて挑戦し続けています。

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

妊娠・出産・子育てに関する「成育医
療」から「がん」「循環器病」「認知症そ
の他長寿医療」までの幅広い情報をお
届けしています。

各自治体との連携や地域に密着した
活動を通じて、がん検診の受診率向上
や食塩摂取量の削減などの健康増進
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健康増進

地域に根ざした
健康増進活動に取り組む

国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
啓発を通じて、地域の皆さまの健康増進をサポートします。

健康増進

地域の女性の
活躍推進を応援する

女性の活躍を推進する企業として、当社の取組み事例をご紹介
するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

地域企業の経営者や人事担当者をお招
きし、「女性の活躍推進」や「ワーク・ラ
イフ・マネジメント」をテーマにしたセ
ミナーを開催しています。

社会課題となっている待機児童対策の
一環として、自社保有不動産に保育所
や学童保育を誘致するなど、子育てし
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国内最高峰の専門医療機関と連携し、正しい情報の提供や予防
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するなど、女性が働きやすい環境づくりを支援します。

女性の活躍推進

待機児童問題の解消に向けて
鎌倉第一生命ビル「うちゅう保育園かまくら」
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（女性活躍推進セミナー/北海道）
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専門医療機関との
連携

F o r  H e a l t h F o r  W o m e n

いざというときの
安心のために
いざというときの
安心のために

自治体・警察と連携し、防犯や防災、交
通安全に関する呼びかけ、不審な点を
発見した際の連絡などの活動を行って
います。

いざというときに子どもたちが避難で
きるように、地域の営業拠点を「こども
110番の家」にする取組みが広がって
います。
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犯罪・災害に関する
注意呼びかけ活動

（振り込め詐欺被害防止活動/愛知県）

地域に密着した活動を
通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を
支えていきます。

認知症を正しく理解してもらい、認知
症の方や家族を温かく見守る認知症サ
ポーターの養成をはじめ、高齢者が安
心して暮らせる見守り活動を実施して
います。

認知症を予防するために国立長寿医
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体」を同時に使う運動プログラム「コグ
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豊かな次世代社会の創造に向けて、
金融や保険について楽しく学べるす
ごろく形式の「ライフサイクルゲーム
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（認知症サポーター養成講座/長崎県）
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社会の発展、安定に
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環境・社会・コーポレートガバナンス（Env i ronment、Soc i e t y  and 
Governance）の要素を考慮した投資手法「ESG投資」に取り組んでおり、
社会課題解決に繋がるテーマを持った資産等への投資を推進しています。

社会の発展

社会の発展、安定に
寄与する事業活動を支援

社会の発展

ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

第一生命経済研究所のエコノミストを
はじめ、さまざまな分野の専門家によ
るセミナーを開催し、ビジネスや経営
に役立つ情報をお届けしています。

当社の持つネットワークを活かし、企
業同士の交流や新たなビジネスチャ
ンスの創出を支援するためのイベント
を実施しています。

寄与する事業活動を支援
ニーズをとらえ
地域の強みを引き出す

ビジネスマッチング
（ビジネス交流会/千葉県）

経営者向けのセミナー
（経済セミナー/三重県）

F o r  S o c i e t y F o r  L o c a l  C o m m u n i t i e s地域活性化

高齢者支援

未来への一歩を
心強くサポート通じて高齢者を優しく見守る

日頃から地域に密着し、高齢者の方々と交流している生涯設計
デザイナーの強みを活かし、自治体と連携して高齢者の安心を

F o r  S e n i o r s

未来への一歩を
心強くサポート

LDH JAPANと社会貢献の包括連携

F o r  K i d s子ども・教育

LDH JAPANは、EXILEをはじめ、 E-girls等アーティスト・タレントのマネジメントや
音楽・映画などの事業を行うなか、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」を
テーマに、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。「次世代を担う子どもたちの育成
に貢献したい」という価値観や、社会貢献活動に対する思い・姿勢が相通ずるもので
あることから、今後、両社は「豊かな次世代社会の創造」をはじめとする地域社会の
活性化および発展に向けた社会貢献活動の協働を進めていきます。

❶子どもの育成および子育て支援に関すること
❷健康増進に関すること　❸スポーツ振興に関すること
❹その他、地域社会の活性化に関すること 

両社の
連携事項

安全・防災 F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

F o r  S a f e t y

健康サポート
活動として

市民マラソン大会への協賛やランニン
グ教室の開催など、ランナーの皆さま
を応援するプロジェクト「Run with 
You」を全国で展開しています。

1983年の第1回大会より特別協賛す
るとともに、当社所有のコートを会場と
して提供し、錦織圭選手や杉山愛さん
など、世界で活躍する選手の育成に貢
献しています。

Run with You

スポーツ振興 F o r  S p o r t s

第一生命全国小学生
テニス選手権大会

国立がん
研究センター

国立精神・神経
医療研究センター

国立長寿医療
研究センター

国立成育医療
研究センター

消費者教育（金融保険教育）

CHALLENGE

1

国立
循環器病
研究センター

国立国際
医療研究
センター
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2
　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
OVERSEAS LIFE INSURANCE BUSINE SS

OVERSEAS
LIFE INSURANCE2LIFE INSURANCE2
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある

IT
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IT & SYSTEM

影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。

33 34

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある

IT
 &

 S
Y

S
T

E
M

I
T
・
シ
ス
テ
ム
分
野

IT & SYSTEM

影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。

33 34
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
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ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
Management

Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野

インド
（スター・ユニオン・
第一ライフ）

第一生命
情報システム

DLIアジアパシフィック
（シンガポール）

DLI NORTH AMERICA
（ニューヨーク）

オーストラリア
（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）

I T・システム
分野

IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
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生命保険ビジネスを 
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展開を加速させています。タイ、イン
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展開するとともに、シンガポールと
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バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
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IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
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保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
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企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
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理といったコーポレートガバナンス
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。
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ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
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さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求
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みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
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発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。
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「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
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海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
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事業を通じた
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グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
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「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅
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わけ若手担当者への個別研修にこだわ
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レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
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も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  
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CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
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ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
イ
ル
分
野

一国一城の主として、
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　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓

Planning &
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Field

企画・管理
分野Underwriting

Field

アンダーライティング
分野
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DLIアジアパシフィック
（シンガポール）
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（ニューヨーク）
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（TAL）

インドネシア
（パニン・第一ライフ）

カンボジア
（第一生命カンボジア）
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IT & System Field

アセットマネジメント
One

Wholesale Field

ホールセール
分野

Retail &
Counter

Sales Field

リーテイル
分野

ジャナス・ヘンダーソン・
グループ

Global Field

海外事業
分野

ベトナム
（第一生命ベトナム）

アメリカ合衆国
（プロテクティブ）

全国
支社

Asset
Management

Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
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けた取組みを進めている分野です。
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口で年金商品などを販売する第一
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運用することがこの分野の役割で
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン

アンダーライティング

AI（人工知能）などの
活用による、引受査定や契約管理の
高度化・迅速化

ご加入時の診査・告知項目を
簡素化し、より簡便に生命保険に
ご加入いただける体制の構築

マーケティング

 IoT・AI時代にふさわしい
マーケティング手法・商品開発を模索

ヘルスケア

「QOL（Quality of Life）の向上」や
「健康寿命の延伸」に貢献できる
商品・サービスを提供

ヘルスケア領域

アンダーライティング領域

　第一生命グループの一員であるネオファースト生命は、「健康年齢®」を使用した新商品を
業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
　健康診断結果にスマホのカメラをかざすと自動的にデータを読み取り、「健康年齢®」
と「健康タイプ」をチェックする機能などを搭載。お客さま一人ひとりの健康状態に応じ
たコンテンツで、健康づくりを支援するさまざまなサービスを提供しています。

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナー

みずほ第一
フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan

お客さまに新たな価値を提供していくために、生命保険事業独自のイノベーションを
創出する取組みを最優先の経営課題としてグループ全体で推進しています。 

ビッグデータを活用し、健康増進を促す新しい保険商品を開発

　必要な保障を組み合わせて自分に“ぴったり”な保険に加入できる「ジャスト」。また、第
一生命が保有する約1,000万件のご契約情報（ビックデータ）を詳細に分析したことにより、
契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健診割」を業界で初めて開
発。多様化するライフスタイルやニーズに応えて、新たな保険を生み出しています。

変化し続けるお客さまニーズに対応した、新しい保険

未来の安心を創るための挑戦
CHALLENGE

2
これまで築き上げてきた事業基盤をベースに、グループシナジーや多様なビジネスパートナーとの
連携も活用しながら、各事業でさらなる成長を目指していきます。また、こうした成長を基軸としつつ、
さらなる事業基盤の拡大にも挑戦します。

持続的成長に向けた挑戦
CHALLENGE

3

第一生命グループは、国内生命保険事
業、海外生命保険事業、資産運用・ア
セットマネジメント事業を「3つの成長
エンジン」と位置づけ、時代を先読み
し、変化を活用していく「変化活用力」
の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

「CONNECT（つながり・連帯・協働）」
「3つの成長エンジン（国内生命保険事業、海外生命保険事業、資
産運用・アセットマネジメント事業）」を、中期経営計画のコンセ
プトである、「CONNECT（つながり・連帯・協働）」の視点から
強化することで、さらなる成長を目指していきます。

コンセプト

コンセプトを表現する4つのCONNECT

■ 変化の激しい時代の今こそ、お客さま・社会、多様なビジネスパートナーと
の“CONNECT(つながり)”のあり方を磨き、「あらゆる人々の、自分らしい
QOL※向上」に貢献できる商品・サービス・チャネルを追求していく。

■ 競争の激しい時代の今こそ、グループ各社の“CONNECT(連帯・協働)”の
力を高め、各社それぞれの成長と独自のシナジー創出を、地域で、世界で
実現していく。

物理的な豊かさや個々の身辺自立のみでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念

Dai-ichi Life Innovation Lab, Tokyo

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

ヘルスケア マーケティング

保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面か
ら生命保険事業独自のイノベーションを創出する取組みを” InsTech”
と銘打ち、最優先の戦略課題としてグループ全体で推進しています。
「ヘルスケア」「アンダーライティング」「マーケティング」の3つの領
域で、お客さまのQOLの向上や健康寿命の延伸等に資する、これま

でにない新たな付加価値の創造に取り組んでいます。また、未来の保険
商品やサービスの「種」を発掘するために、「Dai-ichi Life Innovation 
Lab」を渋谷とアメリカのシリコンバレーに設立しました。ITベンチャー企
業などと共同でさまざまな先端技術を活用した実証実験等を行うラボ施
設では、お客さまの未来を創造するイノベーションに挑戦しています。                                                            

1 国内生命保険事業
国内3生保体制により、時代の変化・
お客さまニーズの変化に機動的に対応し、
最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供最適な商品・サービスを最適なチャネルで提供

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。

海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

日本

北米
アジア

パシフィック

2
資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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新たな価値を創造する “I n s T e c h” 3つの成長エンジン
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 IoT・AI時代にふさわしい
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業界で初めて開発。ビッグデータ等から将来の疾病の発生率を分析し、健康状態を示しま
した。「健康年齢®」が若いほど保険料が安くなるため、健康寿命の延伸に貢献という新しい
価値観を持つ商品です。

　社外の共同研究パートナーと革新的なITサービスの開発・提供を推進しています。例え
ばお客さま約1,000万名の健康情報と社外の医療関連情報を組み合わせた「医療ビッグ
データ」を解析し、これまでご加入が難しかったお客さまにも生命保険をご提供できるよ
うになるなど、より多くの方に「確かな安心」をお届けできるようになりました。

さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求さまざまなパートナーシップ構築や、他業態とのコラボレーションを追求

マーケティング領域

最新技術を駆使したアプリでお客さまの健康増進をサポート
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フィナンシャルテクノロジー

医療ビッグデータ活用における共同研究パートナーアンダーライティング
国立研究開発法人
国立がん研究センター
National Cancer Center Japan
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海外生命保険事業
北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現

の発揮に挑戦しながら、持続的成長を
実現していきます。
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北米およびアジアパシフィック地域と
日本を含めたグローバル
3極体制で利益水準のさらなる拡大を実現
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資産運用・
アセットマネジメント
事業
資産運用の高度化と
アセットマネジメント事業の
収益化強化を通じて
持続的な連結利益拡大へ貢献

3

※QOL(Quality of Life) ： 

QOLを高める商品・サービス、
チャネルの強化・多様化の加速

事業を通じた
地域社会の課題の解決

より多くの
お客さまと

「CONNECT」

より深く
地域・社会と
「CONNECT」

グループ外との協働で
事業の可能性を拡げる

グループシナジーを
さらに発揮し各社が成長を実現

多様なビジネス
パートナーと
「CONNECT」

より強く
グループ各社が
「CONNECT」

［ 新中期経営計画のコンセプト］
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）

北 米

NORTH
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
OVERSEAS LIFE INSURANCE BUSINE SS

OVERSEAS
LIFE INSURANCE2LIFE INSURANCE2
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓
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Asset
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Field
資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）

北 米

NORTH
AMERICA

JAPAN

日 本

ASIA PACIFIC

アジア
パシフィック
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2
　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
OVERSEAS LIFE INSURANCE BUSINE SS

OVERSEAS
LIFE INSURANCE2LIFE INSURANCE2
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1
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取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS

DOMESTIC
LIFE INSURANCE1LIFE INSURANCE1

21 22

第一生命グループには大きく８つの
ビジネスフィールドがあります。
そのさまざまなフィールドでプロフェッショナルを
目指すとともに、多様なキャリアを積んでいくことで
自身の能力や視野、マネジメントの領域を広げ、
キャリアアップしていきます。

社会環境の変化や法改正などによ
りさまざまな課題を抱えている企業
や団体に対して、当グループのリ
ソースを活用し、福利厚生などの制
度提案や財務・営業サポートなど、
課題を解決に導く総合的コンサル
ティングを行います。RM（リレー
ションシップマネジメント）と呼ば
れる法人営業担当のほか企業・団
体向けの商品開発・事務企画など
の業務があります。

