
新たな10年間の先駆けとは、今年、2020年から始まる新たな10年間は、新しい
議論、新しい複雑性、そして新旧のトレンドを、従来的な物事のやり方行動様式

に組み入れるべき斬新でエキサイティングなトレンドをという意味しますを持っていま
す。Sedgwick（セジック）は、2020年を通して私たちの最優先事項に変化がないことを
お客様に知っていただきたいと考えています。それは、お客様の組織および従業員の皆
様の健康と生産性を維持し、リスクや損害を緩和·削減し、お客様のブランドの評判を
守り、コストを抑制することです。

私たち全員をつなぐに共通のするテーマを見
つけることにより、コンシューマー·エクスペリ
エンス（顧客体験）からデジタル開発に至るま
で、あらゆるテーマを一丸となって探求し続け
けることができます。私たちSedgwickに在籍
する多数のエキスパートやソートリーダー（理
念的先導者）たちは、2020年およびその先ま
で影響を及ぼすと思われるトレンド、トピック、
問題として以下を予想しています。私たちはこ
の1年を通して、それぞれのアイデアテーマを
監視注視·共有して詳細な分析を続け、進展を
注意深く見守りながら、皆様とともに未来に備
えていきます。

下書きセクション（より説明的なオプションと簡潔な
オプションを提案）：

進化するコンシューマー·エクスペリエンス［進化するエクス

ペリエンス］（顧客経験価値）

気遣い思いやりの文化 

障害を取り除く壁を打ち破る

コンプライアンスに伴う複雑性［コンプライアンスの複雑性］

大きく複雑なリスクの緩和［大きな重大なリスクの緩和］

デジタルの進化［デジタル技術の発展］

レジリエンスとレディネス［即応的なレジリエンス］ 

迅速な復旧
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進化するコンシューマー·エクスペリエンス （顧客経験価値)
デジタル中心のテクノロジーと人間中心のソリューションを組み合わせることは、消費者の保険金支払請求体験手
続きの改善およびそのプロセスの簡素化にこれからも貢献していくものと思われます。

議論のトークテーマ：

• 	クラウドベースのテクノロジーおよび使いやすい利便性の高いインターフェースが発達を続けること
で、製品リコールといった不測の事態に直面した場合でも、の状況にあるクライアントや消費者に安心
感を与えていますの不安を取り除くことができるようになります。自動裁定技術が登場しようとしてい
ます。これは、の導入によって、統合ルール·エンジン（ビジネスルールの自動化ソフトウエア）に基づ
いてリコールや保証、あるいはその他の単純なケースを何千件も受け付けて、数時間で処理するまでに
能力を数時間で向上させますられるでしょう。

• 	有益なセルフサービス·ツールは、負傷した従業員や休暇中の者、あるいは賠償請求者の雇用を維持
し、活動状況のリアルタイムでの観察状況把握を可能にし、回復や解決に要する時間を短縮します。消
費者は、自身の好みの通信手段を選択することで、保険請求をよりスムーズに行うことができます。

• 	世界の消費者は、情報へのリアルタイム·アクセスを可能にする最先端テクノロジーを保険会社に求め
ています。

• 	さらに、現在のテーマとしての進化を続ける統合は、損害保険や所得補償保険の単なる統合にとどまり
ません。これは今や今まさに、よりシンプルなユーザー·エクスペリエンスのを実現し、そして消費者を
適切なタイミングで適切なリソースと結びつけるということですようとしています。ワンストップ·ショッ
プサービスという考え方は、方式、インテーク（最初の面談）、データ、連絡、ベスト·プラクティスなど
の統合に及ぶ可能性があります。

時代の急激な変化や今日の消費者の期待に応えようとすれば、私たち自身も継続的な技術投資、私たちの独自ツールの進化、査定人損害鑑定人および
従業員に対する教育が必要です。現在進められているこうした戦略は、顧客体験を単純化·強化すると同時に、組織にとっての一貫性、効率性、成果を促
進するような並外れたエクスペリエンスまたとない体験をサポートします。

気遣い思いやりの文化
査定人損害鑑定人は保険金支払請求プロセス全体を通して、パートナーという意識を持って消費者を代弁し、共感
と気遣いを大切にして保険請求の専門知識を提供し、サポートに努めます。

