
より迅速なお客さま対応の実現に向けて、保険金・給付金システム
のアーキテクチャを刷新
日本マイクロソフトとの共同開発で、業務プロセスの最適化 ＆ 運
用コスト削減を実現

わが国を代表する生命保険会社の 1 つとして、1 世紀以上にわたる歴史と有数の顧客規模を誇る
第一生命保険株式会社。「お客さま第一主義」を経営理念に掲げる同社では 2012 年 11 月、日本
マイクロソフトと共同で、同社の保険金支払いの中枢を担う「保険金・給付金支払査定ワークフロー 

システム (HK システム ) 」を刷新、システム開発を行いました。従来のユーザビリティを忠実に継
承しながら、事務プロセスの大幅な効率化を可能にする新機能を備えた業務システムとして、リ
ニューアルを実施。その結果、時間あたりの案件生成件数が 3 倍に増加するなど、お客さまサー
ビス向上に直結する大きな成果が生まれています。

プロジェクトの背景とねらい
顧客満足の拡大を目指して 
保険金・給付金システム更改に着手

生命保険は、生活の中で起こりうるさまざまな不測の事態への備えです。それだけに万が一の場
合、保険金が迅速かつ正確に支払われるかどうかは、保険に加入する人々にとってまさに生活の
生命線に関わる重要なことがらです。第一生命保険株式会社 (以下、第一生命保険 )では、保険金、
給付金に関する支払い業務を処理する「保険金・給付金支払査定ワークフロー システム （HK シス
テム）」 (以下、HK システム ) を、日本マイクロソフトと共同で開発、マイクロソフトのコンサルティ
ング サービス (以下、MCS) を活用し、お客さまへのさらなるサービス向上を実現するためのシス
テム リニューアルを実施しました。

かねてから「お客さま第一主義」を経営理念に掲げ、お客さま満足度の向上に力を注いできた同社
ですが、保険の重要性を改めて再認識させられたのが 2011 年 3 月の東日本大震災だったと、第
一生命保険株式会社 保険金部 部長 廣中 恭明 氏は語ります。

「今回の震災では、当社では約 86 万件、58 万人の方々に対して安否の確認を行い、約 140 億円
の保険金をお支払いしています。この支払いの過程では、できるだけ多くの方に確実に保険金を
お受け取りいただけるよう安否確認に努め、現在 99.99% まで安否を確定しました。震災を機に、
家族や友人といったさまざまな人の "絆 " が言われましたが、私たちもこの確認作業を通じて、生
命保険というものがいざという時の "安心の絆 " であることを強く再認識させられました」。

この経験を通じて、万が一の時に人々の役に立てる保険会社になりたい
との想いを新たにしたことが、今回のシステム更改をより実りの多いも
のにしたいと考えた背景にあると廣中 氏は語ります。そうした震災での
経験が、支払い業務全般を処理するシステムの 1 つであった HK システ
ムを、よりお客さまサービスに直結する力を持ったシステムに生まれ変
わらせようという、前向きな取り組みにつながったのです。

システム更改への取り組みが始まったのは、2011 年 1 月。直接のきっ
かけは、旧 HK システムの保守期限が迫ってきたことでした。第一生命
保険株式会社 保険金部 保険金企画課 課長 須藤 賢一氏は、これを旧シ
ステムが抱えてきた課題を一掃する好機だと考えたと振り返ります。

ソリューション概要

○プロファイル
第一生命保険株式会社は 1902 年の創立以来、
100 年を超える歴史の中で、一貫して「お客さま
第一主義」の実現を目指してきました。これから
も、この経営理念を恒久的な存在意義と位置付
け、お客さまの一生涯のパートナーであることを
追求し続けています。常にお客さまのお役に立
てるサービスを追求し、保険金･給付金支払査定
ワークフロー システム (HK システム ) の更改と前
後して、一定の要件を満たす死亡保険金について、
請求いただいた翌営業日に全額お支払いする「保
険金クイックお受取サービス」を導入するなど、
新しいサービス強化の試みにも積極的に取り組
んでいます。

○ソフトウェアとサービス
・ マイクロソフト コンサルティング サービス
・ Windows Server® 2008 R2 Hyper-V®

・ Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Enterprise 
Edition

・ Microsoft® BizTalk®  Server 2010
・ Visual Studio® 2010 Ultimate、Premium、

Professional
・ Visual Studio® Team Foundation Server 2010

○メリット
・ マイクロソフト コンサルティング サービスの活
用により基幹業務システムを刷新。業務面と IT
面の両面の課題に対して最適なソリューション
の導入を実現