企業の課題解決を担う 
プロフェッショナル 

生命保険ビジネスを 
最新IT技術で支える 

当グループでは海外生命保険事業を
成長分野のひとつと位置づけ、海外
展開を加速させています。タイ、イン
ド、ベトナム、オーストラリア、インド
ネシア、米国、カンボジアの7カ国に
展開するとともに、シンガポールと
NYに地域統括会社を設立し、グロー
バルに活躍できるフィールドが広がっ
ています。新規Ｍ＆Ａの検討や現地
法人への経営支援などの業務を担っ
ています。

「確かな安心」を
グローバルに展開

多様化するお客さまニーズに合わ
せ、最適な商品を最適なチャネルで
お届けするため、新市場の開拓に向
けた取組みを進めている分野です。
金融機関（銀行・証券会社など）窓
口で年金商品などを販売する第一
フロンティア生命、来店型保険
ショップで医療保険などを販売す
るネオファースト生命での業務を
担っています。

新たなチャネルで
マーケットを開拓
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企画・管理
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ジャナス・ヘンダーソン・
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アメリカ合衆国
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全国
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資産運用
分野

Bancassurance
&

Agents Field
窓販・代理店

分野

基幹職のビジネスフィールド

BUSINESS
FIELD

保険金などをお支払いするための
保険システムや営業支援システム、
資産運用システム、会計システムな
ど、当社のあらゆる事業を支えてい
ます。生命保険ビジネスの全領域を
支えるこの分野は経営の根幹であ
り、その重要性はますます高まって
います。

窓販・代理店分野 Bancassurance & Agents Field

IT・システム分野 IT &  System Field

ホールセール分野 Wholesale Field

海外事業分野 Global Field

※上記以外にもグループ会社があります。

当社が中核事業と位置づけている国
内の個人保険分野です。約4万名の
生涯設計デザイナーを中心に、第一
生命グループのオールチャネルでお
客さまに「確かな安心」と「充実した
健康サポート」をお届けします。FP、
第一生命ほけんショップ、営業オフィ
ス長といった多様なお客さま接点業
務から、営業戦略立案、商品開発、
教育支援といった企画・支援業務ま
で、幅広い業務を担っています。

オール第一生命で
プロジェクトを推進

リーテイル分野 Retail &  Counter Sales Field

保険契約をお引き受けする際の審
査から契約の管理、さらに保険金な
どのお支払いに至るまで、生命保険
そのものを支える分野です。医学的
知識や法律関連知識、高度な事務
企画力などが求められます。お客さ
まの声などを踏まえて常に品質・
サービスを向上し、新たな価値を創
造していく役割も担っています。

保険制度を支え 
新たな付加価値を創造 

アンダーライティング分野 Underwriting Field

国内トップクラスの「機関投資家」
として当グループ全体の連結総資
産約56兆円という莫大な資産を将
来の保険金支払いに備え、長期に
わたって安全かつ安定的に資産を
運用することがこの分野の役割で
す。運用ポートフォリオの企画から
国内外の株式・債券投資、融資審
査などさまざまな専門性を駆使して
資産運用を担っています。 

世界の金融マーケットで 
プレゼンスを発揮 

資産運用分野 Asset Management Field

当グループの中長期的な事業戦略
や経営計画の策定、人財や資金な
ど経営資源の配分、法務やリスク管
理といったコーポレートガバナンス
を担う分野です。グローバル保険グ
ループを目指し、企業価値向上のた
めの取組みを企画・推進しています。 

グローバル保険グループへ
導く経営力

企画・管理分野 Planning & Management Field

タイ
（オーシャンライフ）
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CHANGECHANGE
OVERSEAS LIFE INSURANCE

海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）
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第一生命グループの
グローバルフィールド
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パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
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GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
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く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
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することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
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考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
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　ある意味では理想論に聞こえるかも
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ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
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課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
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で活躍したいという想いのほか、第一
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も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）

29 30

※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）

DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　国内の生命保険事業を取り巻く環境
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タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
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将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
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他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を

R
E

T
A

IL
 &

C
O

U
N

T
E

R
 S

A
L

E
S

リ
ー
テ
イ
ル
分
野

RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）

北 米

NORTH
AMERICA

JAPAN

日 本

ASIA PACIFIC
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パシフィック
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す
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　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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RETAIL & COUNTER SALES

2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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1
　第一生命グループは、創業以来、本業の生命保険を通じた安心のご提供とともに、社会保障制度を

補完する立場としてお客さまの健康増進をサポートするさまざまな取組みを進めてきました。

近年では、「がん」や脳卒中・急性心筋梗塞をはじめとする「循環器病」、「認知症その他の長寿医療」、

「成育医療」に関するナショナルセンターとの情報ネットワークを業界で初めて構築するなどの

取組みを推進し、お客さまへ正しい健康・医療情報のご提供や予防啓発を行っています。

　ここでは、各分野で働く社員の活躍する姿を通じて国内生命保険事業の様々な仕事内容をご紹介

します。

「一生涯のパートナー」であり続けるために。「確かな安心」と
「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
DOMESTIC LIFE INSURANCE BUSINE SS
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「充実した健康サポート」をお客さまにお届けする。

〈国内生命保険事業〉
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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収事業を収益の柱として成長してきた
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崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
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発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）
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　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
ト開拓の戦略を立案・実行することで
お客さまを増やし、持続可能なビジネ
スモデルを構築していくのです。」

　営業企画部の仕事の多くは第一生
命全体の活動に関わるため、他部署と
の連携が欠かせない。さまざまな部署
からなるプロジェクトメンバーを束ね、
業務を遂行するなかで、その判断力や
調整力は磨かれてきたと言う。

　「国内生命保険事業では第一生命・ 
第一フロンティア生命・ネオファースト
生命の国内3ブランド体制をとっていま
すが、より多くのお客さまに最適な商
品を提供するため、現在、それぞれの商
品の相互活用を進めています。これを
実現するには生涯設計デザイナーへの
教育体制の構築や事務体制の整備な
ど他部署との協業が不可欠です。異な
る意見をまとめあげ、課題を解決し、プ
ロジェクトを形にする実行力が求めら
れるのです。」

　チームをリードし、社会の変化と生
命保険のこれからを見つめるなかで、
佛田は改めて第一生命が社会に果た
す役割の大きさを感じたそうだ。
　「今後、日本は少子高齢化が進むと
ともに人口が減少していきます。こう
話すとマーケットが縮小していくよう
に聞こえますが、実はそうではありま
せん。医療技術の進歩により『人生
100年時代』が目前に迫っており、これ
まで気づかれなかった「長生きするリ
スク」が少しずつ顕在化しています。

佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。

23 24



NEW YORK

SINGAPORE

北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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IT & SYSTEM

影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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CROSSTALK

Retail &
Counter Sales

大城 祐也

Retail &
Counter Sales

田中 陽子
滋賀支社
営業推進グループ FP 担当
課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社

Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 

先 輩の熱い想いに憧れて 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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課長補佐
2004 年入社
エリアコース

FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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Yuya Ooshiro

滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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※QOL（Quality of lifeの略。生活の質のこと）
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　国内の生命保険事業を取り巻く環境
は大きく変わろうとしている。単身世帯
の増加や女性の社会進出などライフス
タイルはますます多様化してきた。加
速する少子高齢化は国の社会保障制
度のあり方すら変えてしまうかもしれ
ない。こうした時代にあらゆる人々の
QOL※向上に貢献するため、第一生命
グループは何をすべきか。重要となる
のは多角的な分析による中長期的な
戦略策定だ。
　「私が所属する営業企画部では国内
生命保険事業の戦略立案を担当してい
ます。お客さまのニーズや収益予測な
ども含めたマーケット分析をもとに営
　業戦略に落とし込んでいくのです。
将来を見据え、広い視野に立ち、戦略
を描き出すこの仕事は、社会への影響
力も大きく、やり甲斐のある仕事です。」
と佛田は自らの業務を語る。
　「これまで第一生命では既契約のお
客さまへのアプローチに力を入れてき
ました。しかし、お客さまの高齢化とい
う課題もあり、今後は20代30代の新
規のお客さまへのアプローチにも力を
入れる必要があります。若年層のお客

さまに第一生命の商品に触れていた
だくためデジタル広告への投資を行う
他、大手ドラッグストアなどの異業種
パートナーとの協業を通して、お客さ
まの生活スタイルに応じた『接点の多
様化』を図っています。こうしたマーケッ
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佛田 砂 2011年入社

Isago Butsuda

営業企画部 課長補佐
グローバルコース

中長期的な視点から
お客さまと生命保険の
未来を描く

CHANGE

中長期的な視点で描く
第一生命が進む道

想いを束ね
ここから新しい一歩を
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2018年に私たちが販売した『認知症
保険』はまさにこうしたリスクに対応し
たもの。お客さまを守るには、新たなリ
スクにいち早く気づき、対策する必要
があります。社会が変化していくなか、
私たちには常識にとらわれない新しい
発想がますます求められているので
す。」お客さまを守る挑戦は始まった
ばかり。佛田が踏み出すその一歩は、
新たな未来へと続いている。
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅
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わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
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なアプローチで支援しています。その
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げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
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意識しています。」
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新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
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誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
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FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする
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大城 祐也 2007年入社
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滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
グローバルコース 

リーテイルの最前線の
最高責任者として 
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 

リ
ー
テ
イ
ル
分
野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
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の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
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役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
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の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
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どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 
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あり、全国に1,000万名を超えるお客
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ません。そのためには、常に自ら考え、
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責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT
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MANAGEMENT3MANAGEMENT3
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

41           42

NEW YORK

SINGAPORE

北米マーケットから
グループの収益に貢献

海
外
生
命
保
険
事
業

O
V

E
R

S
E

A
S

L
IF

E
 IN

S
U

R
A

N
C

E

『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
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入れ、価値あるサービスを提供するた
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いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
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はない。
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めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために

CHANGE
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FP（ファイナンシャル・プランナー）とタッグを組んで 
お客さまと地域社会へ安心をお届けする

CHANGE

RETAIL & COUNTER SALES

大城 祐也 2007年入社
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滋賀支社 近江八幡営業オフィス オフィス長  
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リーテイルの最前線の
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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野

一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
自治体とタッグを組んでがん啓発など
の地域課題解決に努めていますが、お
客さまに何か起きたとき、“第一生命の
担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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大城：田中さんは近江八幡営業オフィス以外にも支社内の3つの営
業オフィスを担当しているね。フットワークが軽く、的確に支援
してくれるので助かっているよ。お客さまから信頼されるため
に何を意識しているの？ 

田中：相手の話をしっかり聞くことですね。私自身、自分の話をたくさん
する人より、自分の話を真剣に聞いてくれる人に信頼を寄せる
ので。お客さまに信頼されるためには、税務、事業承継等の
幅広い知識が必須なので、自己研鑽は欠かさないようにして
いますね。

大城：なるほど。FPとしてやりがいを感じるのはどんなとき？

田中：やはり、お客さまや生涯設計デザイナーに喜んでもらえたときで
すね。「ありがとう」という感謝の言葉が私の仕事の原動力です。 

大城：そうだよね。これからも最適なコンサルティングで地域のお客
さまに安心をお届けできるよう、一緒に頑張っていこう。これ
からもよろしく！  

法人の経営者保険や従業員福利厚生制度の提案等、
生涯設計デザイナーによる法人コンサルティング活動を支援するFP。
田中はFPとして大城とタッグを組んで、生涯設計デザイナーを
支援しながらお客さまと地域社会へ安心を届けている。 
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一国一城の主として、
地域のお客さまと
生涯設計デザイナーを守る 

　リーテイルビジネスの最前線である
営業オフィス。そこでは、個人・法人の 
お客さまへの各種保険商品のご提案や
保険金・給付金のお手続き、生活環境
の変化にともなう保障内容の見直しと
いったフェイス・トゥ・フェイスのコンサ
ルティング活動が日々行われている。 
　第一生命には全国約1,300の営業オ
フィスがあるが、滋賀支社の近江八幡
営業オフィス長として、地域のお客さま
と生涯設計デザイナーを守る司令塔の

役割を担うのが大城だ。 
　「オフィス長は、マーケットに応じた
販売戦略立案・実行、生涯設計デザイ
ナーの指導・育成・活動支援、経営資金
の管理など業務は多岐にわたり、中小
企業の経営者のようなダイナミックな
仕事を担っています。色々な事象に対し
て的確に即断即決していく必要がある
ため、判断を誤ることもありますが、失
敗も含めて経験できることが多い分、大
きく成長することができる仕事だと感
じています。」 
　近江八幡営業オフィスには、お客さま
を日々フォローする約35名の生涯設計

デザイナーが在籍するが、大城が生涯
設計デザイナーの指導・育成の観点で
意識していることは、保険商品のコンサ
ルティングだけではない。「お客さまへ
のアフターフォローや情報提供も重要
なミッションの一つです。当社は滋賀県
と「健康づくり」の連携協定を締結し、
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担当者に連絡すれば大丈夫”と思ってい
ただけるよう、常日頃から情報提供な
どを通じて信頼関係を構築しておくこ
とが重要です。」 

　大城は、入社後に配属となった支社
で、当時オフィス長を務めていた先輩
の熱い想いに憧れを抱き、自身もオ
フィス長として活躍したいと考えるよ
うになった。「当社は117年の歴史が

あり、全国に1,000万名を超えるお客
さまがいます。先輩方が築き、残してく
れた信頼関係を次の世代へと紡いで
いくことが、必ずお客さまや地域社会
への貢献につながると信じています。」 
　営業オフィスは一つの組織として高
い自立性を持って運営されており、大
城には大きな裁量権が与えられてい
る。だからこそ、責任は重い。「地域を
任せられる組織のリーダーとして、明
確なビジョンを掲げ、生涯設計デザイ
ナーを正しい方向へ導かなければなり
ません。そのためには、常に自ら考え、
行動し、判断することが求められます。
責任が重く決して楽な仕事ではありま
せんが、だからこそ、お客さまや生涯
設計デザイナーが喜んでくれたときや
成果が出たときには、大きなやりがい
を感じることができますね。」 
　多くの先輩を目標に、大城の歩みは
止まることはない。 