議論のトークテーマ：

• 	特定のニーズに専門的最適のケアでもって対処する先進的な保険プログラムが導入されつつあります。その一例がクライシス·ケアです。これは、従
業員に臨床的助言や医療を提供するための窓口を一本化し、雇用主が職場での暴力事象、重大な傷害、複雑な保険金支払請求に対応しやすくする
ものです。管理医療（マネジド·ケア）には現在、周術期看護プログラム、メンタルヘルス·サービス、ファーマシー·サポートなどを必要とする人々の
ための特別な手順がオプションとして含まれています。もう1つの例として、特別な訓練を受けたされた調整役顧客窓口を組み込むことにより、認知
症を患う消費者が物損保険金請求プロセスを進めることができるようになります。

• 	人の健康と生産性を維持するというのは、単に身体的および精神的な健康ということだけではありません。雇用主は、従業員の財務健全性（または
その欠如）と、それが仕事や生産性に及ぼす影響について考えています。前払いや学生ローンのプログラム、介護責任を負う従業員の介護調整や介
護計画支援など、高いレベルの権利擁護（アドボカシー）を行えばそれだけストレスや常習的長期欠勤を改善することができます。

• 	理学療法がブームになっており、保険請求の早い段階で治療を受ける患者ファイルの割合が増加しています。そうした保険請求は手術やオピオイド
使用の傾向が低いことは、私たちにとって好ましいことではあるものの、初期コストの観点から、このトレンドを注意深く見守っています。		

• 	米国では、政府当局が処方薬乱用の防止に取り組んでいるなか、州政府の医薬品採用品目リストの普及がますます進みつつあります。

• 	訴訟管理戦略は予防方式へと移行しつつあります。保険請求の開始時にアドボカシー（権利擁護）が重視されると、訴訟請求ははるかに少なくな
り、弁護士費用審査、スコアカード·アプローチ、弁護士のベンチマーキングと組み合わせると、より良い訴訟結果が得られます。

• 	診療内容審査（UR）について質問してくるクライアントが増えつつあります。これは、とりわけ訴訟管理との関係で判断すると、不必要な医療の回避
や安全な回復の促進に役立つことが証明されつつあります。一部で認識されているように、診療内容審査が立法件数の増加を招かない法規制の増
加の要因ではないことは、当社のデータ集の分析を通じても明らかになりつつあります。

アドボカシー（権利擁護）の文化は、消費者との関係に浸透するにつれ、摩擦やコストを引き続き削減し、より有益な体験と、より好ましい結果に寄与して
います。
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障害を取り除く壁を打ち破る
ニーズという観点から見ると、私たちの業界は、保険金の支払請求から解決に至るまでの過程を通して、人
身事故の被害者をケアする際の障害をいかに削減·打破するか、物損財物損害における保険金請求の解決
を遅らせうる非効率性をどう排除するか、という点にずっと注目し注視し続けています。	

議論のトークテーマ：
• 	特定のニーズに専門的最適のケアでもって対処する先進的な保険プログラムが導入されつつあります。その一例がクライシス·ケアです。これ
は、従業員に臨床的助言や医療を提供するための窓口を一本化し、雇用主が職場での暴力事象、重大な傷害、複雑な保険金支払請求に対応
しやすくするものです。管理医療（マネジド·ケア）には現在、周術期看護プログラム、メンタルヘルス·サービス、ファーマシー·サポートなどを
必要とする人々のための特別な手順がオプションとして含まれています。もう1つの例として、特別な訓練を受けたされた調整役顧客窓口を組み
込むことにより、認知症を患う消費者が物損保険金請求プロセスを進めることができるようになります。

• 	人の健康と生産性を維持するというのは、単に身体的および精神的な健康ということだけではありません。雇用主は、従業員の財務健全性（ま
たはその欠如）と、それが仕事や生産性に及ぼす影響について考えています。前払いや学生ローンのプログラム、介護責任を負う従業員の介護調
整や介護計画支援など、高いレベルの権利擁護（アドボカシー）を行えばそれだけストレスや常習的長期欠勤を改善することができます。

• 	理学療法がブームになっており、保険請求の早い段階で治療を受ける患者ファイルの割合が増加しています。そうした保険請求は手術やオピオイド
使用の傾向が低いことは、私たちにとって好ましいことではあるものの、初期コストの観点から、このトレンドを注意深く見守っています。		