・ ソフトウェアエンジニアリングに精通したコン
サルタントが、最適なアプリケーションアーキ
テクチャを設計、導入。

○ユーザー コメント
「保険金の支払い業務は処理工程も多く、また保
険商品ごとに細分化されていて、ITによる処理も
年々複雑化、高度化が進んでいます。一方で、支
払い業務は常にお客さま視点に立って公平かつ迅
速に行わなくてはなりません。それらを両立させ
るためにも、今回の新しい HK システムを統一さ
れた業務基盤として活用していきたいと考えてい
ます」
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「旧システムは保険金、給付金支払いの根幹となるシステムとして、2002 

年に Windows® プラットフォームで構築されました。しかし保険商品の
増加や制度改訂に合わせてそのつど改修、拡張を繰り返してきた結果、
システム自体が非常に煩雑となり、保守性にも課題が出ていました。加
えて、保険金処理に関するビジネス ロジックも複雑化してきています。
今回の更改では、最新のテクノロジーを活用し、新しいアーキテクチャ
に作り替えることで、ぜひこうした高度な処理に迅速かつ確実に対応で
きるシステム パワーを実現したいと考えたのです」。

プロジェクトの経緯
現行機能の忠実な再現により 
優れたユーザビリティを確保

プロジェクトが始まった 2011 年 1 月から 3 月まで、具体的な計画が 

MCS も交えて検討されていきました。ここで掲げられていた重要ポイン
トの 1 つが、飛躍的な信頼性、可用性の向上を実現することです。旧シ
ステムでは約 200 だった想定ユーザー数が、現在は 6 倍の 1,200 ユー
ザーに増え、ミッション クリティカル システムにふさわしい安定稼働が
求められていたのです。

加えて、新商品の発売や、制度変更により避けられない変更や追加に対
する柔軟性など、運用、管理面での負荷軽減とコスト削減も大きなテー
マでした。第一生命保険では、社内に数多く稼働するオープン系業務シ

ステムを標準化することで、変更に対する柔軟性を確保し、業務効率化
を図る取り組みを進めてきました。

「しかし、あるタイミングでシステムの更改時期が一斉にやってくる時が
あります。これらに個別対応していると、コストも人手も膨大なものに
なります。この部分を効率化することも、今回のリニューアルでは重要
なポイントでした」と、第一生命保険株式会社 IT ビジネスプロセス企
画部 ビジネスプロセス企画課 次長 仲野 邦彦 氏は語ります。

コスト抑制には、常に新しい製品や技術を積極的に採用していくことが
有効です。今までも、Windows Server Hyper-Vを活用した仮想化によ
るサーバーの集約を進め、コストを削減してきました。今回の HK シス
テムは、オープン系業務システムのサーバー集約化による、システム基
盤の運用コスト削減・運用効率化の一環として取り組んだ面もあると仲
野 氏は明かします。

2011 年 4 ～ 6 月までは要件定義が行われ、さらに 7 ～ 10 月にかけて
は、外部設計のフェーズに入ります。ここでは部門業務システムとして、
よりユーザー寄りの課題を詰めることに注力したと、第一生命保険株式
会社 保険金部 保険金企画課 課長 益子 明紀 氏は振り返ります。

「旧システムを既に 10 年使い込んでいたため、ユーザーはその使い勝手
に深く慣れ親しんでいます。システムを刷新した結果、ユーザビリティ
が低下しては肝心の業務効率にマイナスです。そうならないように、ユー
ザー インターフェイスなどについては現行の機能を確実に保証できるよ
う、注意深く設計を進めていきました」。

たとえば、画面の遷移 1 つとっても、細部まで再現できるように注意を
払ったと言います。

「入力項目の遷移をマウスを使わずショートカット キーでできる機能な
ども忠実に再現し、そこまで突き詰めるかというところまで追求してい
きました」 (益子 氏 )。