※2019年4月より茨木支社鳥飼営業オフィス
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
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　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース
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Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
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ニーズを正確に把握したうえで提案す
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げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
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確になってきました。」と目を輝かせな
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足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT

ASSET
MANAGEMENT3MANAGEMENT3

43 44

3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT

ASSET
MANAGEMENT3MANAGEMENT3

43 44

第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］
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第一生命グループの
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース

ホ
ー
ル
セ
ー
ル
分
野

W
H

O
L

E
S

A
L

E

　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
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花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  

窓販ホールセラーとしての挑戦 

ニーズに応え信頼を勝ち取る

競争が激しい
マーケットでの挑戦

常識にとらわれない
商品を生み出す

お客さま・販売担当者から
選ばれ続けるために

“あったらいいな”に
応え続けるために
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

花房 涼子 2009年入社

Ryoko Hanafusa

第一フロンティア生命
営業第一部  業務リーダー 
エリアコース

小野 舞佳 2011年入社

Maika Ono

ネオファースト生命
営業本部 首都圏営業第二部 課長補佐 
エリアコース

　第一フロンティア生命は、銀行や証
券会社などに保険商品を提供のうえ、
販売サポートも実施する、いわゆる金
融機関等窓口販売事業をメインとした
会社であり、2007年10月の営業開始
以来、お客さまや金融機関代理店等
の多様なニーズに迅速かつ的確に対応
してきた。
　「私の担当業務は、金融機関等窓口
販売（窓販）ホールセラーとして、金融

機関の販売担当者向けに、研修やセミ
ナー等を通じて商品知識や販売ノウハ
ウを提供すること。最も大切なことは、
販売担当者に当社商品に関する正確な
知識を身に付けていただき、お客さま
ニーズに合致した最適な商品を販売い
ただくことです。そのためには、商品知
識のみならず、お客さまニーズを正確
に把握するための手法などについても
きめ細かく支援しています。」こういっ
た活動が販売担当者との信頼関係構
築につながると花房は言う。

　「窓販ホールセラーの業務は、銀行・
証券会社の販売担当者支援がメインで
すが、販売担当者のなかには、経験豊
富な担当者だけではなく、経験の浅

若手の担当者も多くいます。私は、とり
わけ若手担当者への個別研修にこだわ
りをもって活動しています。お客さま
ニーズを正確に把握したうえで提案す
る保険商品についてもしっかり説明で
きるよう、自身が模範となってロールプ
レイングを何度も実施するなど、様々
なアプローチで支援しています。その
結果、『花房さんに教えてもらったおか
げで商品の必要性や魅力が伝わりご契
約いただけた』と言ってもらえたときに
は、非常にやりがいを感じますね。今後
も人財育成に関わる業務に従事してい
きたいと、将来のキャリアビジョンも明
確になってきました。」と目を輝かせな
がら語る花房。将来のキャリアビジョン
を見据え、楽しみながら今日も販売担
当者の信頼を勝ち取っていく。

　近年、若年層を中心に「保険を自分で
比較検討して選びたい」と来店型保険
ショップなどを訪れるお客さまが増えて
いる。こうしたニーズに対応するのが、
『分かりやすい差別化商品』をコンセプ
トに展開するネオファースト生命だ。 
　「当社では来店型保険ショップや銀
行などの金融機関を通じてお客さまへ
保険商品をお届けしています。私の業
務は約80の保険代理店担当として、
当社商品の販売推進支援を行うこと。
代理店では当社以外にも他社の生命
保険商品を販売しており、代理店自
身が常に各社の商品を比較しながら

お客さまに販売しています。」 
　他社参入や、業界内での新商品の開
発・改定が頻繁でマーケットの変化が
激しいからこそ、常に業界の動きを把
握し、スピーディーに対応していくこと
が重要だと小野は言う。「代理店担当
者からいただいたご意見を新商品開
発や販売推進策などに反映していく
ために、迅速な他部門への連携を強く
意識しています。」

　「保険料の算出において実年齢では
なく『健康年齢®』を用いた商品など、
当社は業界の常識にとらわれない

新商品を多数マーケットへ投入して
います。これもベテラン・若手関係な
く自由にアイデアを出し、実現させる
ことができる環境があるから。自分の
足で収集した生の声が新たな商品の
誕生につながったときはとても嬉しい
です。これからも、営業担当として感
じた視点を積極的に社内に情報発信
することで、お客さまの“あったらいい
な”にお応えできる商品をお届けして
いきたいです。」  
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

CHANGECHANGE
ASSET MANAGEMENT

資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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CHANGECHANGE
OVERSEAS LIFE INSURANCE

海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
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ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
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テクティブ社のさらなる成長に向けて
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に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく
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関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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いてくる。
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE
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グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS
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資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
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ジェクト』への約40億円の投資だ。
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したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
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に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
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CHANGECHANGE
OVERSEAS LIFE INSURANCE

海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
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テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
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に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
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自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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お客さまを想い
考えに考え抜いて
信頼関係を築いていく

CHANGE

WHOLESALE

関 一気 2016年入社

Kazuki Seki

総合法人第一部 業務リーダー
グローバルコース
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　食品・化学・医薬といった領域を中
心に、各業界のなかでもトップクラス
に位置する企業のお客さまを相手にす
る総合法人第一部。関は当部の業務
リーダーとして、大企業への団体保険
商品の提案活動を行なうほか、お客さ
まのニーズを探り、課題解決に導く
RM（リレーションシップ・マネジメン
ト）として働いている。
　「いまの仕事の原点にあるのは、学
生時代の学園祭実行委員です。色々な
企業の方と会い、自分の熱意や想いを
伝えて、結果につなげていくという経
験が活きていると思います。この仕事
のやりがいは、保険商品ではなく、自
分を売り込んで信頼関係を築く営業
という仕事の難しさとともに、大手企
業の上席の方々とコミュニケーション
をとる楽しさだと感じます」。

　必要とされるのは、お客さまの本音
を読み取り、世の中の動きに合わせ
て、自分にしかできない提案で価値を
生み出す力。それは決してルーティン
ワークをこなすだけでは生まれない。
さまざまな知識や経験を積み重ね、試
行錯誤を繰り返し、はじめて結果がつ
いてくる。
　「若手だからと遠慮する必要はあり
ません。むしろ、お客さまからは『君は
どう思う？』『君はどうしたい？』と問わ
れ、自分の考えを軸に行動していく
シーンばかりなので、自分の意志を強
く持つことが大切です。同時に、責任
やプレッシャーは並大抵ではありませ
んが、自分の仕事が与える影響力や動
く金額の規模感の大きさなど、ダイナ
ミックかつ刺激的な環境なので、大き
なやりがいにあふれています」

保険販売における第一生命のアプロー
チや目指している形は、少し特殊かも
しれないと関は語る。
「お客さまに商品として保険をお届け
することはもちろん重要ですが、本質
的な目的はそれだけではありません。
お客さまの立場になって必要なものを
考え抜き、私たちにできることは何だろ
うと突き詰めていき、お客さまのため
になることを一つずつ実践していった

結果、自然と保険の販売に行き着くと
いうようなイメージです」
　ある意味では理想論に聞こえるかも
しれないが、これは第一生命が掲げて
いる「CONNECT 2020」の考え方に
も通じている。そのなかで明らかにし
ているのは、今後の課題として国内外
のグループ各社のほか、社外のビジネ
スパートナーたちとのつながりを強化
して、新たな価値創造を生み出すこと。
さらに、個人・法人問わずお客さまの
QOL※向上を目指し、さまざまな社会
課題を解決していくこと。保険の販売
は、あくまでも手段の一つにすぎない。
何よりも大切なのは「一生涯のパート
ナー」として、お客さまのためになる取
組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
生命がもたらす新たな価値をこれから
も広く届けたいと考えているからです」

自ら主体的に考えて動き、
信頼関係を築く

保 険商品の販売だけでなく、
お客さまのためになる取組みを

※QOL（Quality of lifeの略。
　「生活の質」や「人生の充実度」を意味する言葉）
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組みを重ねていくことだ。関自身として
も、美容関連の企業とヘルスケア事業
を推進する企業をつなげて共同セミ
ナーを開催し、世の中へ新たな価値提
供を生み出すプロジェクトを形にし
た。そこにあるのはビジネス的なつな
がりだけでなく、相互協力というシンプ
ルな信頼関係に基づくコミュニケー
ションといえるだろう。
　「将来的には経営戦略的な立場の仕
事を担うのが目標です。より大きな舞台
で活躍したいという想いのほか、第一
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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『未知』との遭遇を楽しみながら
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多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
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を主に担当している。
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支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味
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竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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規模プロジェクトに多数携わってきた。
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点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
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入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 

CROSSTALK 1

49 50

CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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『未知』との遭遇を楽しみながら
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チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 
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自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
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こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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畝本 祐実 2007年入社

Yumi Unemoto

保険金部 保険金企画課 業務リーダー 
エリアコース

石井 繭子 2007年入社

Mayuko Ishii

契約医務部 契約審査課 業務リーダー 
エリアコース

　もともと生命保険は「相互扶助」の精
神から生まれた。はじめは加入者全員
が同額の掛け金を支払っていたが、それ
では若い人（生存の確率がより高い人）
や健康な人（持病や病歴のない人）の
負担が増えるなど、「公平」「平等」の原
則を欠くことになる。そのため、年齢・
病歴・健康状態などによって保険料や契
約条件が変わる仕組みへと進化した。 
　「私が所属する契約医務部契約審査
課では、“医学”と“環境”の2つの観点
から、生命保険の引受けが可能かを審
査しています。」 
　医学的観点とは、健康診断の結果や
病歴等から契約引受けリスクを判断す
ることを言い、環境的観点とは、年齢や
職業、収入等が保障内容に見合ってい
るかを判断することである。石井は

2014年にアンダーライターに任命され
た。アンダーライターとは、医師免許は
持たないものの保険医学に関する高い
知識を持ち、契約の引受け可否を決め
るプロフェッショナルである。社内では
医師に次ぐ裁量が与えられ、保険医学
の知識を背景に、医学的観点・環境的
観点の両面から総合的に審査を行って
いる。 

「社内でアンダーライター資格を取得す
るためには8ヵ月間の講習で基本的な
医学知識、病理学や解剖学、生理学を
学ぶと同時にOJT研修を受け、社内試
験に合格しなければなりません。まさか
自分が医学を学ぶとは思っていません
でしたが、いまでは自分の可能性が広
がったと感じています。」と石井は語る。

アンダーライターに任命されてからは、
最終判断を行う裁量を得た分だけ責任
も重くなっているが、その分仕事に誇り
を持ち、大きなやり甲斐を感じている。 
　「生命保険契約におけるリスク判断
は、社会常識や環境変化も踏まえる必
要があるため、自己研鑽は欠かせませ
ん。また、審査結果をお待ちいただい
ているお客さまがいることを常に意識
しながら、より効率的な運営へと改善
を繰り返していくことも私たちの仕事
です。」石井は、さらに生産性を向上さ
せるとともに、専門スキルを高めて生命
保険実務のプロフェッショナルを目指し
ていく。 

※RPA（Robotic Process Automation）：
　既存業務をヴァーチャルロボットによって
　自動化する取組み
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支払事務の高度化を実現し、
生命保険の価値を高める。 

アンダーライターとして
生命保険実務の
プロフェッショナルを目指す

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

CHANGECHANGE
UNDERWRITING

　「生命保険商品に形はありませんが、
加入後のアフターフォローや迅速かつ
正確な保険金・給付金のお支払いによ
り、その真価が問われます。私は、保
険金等の『お支払い』を担う保険金部
に所属し、この仕事を通じて生命保険
の社会的使命を実感しています。」 
　畝本は2007年に入社してから約5
年間、保険金・給付金のお支払いに至
るまでの書類点検など実務全般を担っ
ていたため、お客さまと直接やりとり

する機会も多く、生の声をたくさん伺っ
てきた。「お客さまから『ありがとう』
と感謝のお言葉をいただくときは、生
命保険の重要性ややりがいを最も感じ
ることができる瞬間です。また、お客
さまからのご意見を元にさまざまな改
善に取り組んでいますが、お客さまか
ら寄せられる声はサービス向上のため
のヒントであり貴重な財産です。」

　約5年間の実務経験を経て、畝本は
2013年から支払事務に関する企画・
システム開発を担当することになった。
お客さまへより迅速・正確に保険金・給
付金をお支払いすることができる事務・
システムを構築するために－。これまで
よりも大局的な視点が必要となったが、

約5年間の実務経験が活かせる仕事だ
と畝本は言う。 
　「お客さまからいただいた生の声や、
実務を担当していたときに感じた『こう
なったらいいな』という想いを形にす
ることができる“夢のある仕事”です。
保険金・給付金の支払事務の全体像は
もちろん、現在は人工知能やRPA※等
の最先端テクノロジーを活用した業務
の高度化・効率化の推進も担っていま
すので、IT関連知識まで必要となりま
す。簡単な仕事ではありませんが、お
客さまや実務担当者の喜ぶ顔を見るた
めに、フロントランナーとなって挑戦し
続けたいです。」畝本の目線の先には、
いつもお客さまがいる。 

支払事務の高度化・
効率化への挑戦

生命保険の社会的使命 アンダーライターの使命 

常に欠かさない自己研鑽
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 
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オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）
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第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
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れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
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なかったら後回しにされたりする。なか
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適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 
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第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
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りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
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引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
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どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
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たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。
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DOMESTIC
LIFE INSURANCE BUSINESS