• 	米国では、政府当局が処方薬乱用の防止に取り組んでいるなか、州政府の医薬品採用品目リストの普及がますます進みつつあります。

• 	訴訟管理戦略は予防方式へと移行しつつあります。保険請求の開始時にアドボカシー（権利擁護）が重視されると、訴訟請求ははるかに少なくなり、
弁護士費用審査、スコアカード·アプローチ、弁護士のベンチマーキングと組み合わせると、より良い訴訟結果が得られます。

• 	診療内容審査（UR）について質問してくるクライアントが増えつつあります。これは、とりわけ訴訟管理との関係で判断すると、不必要な医療の回避
や安全な回復の促進に役立つことが証明されつつあります。一部で認識されているように、診療内容審査が立法件数の増加を招かない法規制の増
加の要因ではないことは、当社のデータ集の分析を通じても明らかになりつつあります。

アドボカシー（権利擁護）の文化は、消費者との関係に浸透するにつれ、摩擦やコストを引き続き削減し、より有益な体験と、より好ましい結果に寄与し
ています。

コンプライアンスに伴う複雑性
世界の企業経営者がコンプライアンスの関連で直面する可能性のある課題は、企業によって異なるか
もしれません。しかし、彼らに共通する関心事は、いかに最新の規制状況をつねに把握し、プロセスを
合理化し、より強力な職場環境を構築し、安全を維持し、コンプライアンスをシンプルに保つかです。

議論のトークテーマ：

• 	米国では、家族休暇、傷病休暇、育児休暇、介護休暇など、有給休暇制度の拡充が継続的に行われるため、雇用主は内部委託か外部
委託かの選択をより詳細に検討する必要に迫られています。

• 	サイバー·セキュリティやデータ·プライバシー関連の法律は世界的にも地域的にも統一されておらず、その傾向はさらに拡大していま
す。その結果、雇用主にとってすでに複雑なコンプライアンスのリスクやコストが一層複雑化しています。

• 	「障害を持つアメリカ人法」が成立して30年が経過した今なお、雇用主はまだ多くの問題を抱えています。就業不能プログラムと休
暇プログラムが絡み合ってうことによって複雑化している規則や規制を単純化するためのには、継続的教育や行政支援、法的指導
が、企業の助けになり得ます。さらに、インタラクティブ·プロセス·双方向型の処理プロトコルを強化しするとともに、あらゆる契約引
受けに対応し得る画一的な解決策は存在しないことを理解すれば、従業員は、自らのニーズに合わせてカスタマイズされた特別な保
険プログラムに従業員たちが確実にアクセスできるようになると思われますするうえで役立つことでしょう。

• 	米国では連邦と州の規則の間に矛盾が存在するため、マリファナの使用およびそれが従業員に及ぼす影響は、米国において引き続き
複雑な問題です。補償、臨床ガイダンス、職場の安全、従業員に対する検査、娯楽や医療目的でのマリファナ使用に関する責任をめぐ
る課題は、来年も最大の争点になることに変わりはないでしょう。おそらく、マリファナの使用に関して従来の政策と新たな政策を有
する国々は、職場の安全という、より広いテーマの中で個人に注目する際に参考になるはずです。

• 	建物の所有者や建設業界は、世界の一部、とくにオーストラリアや英国において可燃性外装がもたらす高層ビル火災の危険に直面す
るなか、コンプライアンスの課題、補修費用、そして補償不足を比較検討しています。この問題の影響が広がるにつれ、企業はプロジ
ェクトの遅延、失業、事業の中断、移転に伴う懸念事項にも備えています。

混乱を生みやすい複雑な環境では、支援が鍵を握ります。これには、従業員および管理職向けの継続的教育のほか、信頼性のある指示や
助言を提供し得るパートナーやリソースを見きわめることも含まれます。

安全性を維持する

規制の変更

プロセスの合理化

より強い職場
環境
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大きな重大なリスクの緩和
あらゆる業種において、大規模かつ複雑な損害がますます懸念されるようになっています。異常気象現象や、危機
管理の状況、「核」をめぐる決定の影響など、前例を覆すようなその他の力重大なリスクに直面している今、問題は
「予期せぬ事態にどう備えることができるか」です。

議論のトークテーマ：

• 	自然災害や大規模な事象への賢い備え事故による損害の回避が求められている折、損害の事前
および事後の対応備えがさらに重要さを増しています。物損財物保険の請求分野のにおける革新
的な大惨事モデルでは、自然事象がもたらす潜在的リスクを評価し、リアルタイムで保険にアクセ
スし、建設関連のコンサルタントやエンジニアなどの人材を統合するための機会を見きわめてリス
ク軽減を図ることが可能です。