2011 年 11 月～翌 2012 年 3 月にコーディング/単体テスト、続く 3 ～ 

10 月にかけては結合テスト、システム テストなどが実施され、11 月 

19 日に無事カット オーバーとなりました。

今回のプロジェクトでは、MCS が一貫してコンサルティングにあたり、
将来的な他システムへの横展開も視野に入れた業務基盤としての提案
が行われました。

「システム更新というチャンスをうまく生かし、"これもできる、あれも
できる" といった形で、いくつもの選択肢を示してもらうことができまし
た。また現行の機能を忠実に引き継ぐことが最重要点の 1 つでしたが、
最終的な機能のアウトプットは同じでも、処理プロセスを直列処理と並
列処理で適宜選択するなど、ユーザーとして "こんなことができるのか" 

という気付きをもらうこともできました」 (益子 氏 )。
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プロジェクト効果
最新テクノロジーをベースとしたアーキテクチャにより、 
事務プロセス改善を実現へ

完成した新しい HK システムは、ユーザー数 1,200 クライアント、また 

1 日の処理件数は平均で 2,500 件、ピーク時には 4,000 件に迫り、年
間処理数の合計は約 60 万件という規模を誇ります。

今回の更改で実現された最大のメリットの 1 つは、やはり処理の効率
化だと須藤 氏は評価します。中でもめざましい効果があったのは、「案
件生成」と呼ばれる HK システムへ診断書などを取り込む処理のスピー
ドアップです。ここでは保険金の請求を受けて支払業務をワークフロー
にて開始するにあたり、病院の診断書など手書きのドキュメントをス
キャナーで読み込む作業が発生します。しかしこのスキャニング後に 

HK システムに取り込まれる案件の件数が、旧システムでは 1 時間あた
り 600 件が上限となっており、プロセス全体のボトル ネックとなってい
ました。

「以前はスキャニング後の HK システムに取り込みを行う処理の許容数
の限界によって案件が査定部門に回るまで時間がかかっていましたが、
この処理能力を 3 倍近くに引き上げることに成功し、回付までの時間が
大幅に短縮されました。」。

新たに、処理プロセスの可視化の機能も加わりました。ワークフローの
各プロセスに、現在どれくらいの件数があるのかをリアルタイムで見ら
れるようになったのです。全体の進捗状況を正確に把握できるだけでな
く、システムを俯瞰して問題点を発見できるといった、管理面での質的
向上も今後は期待できると同社では考えています。また、このように処

理プロセスの効率化だけではなく、処理工程自体をマネージメントでき
るようになったことが、今回のシステム更改の大きな成果の 1 つだと廣
中 氏は指摘します。

「出発点はお客さまへの支払いをスピードアップしようということでした
が、併せて自社の業務処理の効率化も進めたいと考えています。しか
し業務は日々新しくなり、商品のラインアップや処理ワークフローも複
雑化、高度化して、従来のシステム体系ではもはや追いつけません。そ
の意味で今回のシステム更改では新しいテクノロジーを積極的に導入し
て、新たな業務課題、経営課題のための改善基盤が実現できたと考え
ています」。

旧システムは 10 年間の改修が重なってコード量が当初の 3.5 倍にふくら
んでいたうえ、ソースコードが非常に複雑化していました。その複雑性
を解消するために、今回は業務仕様やユーザーインターフェーズを現行
踏襲しつつ、同時にアーキテクチャの刷新、アプリケーション構造の再
設計、ソースコードの再実装という難易度の高いゴールを目指しました。
難易度の高い開発を進めるにあたって、Microsoft® Visual Basic® 6.0に
よる旧システムから .NETベースの最新プラットフォームへ移行。Visual 

Studio 2010 や Team Foundation Server のもつ豊富な機能を有効的に
活用し、品質向上やテストの効率化を図ることで、開発生産性が大幅
に向上しています。特に、開発用アプリケーションとして最新の Visual 

Studio 2010 を使用したことで、手作業で書くコードの量が減り、さま
ざまな自動化を実現できた結果、作業効率が上がっただけでなくアプリ
ケーションの品質向上にもつながっています。これも、今回あえて新し
い技術に移行した、大きなメリットでした。

また、「このプロジェクトの成功には、第一生命保険のグループ企業であ
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導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2013 年 3 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ  http://www.microsoft.com/ja-jp/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター   0120-41-6755
(9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、BizTalk、Hyper-V、SQL Server、Visual Basic、Visual Studio、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。
＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