　AI、ビッグデータ、ブロックチェーン
といったIT関連の言葉が広く聞かれる
ようになった現代。デジタル技術の進
展とともに、ITの可能性は日々広がって
いる。ITビジネスプロセス企画部は、社
内の基幹システム構築だけでなく、
1,000万人以上のお客さまの契約情報
を管理するソフトウェア設計のほか、ス
マホアプリの開発など、ITインフラ全般
の整備を担っている部署だ。宮崎は入
社後、SEとして基盤システムの開発・保
守を担当。その後、「DNA計画」と呼ば
れる契約管理システムの抜本的リノ
ベーションをはじめ、システム開発の大
規模プロジェクトに多数携わってきた。
さらに、2018年度からはDai - ich i  
Life Innovation Labに参画。ITの視
点から新たなビジネスモデルやソ
リューションの創出に携わっている。現
在の主な業務は、ITシステムのデジタル
トランスフォーメーション※を実現する
計画策定だ。これまでオーダーメイド
型のシステム構築が主流だったが、い
まはあらかじめ部品化された機能や
サービスを組み合わせて使う時代と
なっている。技術のオープン化に伴い、
優れたテクノロジーをいち早く取り

入れ、価値あるサービスを提供するた
めにITインフラ構築の企画・推進など
を担当している。
　「学生時代に考えていたのは、お客さ
まにどう価値を届けていくか、どう世の
中にハレーションを起こすか、といった
こと。いまでも根本的な部分で、その想
いは変わっていません」

　ITの世界が日進月歩であるのと同じ
く、第一生命もまさに変革の時を迎え
ている。現在の世の中で起きているイ
ノベーションの多くは、デジタルの領
域から生まれていると言っても過言で
はない。

　「新しいことにどんどんチャレンジで
きる環境は、とても刺激的でやりがい
があり、どの仕事も醍醐味にあふれて
います」
　しかし、重要なのはテクノロジーの
進歩だけではない。より良いサービス
は、利用者と開発者のコミュニケーショ
ンがあって、はじめて生まれる。そのた
めには、常日頃からワクワクするものを
届けたいという想いを抱き、業界を超
えたネットワークを築いていくことが
重要だと宮崎は言う。

　万が一のときに保険金や給付金を
確実にお支払いすることだけでなく、
お客さまの健康やQOL向上のために、
新たなアプローチが求められている。
訪問や電話といったリアルなコミュニ
ケーションと、テクノロジーを駆使した
デジタル領域からのアプローチで、い
ままでにない価値提供を。
「極端な例かもしれませんが、契約者
と被保険者、そしてその家族を含める
と、お客さまはざっと3,000万人以上。
つまり、日本の人口の約4人に1人に、

宮崎 元輝 2011年入社

Motoki Miyazaki

ITビジネスプロセス企画部
グローバルコース

テクノロジーを駆使した
今までにない価値提供を

CHANGE

お 客さまや世の中に
どう価値を届けるか

いまの自分だからこそ
できることがある
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影響を与えられる計算になります。そ
れほど多くの人に関われるのは、この
業界ならではの特権といえるでしょう」
　ただ、ITを使って世の中にインパクト
を与えたいわけではない。ITの力で、よ
り多くの人に、大切なものを届けるため
に。その可能性は、これからも無限に広
がり続けるだろう。

※最新のデジタル技術を浸透させ、
　人々の日常生活をより豊かにさせること。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  

CROSSTALK 2

53 54

CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
資
産
運
用
分
野

A
S

S
E

T
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T

※2019年4月よりファイナンス投融資部

45 46

新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
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專門知識が求められます。また、担当者
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イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

CHANGECHANGE
ASSET MANAGEMENT

資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）

北 米

NORTH
AMERICA

JAPAN

日 本

ASIA PACIFIC

アジア
パシフィック
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。

 〈海外生命保険事業〉
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
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細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
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細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
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山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
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を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
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細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT

ASSET
MANAGEMENT3MANAGEMENT3
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）

北 米
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2
　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている

社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの海外生命保険事業についてご紹介します。

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
世界中から選ばれ続ける保険グループを目指していく。
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　第一生命グループは海外生命保険事業を成長分野と位置づけ、これまで7カ国に事業を展開し

ています。また、展開地域の拡大に伴い、北米およびアジアパシフィック地域に地域統括会社を設

立し、日本を含めたグローバル3極体制で持続的成長を目指しています。

　ここでは、海外事業展開を見据えて、グローバル人財を目指して自らチャレンジし続けている
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未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部
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社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

CHANGECHANGE
ASSET MANAGEMENT

資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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※2019年4月よりファイナンス投融資部
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
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　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
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CHANGECHANGE
OVERSEAS LIFE INSURANCE

海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
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第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
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社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 
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グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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CHANGECHANGE
OVERSEAS LIFE INSURANCE

海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
LIFE INSURANCE BUSINESS

竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
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世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ

海
外
生
命
保
険
事
業

O
V

E
R

S
E

A
S

L
IF

E
 IN

S
U

R
A

N
C

E

39 40

第一生命グループの
グローバルフィールド

海外事業が急速に拡大するなか、経営管理・支援態勢を今以上に強化させるため、2015年にアジア
パシフィック地域における地域統括会社をシンガポールに、北米の地域統括会社をニューヨークに
設立。これにより、第一生命グループの海外事業は、日本の「第一生命ホールディングス海外生保
事業ユニット」を軸に、日本・米国・アジアパシフィックの“3極”が連携して、シナジー効果を高め合い
ながらグローバルな展開を推し進めている。

GLOBAL FIELD

成長分野である海外生命保険事業では、
グローバル３極体制で、積極的な事業展開を行っています。
ここでは、第一生命グループの海外現地での
取組みについてご紹介します。

地域統括会社とは
個人代理人の育成強化、販売ネットワークの拡大などを
通じた個人代理人チャネルの増強、オルタナティブチャ
ネルの展開などにより、市場シェアを着実に拡大しまし
た。2018年の初年度保険料において外資系生命保険会社
トップのシェアを獲得しました。今後も、販売拡大と業
務品質の向上を通じて、持続的な成長を目指します。

トップラインが持続的に伸長し、
初年度保険料においては外資系生保トップを獲得

［ 第一生命ベトナム ］

リテール事業（生命保険・個人年金）では、既存の販売チャ
ネルの強化に加え、大手金融機関との提携販売などの
チャネル拡充により、オーガニック成長を推進しました。
買収事業では、2018年5月のLiberty Life社のブロック買
収に続き、2019年6月に、当社グループ化後4件目の買
収案件となるGreat-West社の個人保険・年金既契約ブ
ロック買収を実現しました。今後は、これらの大型買収
案件の統合作業に注力するとともに、引き続き新規買収
によるさらなる利益成長を目指します。

リテール事業と買収事業の両輪により、
着実に利益貢献を実現

［プロテクティブ］

既存チャネルの基盤強化などに取り組み、オーストラ
リアの保障性市場において、保有契約年換算保険料ベー
スで、2013年以降6年連続でトップ※となりました。今
後も、販売チャネル・商品・サービスの多様化に加え、
2019年2月に実現したSuncorpグループの生保事業買収
にかかる統合プロセスの着実な遂行や、Suncorpグルー
プとの提携販売推進により、着実な成長を目指します。
※2018年12月末時点の保有契約年換算保険料ベース

保障性市場において6 年連続首位を維持、
Suncorp グループの生保事業を買収

［TAL］

個人代理人の採用拡充・育成、銀行窓販
チャネルの販売推進体制の強化により、
トップラインと収益性の向上を目指し
ます。

販売チャネル・体制の強化で
持続的な成長を目指す

［パニン・第一ライフ］

個人代理人チャネルにおける新入社員採
用・育成の継続、その担い手となるリー
ダー層の拡充、職域開拓など将来の成長
のための基盤強化を通じて、持続的な成
長を目指します。

個人代理人チャネルの
堅実な進展によりプラス成長を実現

［オーシャンライフ］

合弁パートナーとのさらなる協業、ホー
ルセラーの強化、営業職員（固定給）チャ
ネルにおける高能率職員の育成などによ
り、トップラインと収益力の強化を目指
します。

銀行窓販チャネルの支援体制強化
などにより収益拡大を推進

［スター・ユニオン・第一ライフ］

カンボジアでは、2018年3月に日本の生
命保険会社として初めて子会社を設立
し、2019年4月から営業を開始しまし
た。今後はチャネル整備の推進等によ
り、市場シェアの拡大を目指します。

日本の生命保険会社初の
子会社として営業を開始

［第一生命カンボジア］

地域統括会社
（シンガポール）

地域統括会社
（ニューヨーク）
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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海
外
生
命
保
険
事
業

O
V

E
R

S
E

A
S

L
IF

E
 IN

S
U

R
A

N
C

E

『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
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業務部
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■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社
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第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
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■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）
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オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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た時の達成感は格別です。買収案件の
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域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
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きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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海外グループ会社の
経営管理・支援を通じて
海外生命保険事業の
成長に貢献

常に新しいことに
挑戦できることが醍醐味

OVERSEAS
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竹谷 珠里 2010年入社

Juri Takeya

第一生命ホールディングス  
海外生保事業ユニット 事業推進グループ  課長補佐 
グローバルコース

　大学時代、1年間の海外留学を経験
した竹谷は、グローバルに活躍できる
仕事に就きたいと考え、グローバル展開
を積極的に推進している第一生命に入
社を決めた。入社後3年間、営業人事
部を経験した後、国際金融調査機関
のベルギー拠点で2年間勤務。2015
年に帰国し、現在は第一生命ホール
ディングスで海外グループ会社の経営
支援や業績管理等を担当している。 

　2007年の第一生命ベトナムの設立
から、第一生命グループの海外生保事
業はアジアパシフィック地域・北米地
域の7か国に拡大。2015年にはシン
ガポール・北米に新たに地域統括会
社、2019年には第一生命カンボジア
が生命保険事業を開始し、ミャンマー
では、日系の生命保険会社で唯一、
100%子会社形態での生命保険事業
の仮認可を取得し、準備会社を設立
した。この11年間で高い成長を見込
む新興国市場と、安定的な利益貢献
を見込む先進国市場でバランスのと
れた事業展開を実現してきた。
　海外生保事業ユニットは、こうした
既存事業の経営管理・事業推進業務、
新規M&Aの検討や既存事業のバリュー
アップといった企画業務、現地法人や
海外駐在者の管理・サポート業務等
を行っている。 
　「私が所属する事業推進グループは、
海外グループ会社の経営や事業運営を
管理しながら、現地の経営陣とともにビ
ジネスを推進する業務を担っています。
私が担当しているのは、2015年に買収
したアメリカのプロテクティブ社。直接
的な管理・支援は、ニューヨークの地
域統括会社が行っていますが、私の主
な業務は、業績や財務、コンプライア
ンス等について経営状況をモニタリン
グし、事業計画の策定を行ったり、プ
ロテクティブ社の事業計画策定やプロ
テクティブ社自身が行う新規M&A案
件の推進をサポートすることです。」
　竹谷はプロテクティブ社駐在員と
ニューヨークの地域統括会社、海外生
保事業ユニットの3拠点の担当者から
なるチームで、密接に連携しながらプロ

テクティブ社のさらなる成長に向けて
支援を行っている。 
　「プロテクティブ社を担当する前は、
オーストラリアのTAL社の経営管理・
事業推進に携わっていました。こうし
たグループ会社の経営管理業務を通じ
て、会社のトップの想いや考え方をリ
アルに聞くことができるのもこの仕事
の魅力。また、海外生保事業は、取組
み開始してまだ11年ほどの新しいビジ
ネスです。まだノウハウやマニュアルが
存在しない新たな業務が次 と々発生す
るため、正直、大変ではありますが、次
に何を考え、誰を巻き込み、どう行動
すべきかを自分自身で考えながら常
に新しいことに挑戦できることが、こ
の事業の醍醐味だと感じています。」

　日本では当たり前に存在する生命
保険という社会インフラがまだ普及し
ていない国にも“安心”を届けたいとい
う想いがあり、海外生保事業に携わる
ことを希望したという竹谷。「現在は、
既存事業の推進業務を担当していま
すが、いずれは新規事業の立ち上げに
も挑戦してみたい。新しいことに挑戦
していくなかで、会社の成長とともに
自分自身も成長していきたいです。」 
　常にレベルの高い仕事に取り組む
ことが自らを成長させてくれるという
竹谷。若手に大きな仕事を任せてくれ
る風土がある第一生命グループで、
世界を舞台に竹谷はこれからも成長
に向けてチャレンジしていく。

新しい挑戦が、
会社と自分の成長へ
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり
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～入社前と現在～ 
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE
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さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と
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ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
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佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
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だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
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かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
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　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり
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最良の未来へ向けて
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
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資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
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ていたこともあり、海外事業に携わりた
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で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
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して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
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雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
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くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
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を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
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行するのは、現場であり生涯設計デザ
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事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
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適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
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を求められている。可能性を大きく秘め
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も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。
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北米マーケットから
グループの収益に貢献
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『未知』との遭遇を楽しみながら
グループの連結収益拡大に貢献

　第一生命グループが2015年に買収し
た米国プロテクティブ社。米国内で買
収事業を収益の柱として成長してきた
生命保険会社だ。このプロテクティブ
社の買収実現に大きく貢献したのが島
崎だ。現在、島崎はニューヨークの地域
統括会社で、プロテクティブ社の買収
チームと連携して新規M&A企画を担
当している。 

　「米国内で行われる入札案件にプロテ
クティブ社のメンバーと共に参加し、買収
対象・買収手法・収益性の分析や、関連
する規制の調査、そして当局許認可取
得といった業務を担っています。米国で
は比較的、短期間でグループ収益に直
結するような買収案件がメインとなって
いて、北米マーケットから第一生命グ
ループへの収益貢献を実現することが
私のミッションです。」 
　海外勤務は、『未知』と出会う機会が
多いため、それが楽しみでありやりがい

でもあると島崎は言う。「海外の買収案
件に数多く関わってきましたが、大量の
情報や想定外の事象など『未知』のこと
を限られた時間で処理していく必要が
あり、正直大変ではありますが、完遂し
た時の達成感は格別です。買収案件の
最終交渉のために色々な国へ出向くこ
ともあり、大きな仕事を若手に与えてく
れる環境なので、やりがいと成長を日々
実感できますね。」
　『未知』との遭遇を楽しみながら島崎
は今日も世界を相手に奮闘している。