• 	オピオイド（麻薬性鎮痛薬）その他の処方箋、農薬、頭蓋骨損傷、銃暴力に伴う賠償請求銃撃事
件の被害、医療過誤、不正の申し立てなどにまつわる訴訟事案の高い注目度を踏まえれば、リスク
やコストが大きい訴訟の深刻さが増しているということは訴訟に伴う利害やコストは益々深刻にな
るので、将来の保険請求がより重大なものになる可能性があるということです。

• 	最近における裁判所の画期的な判決を背景として、製造物責任リスクに対する懸念が高まっています。小売業者は、物理的市場のみならずオンライン
市場においても、販売製品に対してどの程度責任を負うべきでしょうか。裁判所は、訴訟や異議申し立ての可能な領域のほかを拡大しており、これに
伴って小売業者やサードパーティー·ベンダー、とりわけ十分な補償のない業者にとってのリスク範囲をも拡大しつつあります。

• 	雇用者責任から環境問題までを含めたやその他の特殊なリスクに対する雇用者責任に起因する保険請求の多くの要素および、諸外国およびと国内の
との間で矛盾する海法を遵守する必要性を勘案すると、海上リスクはさらに複雑化しつつあります。さらに、海洋技術の未来が現実化向上して船舶の
自律性が高まると、業界は安全性やサイバーに関する新たな脅威に直面することになります。

従来のリスクや新たなリスクに直面するにつけ、重大かつ複雑な損害が生じる可能性が拡大し続けています。私たちの準備や対応の仕方は技術によって
進歩するものであり、その準備が鍵を握ります。適切なリソースを事前に調整準備することにより、その時点における対応や緩和のストレスは軽減され、最
終的な成果はいっそう大きなものになります。

デジタル技術の発展
デジタルの進化は私たちに、目下現行の保険請求プロセスの見直しを迫っています。テクノロジーの次の波によっ
て査定人の機能損害鑑定の業務が大きく様変わりし、コスト削減やより迅速かつ賢明な対応が実現するものと思
われますことが期待されます。

議論のテーマ：

• 	人工知能（AI）は私たちが慣れ親しんだプロセスに大転換をもたらし、保険請求の経路を再定義し続けま
す。AIは今や、データやメモをくまなく検索し、取るべき行動を提案する能力を身につけるまでになりまし
た。そして、どの治療資源リソースをいつ使用すれば最良の結果が得られるかを見きわめることができます。
職場復帰（RTW）をサポートし、身体の仕組みを分析して機能的な職務記述書を作成することも可能です。
とはいえ、この業界において人間が果たしてきた役割がAIに取って代わられる、ということではありません。
意思決定に必要な情報を提供し、資源の適切な配分を手助けし、私たちの対応能力を強化してくれるので
す。

• 	治療モデルは進化を遂げ、より多様な診療技術	－	デジタル·ヘルス、バーチャル·ヘルス/遠隔医療、モバイル·ヘルス（アプリベースのモバイル·ヘル
スツール）、AI、機械学習など	－	に加え、予防治療、疾病管理、福祉全般の使用事例を含むようになっています。団体医療保険制度の範囲内で導入
の拡大が見られつつある今、労働者災害補償保険、就業不能保険、休暇保険などにとってこれが何を意味するか議論することが重要です。

• 	Webサービスやアプリケーション·プログラミング·インターフェース（API）テクノロジーなど、舞台裏接続を可能にする高度なツールが、シームレス
な保険請求システム·インタラクションや外部サポート·サービス統合のための新たな選択肢を提供しつつあります。

• 	古いレガシー·インフラやハードウェアをアップデートし、システムをその脆弱性やサイバー·リスクから保護しつつ、AI、機械学習、モノのインターネ
ット（IoT）などのテクノロジーを活用することの必要性が広く認識されつつあります。

• 	高度な分析やデータの価値は、顧客、保険ブローカー、リスク管理者への将来展望レポートに影響を与えるとともに、従来慣行に挑戦し、これまで
の日誌管理からプログラムの成功に向けた結果測定やベンチマーキングへと移行しつつあります。