〒108-0075  東京都港区港南 2-16-3  品川グランドセントラルタワー

る第一生命情報システム株式会社 (以下、DLS) が、大きな役割を果たし
ています」 (仲野 氏 )。

「DLS は、旧 HK システムの設計、開発、運用に携わってきましたが、
Visual Studio 2010 は、多機能で使いやすく効率よく開発できました。
業務の観点でのテストや周辺システムとの連動テストなども MCS と協
力して進めました」 (DLS 久保寺 義一 氏 )。

業務に関する知識やユーザー要件を熟知している DLS の積極的な協力
がなければ、ここまで完成度の高いシステムに仕上げることは難しかっ
たでしょう。また、構築後も長い期間にわたって安定的に運用され続
けなければなりませんので、第一生命保険の業務・システムに精通した 

DLS は欠くべからざる存在だと仲野 氏は強調します。

今後の展望
新システムの活用により、 
さらなるお客さまサービス向上を目指す

新しい HK システムが本格的な稼動を始めたことを受けて、同社では今
後この新しい業務基盤を、さらなる業務の効率化に向けて積極的に活
用していきたいと考えています。益子 氏は、「今回のプロジェクトにより
システムの仕様に対する理解が一層深まり、改善すべき点についてもよ
りクリアに見えるようになりました。また MCS から提案されたさまざ
まなアイディアを検討する中で、私たちのシステムに対する考え方に幅
や拡がりが生まれたと感じています。今回の更改を経験したことで、今
後の新しい活用提案や効率的なワークフロー改善をさらにすすめていく
ための基盤ができあがったと実感しています」と語ります。

また IT担当の立場から仲野 氏は、業務と IT の両面からビジネス プロ
セスの改革を進めていきたいと展望を語ります。これは全社的な方針で
もあり、その実行組織として、同氏が所属する IT ビジネスプロセス企
画部が新たに発足したという経緯もあります。

「全社的な業務改革を推進していくためには、より上流工程から参画し、
最適な業務・システムを検討することで、効果的なシステムを効率よく
構築していく取組みが欠かせません。私たちは、これまで以上にビジネ
ス寄りの視点から IT に関する企画を率先して提案していくことで、お客
さまサービスの向上と会社の成長に貢献していきたいと考えています」。

今後のサービス向上を考えるうえで重要になるのは、あくまでお客さま
視点による公平で迅速な支払いサービスであり、そのためのシステムや
ワークフローのレベルアップです。また近年、保険商品は多様化され、
その支払いワークフローも非常に数多く細分化されつつあります。こう
した業界、業務の最先端に対応するために、既に同社では具体的な新
プロジェクトの 1 つがスタートしていると廣中 氏は明かします。

「日本マイクロソフトも加わっている新しいプロジェクトでは、保険金請
求書類の点検業務の効率化に向けた新しいシステムの開発を、2013 年 

9 月の稼働開始を目指して進めているところです。このサービスが開始
されれば、お客さまに保険金を支払いするまでの期間がさらに短縮でき
ると同時に、社内の処理業務の生産性も一層向上するはずです」と期待
を語る廣中 氏。

「お客さま第一主義」の実現に向けて、新しく生まれ変わった HK システ
ムは、さらなる業務の効率化と生産性の向上を実現し、より質の高い商
品・サービスの提供に貢献しつづけていきます。
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【アーキテクチャ刷新による再構築のメリット】

パフォー
マンス

案件生成能力 (サーバー側処理)：
600 件/時間

案件生成能力 (サーバー側処理)：
1,650 件/時間
サーバー レスポンス：
すべての処理で改善

ソース
コード
規模

全行数　：約 146 万行
実効行数：約   86 万行

全行数 (開発)　：約 85 万行
実効行数 (開発)：約 47 万行 
　　　　　　　　(約 45% 削減)

全行数 (自動生成)　：約 117 万行
実効行数 (自動生成)：約 107 万行

物理
サーバー数

16台 (112 コア)
Windows Server 2003

● マルチスレッド、並列多重処理、インメモリ処理等によるパフォーマンス改善
● 基盤フレームワークや重複排除によるソースコード量削減
● 複雑度低減による保守性向上

8 台 (46 コア)
Windows Server 2008 R2 Hyper-V

旧システム 新システム

約 45% 削減 (VS の自動生成を除く実効行数)

約 2.7 倍のスループット (案件生成能力)

約 58% 削減 (CPU コア数換算)