自らチャンスを掴み、
アジアパシフィック地域を切り拓く

島崎 哲志 2007年入社

Satoshi Shimasaki

DLI North America  課長補佐 
グローバルコース

大井 元彦 2012年入社

Motohiko Oui

 DLI Asia Pacific  課長補佐 
グローバルコース

発展途上マーケットでの挑戦

　第一生命グループは、アジアパシ
フィック地域において、インド、タイ、
ベトナム、インドネシア、オーストラリアで
生命保険事業を展開しており、これらの
国を統括しているのが、シンガポールの
地域統括会社DLIアジアパシフィック
である。 大井はDLIアジアパシフィック
で、第一生命ベトナムの経営管理支援
を主に担当している。
　「第一生命ベトナムの実績管理や営業

支援、ミャンマーにおける生命保険事
業開始に向けた準備など、多くの業務
に携わっていますが、生命保険マーケッ
トとしては発展途上なので、日々何が起
こるか分からない状況です。このような
環境下で仕事をしていくなかで臨機応
変に対応する柔軟性や即時に反応する
瞬発力が身に付いたように思います。」 
　入社5年目でキャリアチャレンジ制度
を活用し、大井はアジアパシフィック地
域の生命保険事業を俯瞰できる現在の
ポジションを自ら掴んだ。

　「アジアパシフィック地域はこれから
成長していくマーケットなので、やるべ
きことはたくさんありますが、一つひと
つ着実に実行していくことで、グループ
会社の成長に貢献していきたいです。そ
して、世界中の人々に『安心』を届けら
れる社会インフラを作ることが私の目
標です。」
　大井の挑戦は始まったばかりだ。 

※2018年4月より第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み
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社外評価
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LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
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　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土
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ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）
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「内閣府特命担当大臣賞」
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。
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山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka
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■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
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きる、そんな人財になっていきたい。実
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一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 

51 52

新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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3
　第一生命グループでは、将来の確実な保険金支払いに備えて、ご契約者からお預かりした保険料

の運用を行っています。約56兆円※もの資産を運用する機関投資家として、安全性と収益性の同時

追求を図っていくとともに、インフラ分野などの新たな資金需要が見込まれる分野に対しても

積極的に投融資を行うなど、金融仲介機能を発揮しています。

　また、世界的な成長分野であるアセットマネジメント事業では今後のさらなる市場成長を見越し、

アセットマネジメントOneとジャナス・ヘンダーソン・グループによる日・米・欧をカバーする体

制を整え、各社の市場補完とシナジー発揮により、高い収益成長を目指しています。

　ここでは、当分野で働く社員の活躍する姿を通じて、第一生命グループの資産運用・アセット

マネジメント事業をご紹介します。
※第一生命単体では約36兆円

機関投資家として新たな資金需要に対しても
積極的に投融資を行い、金融仲介機能を発揮する。

 〈資産運用・アセットマネジメント事業〉
ASSET MANAGEMENT

ASSET
MANAGEMENT3MANAGEMENT3
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価

＆

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組みダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
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他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修
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いきたいと思っています。
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プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価
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LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

CHANGECHANGE
ASSET MANAGEMENT

資産運用の高度化を実現し

伊藤 暁紘 2011年入社
Akihiro Ito

債券部
ストラクチャードファイナンスグループ 課長補佐
グローバルコース

新たな投資への挑戦

資産運用の未来を切り拓く
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※2019年4月よりファイナンス投融資部
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新たな世界と
未来を切り拓く

　マイナス金利政策の導入など厳し
い環境下で金融業界全体が苦しんで
いるなか、資産運用の高度化に向けて
挑戦し続けている男、それが債券部の
伊藤だ。伊藤が所属する債券部ストラ
クチャードファイナンスグループでは、
ミドルリスク・ミドルリターン分野であ
るプロジェクトファイナンスを中心とす
る新たな投資を行っている。伊藤は、
入社してから5年間、総合審査部産業
審査グループで国内および海外企業
のクレジットアナリスト業務を務めた。
その後、ロンドンの銀行で欧州・中東・

アフリカ地域のプロジェクトファイナ
ンスのモニタリング業務を1年間担当。
帰国後、債券部ストラクチャードファ
イナンスグループで働くようになった。 
　現在は、ミドルリスク・ミドルリター
ン分野である海外プロジェクトファイ
ナンスを中心とする投資案件を担って
おり、伊藤が担当した案件のひとつが
『オーストラリアの海水の淡水化プロ
ジェクト』への約40億円の投資だ。
ヴィクトリア州における年間水使用量
の約3分の1をまかなうことができる
大規模プロジェクトであったが、この
プロジェクトへの投資を成し遂げたい
という強い想いが伊藤にはあった。 
　ロンドンの銀行へトレーニーとして
派遣されていたときに携わった投資案
件のひとつに淡水化プロジェクトがあ
り、その経験値を活かしたかった。ま
た、第一生命グループはオーストラリ
アへのプロジェクトファイナンスの投
資実績がなかったため、「自分が開拓
したい」という想いもあった。上司に自
分の想いをぶつけてみたところ、この
案件をメインで任されることになっ
た。試行錯誤の連続であったが、机上
の分析だけでなく実際に現地へ足を運

プロジェクトを自分の目で確認するな
ど、妥協を一切しなかった。その結果、
グループ初のオーストラリアのプロ
ジェクトファイナンス案件への投資を実
現することができた。

　伊藤は、ほかにも英国鉄道コンセッ
ションプロジェクトや国内メガソーラー
などの案件を担当してきた。「この仕事
は、金融の知識や語学力に加え、担当
案件に関わる業界知識、国内外の法
律や税務の知識など、広範で高度な
專門知識が求められます。また、担当者
に与えられる裁量が大きく、自分で案
件をマネージしていく実感があります。
責任は重いですが大きなやりがいを
感じています。」とプロジェクトファイ
ナンスの魅力を語る伊藤。投資実行の
意思決定を行っていく過程でその分
野に精通した銀行や証券会社のオリ
ジネーション、ストラクチャリング担
当者、案件の各種アドバイザーたちと
やり取りすることで多くの刺激を受け
ているという。 
　「今後も、経験していないことにトラ
イし、まだ見ぬ世界を開拓したい。こ
の分野での経験を磨き、収益性を確
保しつつ社会的課題解決に寄与する
ような案件を実行していきたいです。
そして、資産運用のさらなる高度化を
図り、第一生命グループの収益向上に
貢献したいと考えています。」と将来
のビジョンを描く伊藤。資産運用の未
来を切り拓く伊藤のさらなるチャレン
ジが続く。  
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
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てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 

65 66

求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部
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株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
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海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 
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（現・首都圏マーケット統括部）
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オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）
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第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
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高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
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世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
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仕事の内容・やりがいについて 
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
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や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 
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アセマネ事業
の強化
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シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース
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オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）
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していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
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を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
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様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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　金融業界を目指して就職活動をして
いたなか第一生命と出会い、「可能性が
大きく広がっていて、自分が成長できる
会社」と強く感じて入社を決意。高橋は
3年間、特別勘定運用部で団体年金に
おける運用分析とディスクローズ資料
の作成に携わった後、2012年から国内
の大学院に留学。経営学修士（MBA）
を取得した高橋は、2014年から運用企
画部、その後、第一生命ホールディング
スアセットマネジメント事業ユニットで
働くことになる。

　「第一生命グループのアセットマネジ
メント事業では、みずほフィナンシャル
グループと設立したアジアトップクラス
の資産運用会社である『アセットマネ
ジメントOne』および、欧米で事業を展
開する『ジャナス・ヘンダーソン・グルー
プ』を通じて、国内外で事業を展開して
います。預り資産に対する運用報酬手
数料等を収益源とする事業であり、第
一生命グループ全体の収益向上・リス
ク分散に貢献していると言えます。」 
　当初、高橋は『ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ』の経営・事業管理を担当
していたが、現在は『アセットマネジメ
ントOne』の経営・事業管理を担当して

いる。「みずほフィナンシャルグループ
と定期的に意見交換をしながら共同で
『アセットマネジメントOne』の事業運
営を行っています。全社的な経営に近
い目線で仕事ができることに大きなや
りがいを感じています。」国内大学院で
経営学修士（MBA）を取得し経営ノウ
ハウを学んだことが、経営・事業管理の
仕事に活きていると高橋は言う。 

　「グループ会社の経営・事業管理の仕
事を通じて、学ぶことはたくさんありま
す。例えば、『ジャナス・ヘンダーソン・
グループ』の意思決定の速さ、ビジネス
のスピード感などです。こういった、各
社の強みをグループ間で共有し浸透さ
せていくことも私の重要な役割だと
思っています。グループ内のシナジーの
追求に加え、中心となって顧客ニーズ
を先取りするような先進的な戦略立案
や商品提供を通じてアセットマネジメ
ント事業の発展・成長を図り、第一生
命グループのさらなる収益向上に貢献
していきたい。そして、将来的には、現
在の経験を活かしてグループ経営戦略
を考える仕事に携わりたいですね。」将
来のビジョンを見据え、目標に向かっ
て高橋の妥協なき挑戦は続いていく。 

ASSET MANAGEMENT
BUSINESS

高橋 淳一 2009年入社
Junichi Takahashi

第一生命ホールディングス
アセットマネジメント事業ユニット
課長補佐
グローバルコース

アセットマネジメント事業の
プロフェッショナルとして
第一生命グループの
収益向上に貢献 

CHANGE

ASSET MANAGEMENT

グループ会社の経営・事業管理を
通じて収益向上に貢献

グループ内のシナジー追求 
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※現アセットマネジメントOne（株）へ
キャリアローテーション

アセマネ事業
の強化

グローバル3極体制の活用

● 商品・販売網の相互活用
  （アセマネ⇔グループ生保間）
● 運用委託・共同開発
● トレーニー派遣

グループシナジーの発揮
（アセマネ間）

国内生保

アジアパシフィック生保 米国生保

運用商品・販売網の
相互活用

運用商品・販売網の
相互活用

世界の主要市場
（日本・米国・欧州）

をカバー

国内外グループ生保
との

シナジー創出を加速

世界の主要市場（日本・米国・欧州）をカバーする
アセットマネジメント事業のグローバル３極体制
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※
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「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と
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していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※
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「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。

59 60
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「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。

59 60

世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。

57 58

CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 

CROSSTALK 1

49 50

CROSSTALK TO THE BEST FUTURE

TO THE BEST

入社してから12年。
ともに切磋琢磨しながらキャリアを積み、
国内生保事業・海外生保事業・資産運用事業の
それぞれで活躍する同期3人が、仕事に対する思いや
実現したい未来について語り合った。 

FUTURE

引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

引間 順也 2007年入社

Junya Hikima

業務部 課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
企業年金ビジネスサービス株式会社

■ 2009年4月～2012年3月
年金事業部

■ 2012年4月～2015年3月
団体年金サービス部

■ 2015年4月～
業務部

高橋 玲子 2007年入社

Reiko Takahashi

株式部  課長補佐
グローバルコース

■ 2007年4月～2009年3月
大阪法人営業第二部
（現・大阪法人営業部）
■ 2009年4月～2015年3月
株式部

■ 2015年4月～2016年3月
海外トレーニー（アメリカ）

■ 2016年4月～
株式部

佐藤 直樹 2007年入社

Naoki Sato

第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット 課長補佐
グローバルコース 

■ 2007年4月～2011年3月
首都圏業務推進部
（現・首都圏マーケット統括部）
■ 2011年4月～2012年3月
語学トレーニー（タイ）

■ 2012年4月～2017年3月
オーシャン・ライフ・インシュアランス（タイ）

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事の内容・やりがいについて 
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価
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LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。
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フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞

61 62

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり

第一生命グループの印象
～入社前と現在～ 

最良の未来へ向けて

最後に～同期の存在～ 
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第一生命保険株式会社

〒100-8411  東京都千代田区有楽町1-13-1

渡邉 光一郎

稲垣 精二

1902年9月15日

600億円

55,725名（内勤職11,281名、営業職44,444名）

37兆466億円

2兆3,149億円（2018年4月～2019年3月）

2兆3,284億円（2018年4月～2019年3月）

（株）格付投資情報センター AA-

（株）日本格付研究所 AA-

スタンダード・アンド・プアーズ A+

フィッチ・レーティングス A+

A.M. Best A+
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代表取締役会長
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創 立

資 本 金
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格 付 け
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●
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東京▶
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▶

新橋

日比谷公園
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（※2） 2019年11月14日現在
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）
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特別賞（2017）
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2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
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海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
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契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
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り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
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る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   

仕事に対するこだわり
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最後に～同期の存在～ 
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引間：現在所属している業務部は、一
言で言うと「リーテイル分野の舵取り
役」。国内マーケットの環境変化やお客
さまニーズの多様化を踏まえて、社内の
課題を察知しながら、最適な営業戦略
を考えて全国に落としていく、そして、
全社の業績向上に繋げていく。言うの
は簡単だけど、なかなか難しい（笑）。戦
略だけ考えて実行できなければ“絵に
描いた餅”に終わるわけで、徹底してい
くには関連部署の協力が必要不可欠
だから調整力も求められる。全国の約4
万名の生涯設計デザイナーを、どのよ
うにしてレベルを上げていくかというこ
ともとても重要。やることたくさんで大
変だけど、自分が考えたことや作り上げ
た戦略を実行してそれが成果として表
れたときにはやりがいを感じるよね。 
高橋：なるほど。私は資産運用分野とい
うまったく違う仕事をしているので、
まったくイメージが沸かないというか。
約4万名の生涯設計デザイナーのこと
を考えたりと、スケールが大きいよね。 
佐藤：僕は入社してから4年間、リーテ
イル分野で仕事をしていたので、引間
の大変さは分かるな。会社としての戦
略や枠組みは必要だけど、それを落と