より高機能なモバイル·テクノロジーやヘルス·テクノロジーの普及、APIやテレマティクスの発達、自動運転車、ドローン、ウェアラブルなど有形テクノロジ
ーの出現がもたらす効果を目にするようになったのは、まだ最近のことです。時間および資源への投資が必要ではあるものの、解決の迅速姓、通信、接続
性、全体的なユーザー·エクスペリエンスが継続的に改善されていくものと期待されます。
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即応的なレジリエンス迅速な復旧  
保険請求事由が物損、人損、逸失利益、海損など何であれ、あるいは世界中どこで起ころうとも、迅速な復旧を実
現する能力の習得は共通の関心事です。

議論のテーマ

• 	天災や人災、重大な事故や事件のいずれに対応するにせよ、雇用主は緊急事態に備えるために事前措置を講じる必要があります。災害復旧計画は多く
の人々にとって、まだ手が付けられていない領域です。事前の計画としては、行動計画や通信計画に加え、緊急時資源、修復ネットワーク、他の外部パ
ートナーなどとの高度な調整作業などが含まれます。

• 	企業が機能するためにテクノロジーに依存する度合が増し、サイバー·リスクへのエクスポージャーにさらされる危険が高まるにつれ、サイバー·レジリ
エンスが重要になりつつあります。企業は、サイバー攻撃者が意図するところを絶えず予測し、従業員向けサイバー衛生ポリシーなどの予防策を講じる
ことはもとより、攻撃を受けたときはサイバー·レジリエンスとブランド保護対策に重点を移さなければなりません。

• 	レジリエンス（回復）が注目を浴びるもう1つの分野として、心と体の健康とウェルネスがあります。職場での事故、生活上の出来事、壊滅的事態、自動
車事故あるいは財産損失などの発生に伴って支援を行うにあたっては、資源や助言が有効です。

• 	ワーク·ライフ·バランスは健康にとって重要ですが、この課題の解決に向けた従業員の取り組みに協力的な雇用者はごく少数です。燃え尽き症候群が
ICD-11（国際疾病分類第11版）職務従事状況の1つに分類されるようになった現在、逆境への耐性を身に着けるレジリエンシー·トレーニングは従業
員の対応を支援する有用なツールになる可能性があります。

この業界に身を置く私たちは、当社のクライアントや一般の消費者が何か困難な状況に陥ったとき、そこから立ち直るための適切な助言やツール、サポー
トを提供し得る立場にあります。企業はつねに迅速かつ敏感に対応する方法を見つける必要があり、その際にパートナーや資源を適切に選択できるか否
かで、結果は大きく異なります。

注視すべき労働力事情 労働力と生産性の課題
労働力人口動態の変化変動や、と優れた人材を安定的に惹きつけ獲得し維持する方法についてはこれまでも議論
を重ねてきたものの、これらが今なお保険業界やその他のばかりでなく多様な業界にとって重要な問題であること
に変わりはありません。生産性にまつわるこうした長期的な課題に対処するうえで、どのような戦略が有力視され
つつあるでしょうか。

議論のテーマ：

• 	人口の高齢化や、移民傾向や問題、人口動態の変化に伴い、世界中の多くの産業が人材不足に直面しています。提供される職務に求められるスキル
と、労働要員求職者側の能力や選好希望の間にミスマッチが存在する現状を踏まえると、この人材ギャップはさらに顕在化していきます。徒弟や見
習いの制度、オンザジョブ·トレーニングなどの取り組み、とりわけ技術の習得を重視するものは、後継者育成計画や世代間の知識移転の観点から
人気が高まりつつあります。

• 	私たちには、これまで以上に多様な消費者にサービスを提供する責任があります。そのためには、職場で対象とされている4～、5世代の年齢層にと
どまらず、文化の多様性、性自認、政治的および宗教的イデオロギーなども勘案することが重要です。

• 	高齢化が進むなか、慢性疾患を抱える患者数が増加すると予想され、それに伴って医療費の高騰も見込まれています。さらに、高齢労働者のかなり
の割合が退職を遅らせる選択をしているため、根拠客観的データに基づく医療の導入を通じて保険請求事由を把握することの重要性が増すものと
思われます。傷害怪我の原因を解明して従業員が適切な治療を受けられるようにするためには、調査および医療トリアージの手順をさらに精緻化す
る必要があるかもしれません。

• 	米国においては、カリフォルニア州下院法案5号が最近成立したことで、柔軟な労働力の分類の仕方や給与の支給方法を含め、同州のギグ·エコノミ
ーは根本的に様変わりするものと思われます。この新法はとくに給付や補償の課題に関係するものであるため、他州にも多大な影響が及ぶ可能性
があります。

• 	在宅勤務者については、安全性、人間工学、セキュリティ、責任、透明性、雇用契約、報告、追跡などの側面に目を向けることが重要です。在宅勤務
という働き方を職場復帰プロセスの一環としてとらえたり、1つの便宜的な措置として用いたりする場合、その効果を最大限高めるにはどうすればよ
いでしょうか。

• 	職場復帰サービスや配慮を伴う復職制度は、身体と精神両面での回復をサポートするものとして、再び関心を集めています。私たちのデータによれ
ば、職場復帰サービスに伴う保険請求が過去2年間で25％増加しています。多くの雇用主は、過渡的職務をサポートするため、より強力な機能的職
務記述書の開発に力を入れています。また、社内の空きポストが限られている雇用主は、非営利組織に受け入れを期待しています。

従業員に配慮しつつ勤務シフトや生産性の課題に取り組むという問題は、これからも議論の1つのテーマであり続けるものと思われます。イノベーションや
成長に関する私たちのアイデアを共有することは、この業界で働く私たちの責任です。

5



話題のテーマトレンド＆トピック
2020年は、地政学的な懸念、とくに米国その他の地域で行われる重要な選挙から、世界各地で起きている気候変動
や関連規制の影響に至るまで、いくつかのテーマの重要性が増すものと予想されます。サイバーの脅威が引き続き強
まるとともに、保険市場の引き締まりによって組織が戦略の見直しに動く可能性もあります。	

議論のトークテーマ：

• 	気候変動の加速化、気象事象およびそのコミュニティーへの影響が企業に強いる高コスト、生物多様性の低下が農業などの産業部門に与える影響、環
境被害に対する企業の責任といった問題は今後も続くものと思われます。気候変動対策を求める圧力が世界中に拡がるなか、損害保険業界は、環境を
汚染するエネルギー源に対する保険の引き受けを徐々に抑制しつつあります。保険業界は、潜在的な環境債務リスクを把握し、持続可能性を念頭に置
いて選択を行ううえで重要な役割を果たします。

• 	政治的分極化とそれが意思決定、規制、産業に及ぼす影響は、米国、英国、ブラジル、フィリピン、アルゼンチン、ペルー、ドイツなどで顕在化していま
す。グローバリゼーションが進んだ結果、私たちはサプライチェーンや労働力供給に伴うリスクについて検討を迫られています。加えて、考え方、目標、プ
ロセス、製品および技術の統合を通じて、個々の業種に限ることなく欠勤労働力の欠如と生産性の問題全般に取り組もうとする、従業員の欠勤に対す
るグローバルな視点について、そのオプションや利点を評価する組織が増えつつあります。

• 	循環市場や経済的課題は「予測可能な未知」であるとはいえ、今年は景気後退の影響を受ける可能性があり、保険市場においても引き締まりの兆候が
見え始めています。こうした現状は組織に対して、キャプティブその他のリスク移転手法についての検討を促す可能性があります。経済的圧力が高まり
つつある環境下、リスク管理に投資する意義を証明するにはどうしたらよいでしょうか。

• 	次世代のサイバー·リスクとはどのようなものでしょうか。第5世代のモバイル·ネットワーク（5G）は、自動運転の車、トラック、船舶の開発·展開の急増
など、スマート·デバイスからモノのインターネット（IoT）まで、ありとあらゆるものの機能をアップさせることは間違いないでしょう。反面、こうした進化
は、サイバー攻撃を増加させてサイバー·リスクを高めることに加え、既存の規制や指針の対象範囲を拡げるおそれがあります。

• 	技術テクノロジー系の最大手企業とフィンテックのスタートアップ企業によって生み出された即時決済サービスは進化を続け、金融システムの現状に挑
戦し、保険業界に新しいオプションを提供しています。ただし、こうした新しい決済技術が進化するのに伴い、私たちはセキュリティや詐欺の問題を懸念
することも必要になります。

今年は新たなリスクが数多く発生するおそれがあり、唯一変わらないことは、進化と適応が不可欠ということです。こうした不確実な時代を乗り切るための
助言を提供し、予測不可能な将来に対する計画をサポートしてくれるのが、強力なパートナーシップとソート·リーダーシップ（理念的先導）にほかならない
のです。
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