していくときに本社と現場で距離感や
温度差を感じることはどうしてもある。
そんなとき、そのギャップを埋めにいか
ないといけないわけだけど、その時に必
要になってくるのは「人間力」だと思う。 
引間：その通りだね。本社と現場の温度
感は揃えたい。そこには拘って仕事して
いるし、それが僕の役割だと思ってる。 
高橋：私は日本の株を運用するファン
ドマネジャーとして仕事しているのだけ
ど、私が運用を任されているファンドの
残高が200億円くらいあって、裁量の
大きさと私が選択した投資判断がすぐ
数字に表れるという点は大きなやりが
い。株価は日々動いているので、毎日頭
をフル回転させてマーケットを読みな
がら即時即決しているという感じかな。 
佐藤：200億ってすごいね。責任重大
だね（笑）。 
高橋：「挑戦・変革し続ける機関投資家
としての評価を確立する」という部署の
ビジョンがあって、第一生命は新しい取
組みに積極的だと資産運用業界で見ら
れているみたい。常に新しいことをやっ
てみようと思っていて、そういう意識で
仕事をすると自然と面白くなるよね。 
引間：それは分かる気がするな。新しい
ことを自分で考えるという意識は色ん
な意味で大事だよね。 

高橋：証券会社に調査されていないよう
な小さな会社は情報がほぼないけれど、
優良企業はたくさんある。社長への取材
をしたり、経営戦略や強みは何なのかを
自分の足で情報を集めて将来の業績予
想をすると株価が割安であると分かるこ
ともある。そうやって優良企業を見つけ
出して投資することで、数年で株価が3
倍にも４倍にもなることがある。これも
資産運用の仕事の醍醐味かな。 
佐藤：僕はいま第一生命ホールディン
グス海外生保事業ユニットでタイのグ
ループ会社である「オーシャンライフ」
を主に担当している。会社対会社の仕
事なので、経営面から営業面、資産運
用、リスク管理・・・など幅広い知識が必
要とされるから大変だけど、スケールが
大きい仕事なのでやりがいはあるよ
ね。もともと、オーシャンライフで6年間
様々な仕事をしていたこともあり、タイ
のことは誰よりも分かっているつもりな
ので、その時の経験が生きているかな。

佐藤：担当しているオーシャンライフ
は、当社の出資割合が24％なので難し
いところがある。自分が良いと思ってい
ることでもオーシャンライフにとって良
いと思ってもらえなければ聞いてもらえ
ない。聞いてもらえたとしても、重要じゃ

なかったら後回しにされたりする。なか
なかシビアな世界だよ。これは、オー
シャンライフに限った話ではないかもし
れないけど、人を動かすためには、その
人にやりたいと思ってもらう必要があ
る。だから、誰かと協働するときには相
手にとことん納得してもらうということ
がとても大切だと思うし、常日頃から意
識していることだね。 
引間：難しいよね。業務部の仕事は部内
外へプレゼンする機会がとても多いん
だけど、相手に短時間で分かりやすく意
図を伝える必要がある。資料を見やすく
するとか事前にシュミレーションをする
などの綿密な準備は欠かせないね。分
かりやすく内容を伝えることももちろん
大事だけど、“自分の想い”をしっかり伝
えて分かってもらうことも重要だと思う。 
高橋：私は投資判断をする際に、企業
などの調査を専門としているアナリスト
に調べてもらったり動いてもらうことが
多い。スピードが要求されるので、自分
がいま欲しいと思っている銘柄があっ
たら急ぎで調査をお願いする必要があ
るんだけど、他に仕事があったりして優
先順位が下がってしまうことがある。普
段から誠実に強い想いを持って仕事に
取り組んでいると、自然と優先順位を
上げて対応してくれたりする。当たり前
のことかもしれないけど、大事なことだ
と思うな。2015年にキャリアチャレンジ

制度を活用してアメリカのジャナス・
キャピタル（現：ジャナス・ヘンダーソ
ン・グループ）へトレーニーに行ったん
だけど、むこうはとにかく意思決定が早
い。資産運用の仕事はマーケットを先
読みして、スピーディーに判断すること
が要求されるので、現状に満足するこ
となく、機動的に判断と決断をすること
に拘っているかな。 
佐藤：それは重要だよね。誠実に頑張っ
ている人は応援したくなるし。あと、僕
ははしごを外さないということは強く意
識している。裏切るようなことは絶対に
しないと。仕事は人と人との信頼関係
で成り立っているので、その根底となっ
ているものを壊さないようにしようと。

引間：そもそもなぜ第一生命に入社し
たかと言うと、業務フィールドの広さに
魅力を感じて、まず保険会社に興味を
持った。国内生保事業から海外事業、
資産運用まで、どの仕事も専門性が高
く、幅広くかつ深くキャリアを積んでい
くことができるというところに大きな魅
力を感じたね。正直、他の会社とすごく
悩んだけど、先輩社員が活き活きと話
をされているという印象がとても強く、
その社員と一緒に働くイメージが沸い

たので、最終的には直感で決めたんだ
けど間違いはなかったと思うね。 
佐藤：なるほど。僕は父が損害保険会
社に勤めていたこともあって、保険会社
は身近な存在だった。物づくりをするよ
りは人と接する仕事の方が自分に合っ
ていると感じたのもあり、早い段階から
保険会社に絞っていたかな。他社もい
くつか受けたなかで、第一生命の最終
面接で面接官の方が「君と一緒に仕事
をするということがイメージできる。ぜ
ひ一緒に働こう」と熱く語ってくれたの
が印象的で、今でも心に残っている。そ
れが決め手となったかな。 
高橋：私は小さいときに海外で生活し
ていたこともあり、海外事業に携わりた
いという想いで就活をしていた。最初は
色んな業界を見ていたなかで、第一生
命のOG訪問をした際に、女性の働き
やすさがすごく伝わってきたというの
と、ちょうどその時期に第一生命が海
外展開をしていくという話を聞いたの
で魅力を感じて入社を決めた。正直、面
接の記憶はほとんどない（笑）。フランク
な雰囲気で、自分が自然体でリラックス
して話することができたから覚えてない
のかもしれないね。 
引間：確かにこれぞ面接という感じでは
なくリラックスさせてくれたのを覚えて
いるな。12年経って思うのは、人の温か
さはとてもあるということ。仕事は楽で
はないけど、周囲の人からフォローして
もらったりしてすごく助かっている。入社
前の印象とのギャップは感じない。 
佐藤：色んな人がいるよね。個性が認
められやすい風土・文化があるという
か。小さくまとまるのが正解という感じ
ではない。ある意味、生意気な人が多
いよね（笑）。上司から言われてそのま
まというよりは、自分の想いや意見をぶ
つける人が多い。 
引間：そうだね。上司も鵜呑みにするこ
とを求めていないというか、何か言うく
らいの方が良いと思っているというか。
どんどん意見を言って欲しいという
雰囲気で、自分の意見を言いやすい環境

というのは感じるよね。 
高橋：個性がある人が多いなかで、その
人の良さは何なのか何が得意なのかを
見つけて認めようとしてくれる。長所を
伸ばすということを意識して、育成してい
くというカルチャーがある気がするね。 

引間：国内は少子高齢化・人口減少が
進展していくなかで、ネガティブなイ
メージがあるけど、一方で今後伸びて
いくマーケットもある。世の中のニーズ
を、将来的にどうなっていくのかも含め
て的確に捉え、より多くのお客さまに確
かな安心をお届けしながら、さらなる
シェアアップを図っていきたい。これま
での概念に捉われることなく、革新的
な戦略を立案し実行するところまでで
きる、そんな人財になっていきたい。実
行するのは、現場であり生涯設計デザ
イナーなので、教育面もさらに強化して
一生涯のパートナーとしてより高度な
コンサルティングができる体制を構築
していきたいね。 
高橋：資産運用の仕事は、数字にフォー
カスされがちだけど、私は第一生命
グループのために何ができるかという
ことを考えていきたい。資産運用分野の
世界だけで利益を上げることを考える
のではなく、国内生保事業・海外生保
事業と連携しながら何か新たなものを
生みだせるのではないかと考えていて。
大きな会社なのでなかなか難しいこと
だけど、部門連携を図りながら、全社最
適の視点でシナジー効果を発揮してい
くことができる人財になっていきたい。
第一生命は多くの女性が活躍している
会社だけど、資産運用の世界は女性が
まだまだ少ない。自分が実績をしっかり
出し続けて、女性のポジションを確立
していきたいな。 
佐藤：アジア・パシフィック地域は、北
米やオーストラリアなどの成熟マー
ケットに比べて、これから発展していく
段階で、目の前の利益というよりは成長

を求められている。可能性を大きく秘め
たマーケットなので、自分が中心となって
成長に貢献していきたいね。将来的に
は、自分が担当したグループ会社が第一
生命グループ全体の利益を押し上げて
いるというレベルまで成長させていきた
い。個人としては、引き出しの多い人間に
なりたいね。第一生命グループは業務
フィールドがとてつもなく幅広いけど、引
き出しがあっても空っぽではなく、どんな
分野の話であっても、長年経験している
人と同等レベルの知識や経験を持って
話ができるような人財になりたい。その
ためには、新しいことに出会ったときに、
上辺だけ理解するということではなく、
人を説得することができるレベルまで理
解を深めるということを意識しているね。 

佐藤：久し振りに集まって真剣な話をし
たけど、みんな成長してるよね。現在の仕
事の特性上、幅広い知識が必要になっ
てくるので、分からないことがあったとき
に、その分野に同期がいると聞きやすい
し詳しく教えてもらえるので助かる。 
引間：困ったときの同期だよね。すぐ調
べてくれない？とか無理もある程度聞い
てもらえるし、基本的なことについても
同期だと聞きやすい。今日もそうだけど、
同期と話していると負けていられないと
いう刺激にもなる。 
高橋：分からないことを聞きやすいとい
うのもそうだけど、部内に連携しておい
てとかもお願いしやすい。でも同期だか
らといって、なあなあになるのは嫌だな
と思っているので気をつけないとね。で
も、同期は本当に大切な存在だね。これ
からも切磋琢磨して、お互い成長できる
ように頑張っていきましょう。   
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稲垣 精二

1902年9月15日
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A.M. Best A+
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価

＆

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組みダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  

55 56

CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH
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国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
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契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH
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細川 典慶 2008年入社

Noriyoshi Hosokawa

第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット
InsTech推進グループ 課長補佐
グローバルコース

■ 2008年4月～2011年3月
柏支社（現・柏常総支社）

■ 2011年4月～2012年3月
海外トレーニー（英国）

■ 2012年4月～2014年12月
国際業務部（現・第一生命ホールディングス
海外生保事業ユニット）

■ 2015年1月～2017年3月
DLI North America

■ 2017年4月～
第一生命ホールディングス
国内営業企画ユニット

後藤 泰輔 2009年入社

Taisuke Goto

ネオファースト生命
商品事業部 商品開発グループ　課長補佐
グローバルコース

■ 2009年4月～2012年3月
大阪コンサルティング営業室
（現・関西コンサルティング営業室）
■ 2012年4月～2017年3月
商品事業部

■ 2017年4月～
ネオファースト生命

山中 美佳 2012年入社

Mika Yamanaka

契約医務部　課長補佐
グローバルコース

■ 2012年4月～2015年3月
中京総合支社

■ 2015年4月～2016年3月
国内トレーニー
（大手情報通信会社）
■ 2016年4月～
契約医務部

WHAT’S WHAT S WHAT S 
“INS-TECH

“

社内の若いアイデアから外部の開発力までを
積極的に取り入れながら生命保険業界全体の

イノベーションをリードしていく

それぞれが考える「InsTech」 

 I nsTechで成し遂げたこと 

少子高齢化・生産年齢人口の減少、地方創生、社会保障制度の持続性など、日本が抱える課題は決して少なくない。
そのようななか、第一生命グループは、保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から
生命保険事業独自のイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献する取組み「InsTech」を最優先の戦略課題
として推進している。保険ビジネスとテクノロジーを融合することでどのように社会課題の解決に貢献していくのか、
そして、どのような未来を創ることができるのか。それぞれ違う部署でInsTechの推進に取り組む3人の社員が
集まり、InsTechの可能性や今後のビジョンを語り合った。 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
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山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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CROSSTALK WHAT’S “INS-TECH

“

未来に向けて実現したいこと 

 I nsTech推進に
求められる能力 

細川：第一生命グループのInsTech推
進における至上命題は、社会課題の解
決に貢献することで、その1つとして、「健
康寿命の延伸」が挙げられるよね。少子
高齢化の進展により、医療費が年々上
がり続けているなかで社会保障制度の
持続性が危ぶまれている。保険会社とし
て何ができるのかということを考えてい
るなかで、「人々の寿命と健康寿命（元気
でいる期間）」のギャップを縮めることが
できれば社会課題の解決に貢献しお客
さまニーズにも応えることができるので
はないかというのが出発点としてある。
後藤：確かに、できるだけ長く健康で豊
かな人生を送りたいという想いは万人
共通ですしね。健康寿命の延伸という
テーマは非常に難しい課題ではありま
すけど、様々なアプローチがありますよ
ね。私は商品開発の視点から、お客さ
まの健康意識を変えることができるよ
うな商品の開発に取り組んでいます。 
細川：そうだね。ヘルスケア・マーケティ
ング・アンダーライティングのほか、顧客
体験の向上とオペレーションの改善と
いう二軸が加わり、去年から渋谷とシリ
コンバレーで実証実験等を進めるイノ
ベーションラボが稼働し始めたことから
も、無限の可能性を感じているよ。

山中：私はアンダーライティング分野で
InsTechを推進しているのですが、より
多くのお客さまへ「確かな安心」をお届
けすることができるように何ができるか
を考えています。持病がある方、健康に
不安がある方ほど保険を必要としてい
ると思うのですが、そういった方々は保
険にご加入いただくことが難しい傾向
にあります。そういった状況を少しでも
変えることができればという想いで取
り組んでいますね。

細川：僕がいま所属しているInsTech
推進グループは、グループ内のInsTech
推進の旗振り役でもあり、取りまとめ役
でもあるわけだけど、その中でも僕の
ミッションは海外も含めたグループ内
外のリソースを活用しながら、海外の
最先端テクノロジーをグループに取り
込んでいくということ。例えば、シリコン
バレーの数多くあるスタートアップの
中から活用できる技術があるかを、情
報の取捨選択をしながら見極めていく
ということもその一つであり、そのため
に海外出張することもある。昨年の3月
までニューヨークの地域統括会社で勤
務していた経験から、外国人と議論し
ながら一緒に何かをすることに慣れて

いたので、比較的スムーズに仕事を進
めることができているし、シリコンバ
レーなどの海外拠点との良い橋渡し役
にもなれていると思う。これから海外の
最先端テクノロジーをどんどん取り込
んでいこうとしているわけだけど、その
基盤作りに貢献することはできている
かな。 
山中：すごいですね。スケールが大きい
というか。私は、これまで第一生命が蓄
積してきた医療ビッグデータや、社外の
医療関連情報を解析することにより、保
険契約のお引受け範囲の拡大を実現す
ることができました。これにより昨年1年
間で約12,000件も契約件数が増え、
今まで保険のご加入が難しかった方々
にも、少しずつですが、保険という安心
をお届けすることができるようになった
と感じています。これまでの基準を変え
る仕事なので、簡単ではありませんでし
たが、（株）日立製作所などの社外共同
研究パートナーや社内のドクターから
協力を仰ぎながら何とか実現すること
ができました。直接お客さまから感謝の
お言葉をいただくことはありませんが、
生涯設計デザイナーから「お客さまに喜
んでいただけた」というような声を聞く
ことはあります。そういった声を聞いた
ときに、この仕事のやりがいやInsTech
のすごさをあらためて感じますね。 

後藤：なるほど。夢のある仕事だよね。
私の所属しているネオファースト生命
では、「医療ビッグデータ」の解析によ
り、これまでの概念では考えられない
“保険に入ることで健康になる”という
新しい発想の商品を開発しました。そ
れが「カラダ革命」です。通常、保険料は
実年齢に応じて算出するのですが、「カ
ラダ革命」は更新時に生活習慣病に関
するリスクを評価して算出する「健康年
齢®」を用いて保険料を算出します。こ
の「健康年齢®」を用いて保険料を算出
するのは業界初の仕組みです。健康年
齢®が若いほど保険料が安くなるので、
この保険に入ることでお客さまの健康
意識も変わり、行動も変えることができ
る可能性があるのです。業界初のこの
仕組みが、お客さまの意識変革を促す

ことができる可能性があるという点で
は非常に面白い商品だと我ながら思い
ます。InsTechは既成概念を覆すこと
ができるんだとあらためて実感しまし
たね。 
細川：たしかに、他社がまだ取組んでい
ないことを先に考えて実行していこう、
という想いは強いよね。例えば、昨年発
売した認知症保険は「保障→予防」へ
シフトする保険の役割を、当社が引っ
張っていこうという先進的な商品。大
手日系企業とシリコンバレーのスター
トアップが社会課題解決に向けて手を
組んだ画期的な事例となっているよ。
そのように、常に新しいことを生み出し
ていく仕事なので正解は誰も分からな
い。だからこそ、皆でアイデアを持ち
寄ったり、若手の意見もどんどん取り

ものを自分が企画して世の中に出して
感動を与えたいと思っている。まだまだ
道半ばだけど、理想を高く持ってチャレ
ンジしていきたいね。 
後藤：やはり私はこれからも商品開発で
お客さまの健康増進に貢献していきた
いと思います。お客さまの行動を大きく
変えることができるインセンティブが働
くそんな画期的な商品を開発したい。そ
して、ネオファースト生命の健康ブランド
を確立し、「健康といえばネオファースト
生命」と多くのお客さまに言ってもらえ
るくらいにしていきたいと思います。 
山中：私は、様々なデータを分析するこ
とで保険契約のお引受け範囲の拡大に
留まらず、新しいサービス創出に繋げて
いきたいと考えています。例えば、歩数
データや購買データなどの分析を通じ
て健康にどのように影響するのかという
ことを解明し、その結果を新しい商品開
発に繋げていく、などできることはたくさ
んあると思います。保険と聞くだけでネ
ガティブなイメージを持たれがちです
が、こういった取組みを通じて新しい
サービスを生み出しお客さまへ提供し
ていくことで保険のイメージを変えてい
きたいですね。 
細川：確かに、担当範囲を超えて連携を
さらに密にしていきたいね。海外グルー
プ会社も含め、みんなで力を合わせて
InsTechを推進して社会課題解決に貢
献していこう！  

大切で、以前は国内の保険会社ばかり
見ていましたが、現在は国内・海外の
様々な業界の取組事例などを情報収集
するようにしていますので、視野は格段
に広がったかなと思います。 
細川：みんな着実に成長している感じ
がするね。僕もみんなと同感で、新しい
ことを考える発想力は必須で、考えるだ
けではなく、それを形にしていく企画力
も求められるよね。あとは、社会課題解
決という大きなテーマを成し遂げなけ
ればいけないという使命感も必要だと
思う。最先端テクノロジーの動向を常
に把握しておくことも当然求められる
ので、僕は社外イベントやセミナーに足
を運んだり、面白い取組みをしているス
タートアップと積極的に情報交換した
りしている。小さなことを積み上げてい
くことで、初めてこれまでにない新たな
概念やサービスを生み出すことができ
ると思うので。 

細川：世界を見てみると、Amazonなど
はデジタルテクノロジーの最先端をいっ
ていると思うんだけど、保険会社は彼ら
にはないユニークなデータをたくさん
持っている。それらを上手く活用していく
ことで保険業界発のテクノロジー企業を
僕は目指していきたい。グローバルの
視点でも、これまでにない商品・サービ
スを生み出し、世界が驚き喜ぶような

山中：私の所属している契約医務部は
契約ご加入時の審査をしているので、医
学知識が求められます。それに加えて、
InsTechは新しいことを一から考えるゼ
ロベースの仕事なので、どのような最新
テクノロジーや活用可能なデータがあ
るのか、法的規制はどうなっているのか
など、いろいろな情報を収集していく探
究心が必要だと思います。また、他の企
業との協働も多いので、人を動かすマネ
ジメント能力や折衝力も必要ですね。そ
ういった意味では、InsTechの仕事を通
じてこれらの能力を伸ばすことができた
と思います。指示待ちではプロジェクト
が進んでいかないので、自分から積極的
に何をすべきかを考え周囲を動かして
いくというスタイルに自ずと変わってい
きました。 
後藤：商品開発というのは様々な部署
が関わり一つの商品を創りあげていく
ものなので、各部署の想いや意向を汲
み取って、全体最適となるよう落としど
ころを探っていく調整力は当然求めら
れます。さらに、世の中にない概念を生
み出して社会課題の解決に貢献してい
くためには、課題の本質を理解する力が
必要になると思います。そして、固定概
念に捉われず枠にはまらず想像しなが
ら創造する力も求められますね。そのた
めには、山中さんも言っていた探究心は

入れていく。そういった環境もInsTech
の醍醐味かもしれないな。
後藤：確かにそうですね。InsTech推
進の仕事に限った話ではないかもしれ
ませんが、若手がどんどんアイデアを
出しながら新しいことに挑戦できる環
境だと思います。私の担当内でもアイ
デア出しは重要視していて、毎月メン
バーが集まって商品企画会議を行い、
新しいアイデアを持ち寄り商品化に向
けた検討を行っています。奇想天外な
商品でも既存商品のレベルアップでも
何でも構わないのでとにかく新しいア
イデアを持ち寄るというものです。斬新
なアイデアを出していくことは楽しいで
すし、他のメンバーからおもしろい発想
がけっこう出てくるので、多くの気づき
を得ることができますね。  
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース
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働き方改革
（ワーク･スマート）の取組み

経営理念「お客さま第一主義」を守り続けるため、
カスタマー・ファーストを実現し続けるために、
働き方改革（ワーク・スマート）に取り組んでいます。

W o r k – S m a r t

ワーク・ライフ・マネジメント
多様な人財が仕事と家庭を
両立しながら、 活き活きと働くことができる
職場環境づくりに取り組んでいます。 

W o r k – L i f e  M a n a g e m e n t

～第一生命グループの「働き方改革（ワーク・スマート）」とは～ 

● マタニティ休暇
● 産前・産後休暇の100%有給化
● 妊娠中の残業免除

妊娠から
出産まで

● 育児サービス経費補助
● 育児のための短時間勤務
● チャイルドサポート休暇

子育て
支援

● エリアコース社員の家族事情による

転勤制度（ふぁみりぃ転勤制度）
● ウェルカムバック制度
● 孫誕生休暇

その他の
支援

● 介護休業
● 介護サポート休暇

介護支援

1,399名
育児休業取得者数

（2018年度）

94.1％（内勤職）
育児休業からの復職率

（2018年度）

75.6％
男性の育児休業取得率

（2018年度）

217名
介護休業取得者数

（2018年度）

13（12.7）日
有給休暇平均取得日数

（2018年度）

622案件    約15,7万時間

RPAによる業務量削減案件数、削減時間
（2019年10月末迄実績）

第一生命グループが考える「働き方改革」は、単に業務量の削減や労働時間の短縮を指すわけではありません。カスタマー・ファーストを追
求し実現し続けるために、「働き方改革」を通じて既存業務の取捨選択や効率化を行い、そうして創出した時間を、より付加価値の高い業務
にあて、お客さまに還元していくという取組みです。全社一丸となって業務効率化に取り組んでおり、新たに創出した時間で、お客さまの
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上をコンセプトとした付加価値の提供や、健康増進に資する取組み、地域の活性化につながる取組みな
どの本業を通じた社会貢献や、InsTechによるイノベーションへの挑戦に取り組んでいます。 

カスタマー・ファーストの追求 

2019年に新パソコンが導入され、全社
員がテレワークを活用できるようになり
ました。「社員一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに応じた
働き方」の実現を通じた「QOLの向上」などを目的として、テレワー
クの活用を推進しています。

テレワークの推進

ロボティクスの活用推進

働き方改革の一環としてRPA※（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション）を本格導入します。「お客さま手続きのデジタル化・ダイレ
クト化」等お客さまの利便性向上はもちろん、後続事務の業務量を
削減し、大幅な業務効率化を実現します。

※RPAとは、ロボティクス・プロセス・オートメーションの略称で、
　既存業務をヴァーチャルロボットによって自動化する取組みです。

ファミリーフレンドリー（両立支援）制度の充実
仕事と家庭の両立支援制度を充実させることで、さまざまなライフ
イベント（妊娠・出産・育児等）や介護などを行いながらも、安心し
て働き続けることができるよう取り組んでいます。

例えば、業務効率化の取組みとして

第一生命グループは創業以来、「お客さま第一主義」の経
営理念のもと、様々な変革に取り組んできました。創業者
の事業哲学の通り、あらゆる事業・業務をお客さま本位
の業務運営ができているか、今の時代に本当に必要なも
のかという視点で見つめ直しています。
真にお客さまに喜ばれる業務に真摯に取り組んでいくこ
とで、やりがいが生まれ、活き活きわくわくと働ける職場
環境につながっています。

休暇取得の推進
夏期休暇や年末年始休暇とは別に、スマート休暇として、平均で毎月
1日（年間1 2日）以上の公休取得を推進しています（計画公休を含
む）。なお、スマート休暇促進のため「コネクトホリデー」として、4日
間以上の公休の連続取得を推奨しています。ほかにも、子どもの看
護や学校行事、介護などのための「ワーク・ライフ・バランス休暇」や、
「健康増進休暇」なども設定して、有給休暇取得を推進しています。

男性の育児参画推進
男性の育児参画は、お子さまの健全な成長・発達にプラスになるこ
とはもちろんのこと、自身のワーク・ライフ・マネジメント推進やワー
クスタイル変革にも繋がります。当社では、男性社員による1週間以
上の育児休業取得を推奨し、対象者へ個別に連絡する等計画的取
得を推進しています。

男性社員の育児参加の意識向上と、社員の子どもや家族に、会社や仕事に対する理解を深め
てもらうために、2008年度から毎年「子どもが主役デー（職場参観日）」を開催しています。

子どもが主役デー（職場参観日）

労働時間の縮減
生産性向上の視点で自らの仕事を見つめ直し、ワークスタイルの変
革を進めています。残業は18時30分まで、遅くても19時30分まで
には終業とすることを義務付けているとともに、全社一斉の早帰り
推奨日「ワークスマートデー」（毎週水曜日、アシスタントマネー
ジャー以上：18時、アソシエイト：17時、各月1日は15時～ 16時な
どの早帰りを推奨）を設定しています。併せて、全社パソコンの20
時自動シャットダウンシステムも導入しています。

創業者 矢野恒太創業者 矢野恒太

5.3時間/1ヵ月
平均残業時間
（2018年度） 金融・保険業の

月間平均残業時間

※ （出典）厚生労働省： 毎月勤労統計調査、平成30年

12.1時間※

参 考

「世間の人が喜ぶか、
無くてもいいと思うかを

考えよ」 
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。

59 60
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世界中の人々の生活と未来のために、
新たな価値創造を渋谷から。

DAI-ICHI LIFE

INNOVATION LAB,

TOKYO

第一生命が注力している「InsTech」。

その取組みを最前線にてリードすべく

新たな文化や価値観が生まれる街、

渋谷にオフィスを設立した。

常識に捉われないオープンなカルチャー、

保険業界やテクノロジーに関する国内外の最新情報、

そして、生命保険のプロフェッショナルたち。

世界中の人々のQOL向上のために、

イノベーションの第一歩は、ここから始まる。
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第一生命保険株式会社

〒100-8411  東京都千代田区有楽町1-13-1

渡邉 光一郎

稲垣 精二

1902年9月15日

600億円

55,725名（内勤職11,281名、営業職44,444名）

37兆466億円

2兆3,149億円（2018年4月～2019年3月）

2兆3,284億円（2018年4月～2019年3月）

（株）格付投資情報センター AA-

（株）日本格付研究所 AA-

スタンダード・アンド・プアーズ A+

フィッチ・レーティングス A+

A.M. Best A+

会社概要 名 称

本 店 所 在 地

代表取締役会長

代表取締役社長

創 立

資 本 金

従 業 員 数

総 資 産

保険料等収入

保険金等支払金

格 付 け

第一生命第一生命第一生命

●

●

日比谷駅B2出口

●帝国劇場

新有楽町
ビル

●

JR有楽町駅

晴
海
通
り

丸の内
警察署

●東京国際フォーラム

東京▶

日比谷通り

▶

新橋

日比谷公園

（※1）

（※1）

（※2）

（※1） 2019年9月末現在
（※2） 2019年11月14日現在
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進
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グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
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「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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育児もキャリアアップも、
会社が本気で
応援してくれる

仕事と家庭の両立

諸見里 香矢乃 2006年入社

Kayano Moromizato

債券部 課長補佐
エリアコース

私は2016年に出産し、産休・育休で約8ヶ月半のお休みをいただきました。早く復職することになりましたが、不安はありませんでした。
第一生命が「ファミリーフレンドリーを支援する先進企業」であることは、自身が働いている職場の風土と育休から復職した先輩の活躍を
見てよく分かっていたからです。これからも仕事と家庭の両立を図りながら、こどもが成長したときに「自慢の母」と思ってもらえるよう、
プロフェッショナルを目指してキャリアを重ねていきたいと思います。

感謝の気持ち・
子育ての素晴らしさ

男性の育児参画推進

加藤 孝顕 2011年入社

Takaaki Katou

第一生命情報システム株式会社  個人保険システム第二部
グローバルコース

共働きのため家事や育児を妻と分担しているのですが、どうしても妻の負担が大きく普段から申し訳なく感じていました。そんな折に、
上司や同僚から育児休暇の勧めがあり、よい機会だと思って取得を決めました。育児休暇を通じて強く感じたのは、「感謝の気持ち」と
「子育ての素晴らしさ」です。妻の苦労は想像以上で本当に頭が下がりましたが、一方で、娘のちょっとした成長を日々目の当たりにで
きる喜びもありました。これからも感謝の気持ちを忘れず手を取り合い、子どもの成長を一緒に楽しみたいと思っています。

ワーク・スマート・デーの活用❷

ワーク・ライフ・マネジメントの取組みの一環として、「ワーク・スマート・デー 」を活用し、17時から「ワインセミナー」を東京・豊
洲本社で実施しました。講師として当社親密先の酒造メーカーからワインソムリエをお招きし、ワインに関する基礎知識を楽しみなが
ら学ぶという自由参加型イベントで、美味しいワインが試飲できるということもあり、当日は200名以上の社員が参加し、所属を越え
て交流を深めました。

趣味のフットサルで
本気かつ楽しみながら
リフレッシュ

ワーク・スマート・デーの活用❶

鄭 美沙 2010年入社

Misa Tei

株式会社第一生命経済研究所  調査研究本部 課長補佐
エリアコース

私は趣味のフットサルを社会人になっても続けています。「ワーク・スマート・デー」を活用し、平日も仕事帰りにフットサルができるの
で、良いリフレッシュになっています。また、社外の女子チームに所属していたのでフットサルを通して多様な方 と々交流する機会があ
り、その中でさまざまな刺激を受けたり、チームプレーをする上で困難をともに乗り越えたりと、会社や仕事とは違う経験をさせても
らいました。こうした”ライフ”で得た財産は、間違いなく”ワーク”にも役立つと実感しています。

ワーク・スマート・デーの
「ワインセミナー」で
有意義なアフター5
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞
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多様な人財力で
持続的成長を目指す

「人の第一生命」といわれるその人財力で、

110年以上の間、変革に挑戦し成長を続けてきた第一生命。

次の100年に向けて。

これまで以上に多様な人財力で、新たな価値を創造し、

持続的成長を目指していきます。
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価
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LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 
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ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
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女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
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求める人財像

キャリアチャレンジ制度

社内トレーニーは、1週間～2週間程度、他の部門の業務を体験できる制度です。自部門と相対する部門の業務を理解することで、相手の立場が理解でき、自身の生産性向
上につながることもあります。また、「職場環境と実際の業務内容を知った上で、新しい仕事にチャレンジしたい」といった場合にも、社内トレーニーは有効です。グループ全
体では100以上の職場でトレーニー生を受け入れており、毎年300名～400名の社員が自己成長の機会やキャリアビジョンを描く際の一助として制度を活用しています。

社内トレーニー制度

新人社員研修

海外グループ会社への派遣を通じて、海外経験のない社員も海外を身近に感じると
ともに、海外の好事例や先駆的な取組みを体感し、自身の業務に役立てることを目
的としています。TAL（オーストラリア）、プロテクティブ（米国）、第一生命ベトナム（ベ
トナム）のほか、インド・インドネシア・タイなどの海外グループ会社に派遣し、海外
グループ会社の業務理解や現地スタッフとの意見交換などを行ないます。

海外短期OJT派遣
グローバルな視点に立った業務スキル・語学スキルの向上を目的として海外のグルー
プ会社・金融機関・語学研修機関などへ１年程度のトレーニー派遣を実施していま
す。キャリアチャレンジ制度でも入社2年目以上を対象に応募を行なっており、若手
社員も多くチャレンジしています。海外における生命保険事業、資産運用、および語
学研修機関での語学習得などの目的に応じたトレーニー派遣を行なっています。

海外トレーニー制度
グローバル人財育成

eラーニング制度 キャリアチャレンジ制度
より高いレベルの金融ビジネスパーソンを目指し、ビジネススキルを強化する自己啓
発制度「ｅラーニング制度」を導入しています。第一生命グループ社員専用Webサイ
ト「Dai-ichi-life Net College」で、時間や場所を選ばず質の高い講義を受講でき
ます。基本的なビジネススキルコースをはじめ、金融知識コース、パソコンスキルコー
ス、語学力強化コースなど、数多くのコンテンツを提供しています。

自律的に「自ら志向する仕事にチャレンジする社員」「問題意識を持って新しい仕事
にチャレンジする社員」に対して、一段高いステージにチャレンジする場を公募とい
う形で提供し、キャリア形成を支援する制度です。毎年、多数の分野で応募を行って
おり、若手・中堅社員を中心に活用されています。毎年100職務を超える応募コー
スを設けています。

ビジネススキル・キャリアサポート

基幹職では、Off-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」として体系化し、新入社員からマネジメント層にいたる
まで、階層別のステージに応じて求められる能力開発を支援しています。また、必要となるビジネススキルを自己研鑚として学べる仕組
みや、キャリア形成をサポートする制度、グローバル人財の育成等、テーマに応じたプログラムも用意し、毎年多数の社員が受講、活用
しています。

若手社員育成

第一生命ではOFF-JTの人財育成を「キャリア・ディベロップメント・プログラム」と
して体系的に実施しています。社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」から、生
命保険のご提案を通じて「お客さま第一主義」の考え方を学ぶ「営業コンサルティン
グ研修」まで、豊富なプログラムを用意しています。

次世代リーダー育成

他企業の社員との交流を通じて、社外の人財や取組みなどを知ることで自身の視野
を広げていき、さらなる自己成長へとつなげていく研修です。自身の強みや課題を認
識するとともに、社外ネットワークの構築や社外目線の醸成などを通じて、イノベー
ション創出をリードできる人財を目指していきます。

他企業交流研修

＆
プロフェッショナル
自律心と向上心を持ち、
積極的に挑戦・変革し、
継続的に価値創造し続ける

ことができる人財

チームワーク

多様な個性を互いに包摂・共感し、
周囲を巻き込み鼓舞しながら、
共に成長することができる人財

第一生命グループにとって最も重要な経営資源は「人財」であり、今後さらなる飛躍を遂げるためには、あらゆる分野で人財力を高める
必要があります。私たちは「プロフェッショナル＆チームワーク」という考え方のもと、社員一人ひとりの人財育成に取り組んでいます。

第一生命の人財育成体系

支社で身に付けた
知見を活かし、
キャリアを広げていく

活用社員

若手選抜型海外派遣研修

現在、営業人事部で、主に生涯設計デザイナーの評価体系に
関するシステム開発や、照会対応を通じた支社の業務支援
などを行っています。
入社後の４年間は、町田支社の生涯設計推進グループで
生涯設計デザイナーの勤務管理や人事に関する事務を担当
していました。「お客さまのために日々活動する生涯設計デザ
イナーが、より安心して働ける環境づくりに全社的な視点で
貢献したい」。そんな想いで入社５年目にキャリアチャレンジ
制度を活用し、営業人事部に異動しました。

若手社員を対象に、グローバルな環境で通用する実践力
の向上を目指して、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
そしてマレーシアなどの東南アジア各国における2～3週
間の研修を実施しています。
本研修では、参加者のレベルに応じて、インターンシップ
やビジネススクール・コース、フィールドワークなどのプ
ログラムを用意しています。研修中は、インタビューやプ
レゼンテーション、ディスカッションなど、現地の人々と

例えば、本社から全支社向けに提供している資料やシステム
改訂時には、それが支社で実際にどのように使われているか
を理解しているため、使用する現場の目線をもって改善してい
くことができるなど、今までの支社での経験を活かせる点にや
りがいを感じています。
支社と本社の両方を経験できたことで自分自身の視野を
広げることができました。今後は第一生命のリーテイル事業が
より発展できるような制度づくりや戦略企画にも携わって
いきたいと思っています。

の密なコミュニケーションを通して成長し、実際に海外で
活動することを体感します。また、派遣前・派遣後で英語
によるコミュニケーション力やビジネススキルを測定し、
各プログラムを通じて各自のグローバル実践力がどれだ
け向上できたかを把握します。
参加者はこれらの経験を活かし、海外トレーニーとしての
派遣や海外グループ会社社員の来日時のサポート対応な
ど、国内外のグローバルな場面で活躍しています。

プロフェッショナル & チームワーク

人 財 育 成
新たな価値を創造し、
さらなる成長を実現していくために、
人財力の向上と多様な人財の活躍を
推進しています。

C a r e e r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m

森田 彩加 2012年入社

Ayaka Morita

営業人事部 課長補佐
エリアコース
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あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。
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LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発
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「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞

61 62

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

多様な人財が活躍する風土

多様な個性の活躍推進

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

LGBTの理解促進

グローバル・ダイバーシティ

障がい者の活躍推進

シニアの活躍推進

ミレニアル世代の活躍推進

多様な働き方推進

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

ライフ
スタイル

年齢 障がいの有無

文化・国籍の
違い仕事歴

性的指向・
性自認

性 別

取組みの具体例

社外評価

＆

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組みダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの主な取組み

　私たちは、人財の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、これをお互いに包摂（インクルージョン）することが持続的成長を支える源で
あると考えます。国籍、性別、障がいの有無、ライフスタイルなどに関わらず、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。

LGBTの理解促進
基本的な人権の尊重にのっとり、LGBT※にフレンドリーな企業を目指した取組みを推進していま
す。具体的には、理解促進研修の継続実施や、個別相談窓口の設置、LGBTの理解者・支援者であ
るAlly（アライ）を増やす取組みなどを行っています。
※女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）、
　そして性同一性障害を含む性別越境者等（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭字語。

● 社内制度において、社宅付与や結婚時の休暇制度を同性パートナーにも適用
● Ally（アライ）シールの作成、社員向け提供    ● 理解促進のためのパレードなど社外イベントに参加 など

【 LGBTに関する取組み 】

グローバル・ダイバーシティ 

グローバルな視点で競争力の高い人財を確保・育成するため、「グローバル人財育成プログラム」
による能力開発や、外国人留学生の採用等さまざまな取組みでグローバル人財育成を強化してい
ます。

若手社員を対象に、海外グループ会社や海外他業種企業へ2～3週間派遣し、現地社員とのディスカッ
ション・コミュニケーションを通じて、グローバルビジネス実践力を養います。 

【 グローバルタレントシーズ（GTS） 】 

障がい者の活躍推進

ノーマライゼーション※の実現を目指して、障がい者の積極的な採用を進めるとともに、働きやすい
環境整備に取組み、全国で約1,000名の障がいのある社員が活躍しています。
※ノーマライゼーションとは：障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、
                                             地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

● 精神障害者等雇用優良企業に認証    ● 障害者活躍企業に認証

【 社外からの評価 】

第一生命チャレンジド

シニアの活躍推進
現役世代のみならず、定年後も永年培ってきたスキルや経験を有する意欲・能力のある人財が
活躍できる制度を整備しています。

【 パートナー社員活躍促進パッケージプランと再雇用までの流れ 】
定年後再雇用（パートナー社員）制度

（60歳）
定年後再雇用希望者に対し、
業務・労働条件を提示、

合意を得た場合に定年後再雇用を実施

パートナー社員制度を見据えた
キャリアチャレンジ制度

マスターチャレンジ制度
（55歳以降）

マスターキャリア研修
（50歳前後）

女性の活躍推進

第一生命の社員（内勤職・営業職）のうち90％以上が女性であり、多くの女性がそれぞれの能力を、
多種多様なフィールドで最大限に発揮して活躍することが、持続的成長を支える源であり、企業価値
を向上させていく原動力になるとの考えのもと、女性の活躍推進に力を入れて取り組んでいます。

【 新商品や新サービスへの女性社員のアイデア活用 】
● 健康からメンタルヘルスまでの幅広い相談に無料で応じる「けんこうサポートデスク」
● 介護に関する電話相談や介護セミナーを提供する「介護お助けサービス」
● 提携先金融機関と共同での商品開発
● 女性向け医療保険商品の開発

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

例えば…

ダイバーシティ
インクルージョン

人財の「多様性」をお互いに
「包摂」することが、第一生命グループの
持続的成長を支える源です。

D i v e r s i t y  &  I n c l u s i o n

フェアで
インクルーシブな
文化・風土

「プラチナくるみん認定」の
取得（2015）

Forbes JAPAN
Women Award 2017 
「人材開発賞」
特別賞（2017）

経済産業省＆
東京証券取引所

「なでしこ銘柄」に
選定

女性が輝く先進企業表彰・
「内閣府特命担当大臣賞」

の受賞（2015）

2016 J-Win
ダイバーシティ・アワード企業賞

アドバンス部門 大賞

61 62


