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テレマティクスを活用した自動車保険
金子敬行＊
近年のテレマティクスに係る技術の進展に伴い、損害保険の分野でも、かかる技術を
商品・サービスに活用する取り組みが活発化している。本稿ではまず、運転者ごとの運
転情報を基に保険料を算定する、いわゆる「テレマティクス自動車保険」（PAYD 型およ
び PHYD 型）について、欧米での取り組みや、わが国での検討・開発状況、普及に向け
ての課題等を概観する。その上で、保険会社がテレマティクスを保険契約者等に対する
サービス提供に活用する取り組みが活発化しつつあることについて、近年のドライブレ
コーダーに対する需要の高まりにも触れつつ、三井住友海上の取り組みを例に概説する。

Automobile Insurance Utilizing Telematics Technology
Takayuki KANEKO＊
Following recent developments in telematics technologies, proactive approaches
are being taken even in the ﬁeld of non-life insurance where these technologies are
being utilized to develop services and products. With regard to telematics car
insurance (the PAYD and PHYD types), which calculates an insurance premium
based on the driver s driving information, this article will ﬁrst outline activities
occurring in Europe and the U.S. and deliberations, development status and problems
with usage diﬀusion in Japan. Moreover, with regard to situations where insurance
companies have been actively working toward utilizing telematics technologies to
provide services to insurance policyholders, this article will make reference to the
increasing need for dash cams in recent years and outline this matter by taking the
approaches of Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. as an example.

1.

量の自動車関連情報（プローブ情報）をリアルタイ

はじめに

ムに収集・活用することが可能となっており、こう

テレマティクス（Telematics）とは、通信（Tele-

した情報を新たなサービス提供や保険商品開発につ

communication）と情報科学（Informatics）を組み

なげる取り組み＊1 が行われている。この点について、

合わせた造語であり、自動車などの移動体に通信シ

本稿＊2 で概観する。

ステムを組み合わせて情報サービスを提供する新し

2.

い技術である。ICT 技術の発展や自動車の IT 化・

テレマティクスを活用した自動車保険の概要

2 ‑ 1 テレマティクスによって入手可能な情報

コネクテッド化の進展に伴い、近年、国内外の損害

自動車本体の IT 化や通信端末等の機器性能の高

保険会社も、通信端末等を活用することにより、大

度化とともに、テレマティクスによって入手できる
＊
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データも多様化してきている。獲得可能な主な情報
は、①運転者の特定に係る情報（ただし、特定困難
な場合も非常に多い）
、②走行距離、③走行速度、④
（ 49 ）
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2 ‑ 4 保険会社による各種サービスへの活用

走行時間、走行時間帯、⑤走行地域（位置情報）
、⑥
急加速・急ブレーキの回数、⑦ハンドル操作の安定

テレマティクスは、保険料算出にとどまらず、損

性（急操作の頻度、カーブ操作の滑らかさなど）等

害発生の予防、軽減、その他、人々の安心・安全に

である。

つながるさまざまなサービスにも活用できる。

2 ‑ 2 テレマティクス機器

例えば、運転挙動に関する情報を記録しておくこ

自動車関連情報を収集するためのテレマティクス

とにより、運転者の運転の癖等を事後的に検証し、

機器には、車両組込型装置（装置には、自動車製造

改善を促すことができる。また、運転挙動に関する

時から組み込まれているものと、後付型のものがあ

情報をリアルタイムに把握・分析できれば、不安定

る）
、外付型装置、スマートフォンアプリ等がある。

な運転が続いていたり、居眠り運転の可能性があっ

機器によって、設置コスト、収集されるデータの信

たりする際に、運転者にアラートを発して改善を促

頼性（例えば、簡単に着脱可能な場合には、利用者

し、事故を予防することも可能になる。

が収集に供されるデータを選り好みしやすくなって

また、車両の位置情報が把握できれば、車両盗

しまう）に差が生じる。また、機器の選択に当たっ

難時の車両追跡や早期発見等が可能となるし、高

ては、デジタル・ディバイド等に配慮する観点から、

齢運転者等の運転地点を家族が把握して見守るこ

ユーザーの年齢層等も考慮する必要がある。

とも可能となる。位置情報を他の情報と組み合わ

2 ‑ 3 保険料算定への活用

せることにより、荒天時や事故多発地点接近時に

（テレマティクス自動車保険＊3）

アラートを運転者に発信する等、事故の未然防止

近年、テレマティクスによって得られた個々の運

につながるサービスを提供できる。さらに、車両

転者ごとの自動車関連情報を分析して保険料算定に

に生じた衝撃を加速度センサー等を用いて検知し、

反映させる＊4 試みが台頭を見せている（Fig.1）
。こ

その情報を車両の外部から把握することができれ

れには、走行距離を保険料に反映させる「走行距離

ば、保険会社がそれを契機として、事故時の初動

連 動 型（PAYD : Pay As You Drive）
」と、走 行 距

対応サービス（レッカー車の手配等）を迅速に提供

離だけでなく、急ブレーキ回数等の運転特性を保険

することも可能となる。

料 に 反 映 さ せ る「運 転 特 性 連 動 型（PHYD : Pay

さらに、テレマティクスは、損害調査業務の効率
化や、不正請求への適切な対処（車両への実際の衝

How You Drive）
」の 2 種類がある（Fig.2）
。
このうち、走行距離については、従来から、使用

撃に係る情報を確認する等）等にも活用しうる。

目的の区分（
「業務」
、
「通勤・通学」
、
「日常・レジャー」
）

なお、提供するサービス内容によっては、保険業

を通じて、間接的に料率への反映がなされてきた。

法上の業務範囲規制等との整合性について留意が必

そのため、PAYD 型は、こうした従来からの運用

要となる＊5。

と連続性を有するものといえる。テレマティクスの
活用により、取得できる走行距離情報の精度が向上
すれば、より細やかなリスク算定が可能になりうる。
一方、PHYD 型は、個々の運転者の運転特性を
より正確に保険料に反映させる試みであり、近年、

＊3

特に注目されている。なお、保険料算定に用いられ
るデータ項目は、各保険会社ともおおむね共通する
が、保険料算定ロジックは、各社の競争領域と位置
付けられている。

本取り組みは、インシュアテック（InsurTech。保険
（Insurance）とテクノロジー（Technology）を組み合
わせた造語）の一領域を形成している。
＊2 文中意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、筆者の
所属組織の見解ではない。なお、テレマティクス自動車
保険等について詳細を理解する際には、稿末の参考文献
１）〜７）を参照されたい。
＊1
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＊5

（ 50 ）

なお、
「テレマティクス自動車保険」
、
「テレマティクス保
険」という用語は、保険料算定への反映を伴う場合のみ
を指して使用されることが多い。国土交通省作成の公表
資料２）にも、
「テレマティクス保険とは、テレマティク
スを利用して、走行距離や運転特性といった運転者ごと
の運転情報を取得・分析し、その情報を基に保険料を算
定する自動車保険である」との記述がある。本稿におい
ても、その用例に従うものとする。ただし、保険会社が、
テレマティクスを保険料算定のみならず、契約者等への
各種サービス提供等に活用する場合も多々存在すること
には留意すべきである。
このような保険料算定手法は、損害保険全般において、
UBI（Usage-Based Insurance）と呼ばれる。
例えば、位置情報等を基に周辺施設のクーポン等を運転
者に提供するサービスについては、業務範囲規制との整
合性等（例えば、付随業務（保険業法 98 条 1 項）該当性）
が問題となる。
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Fig.1 テレマティクス自動車保険の一般的なビジネスモデル２）

走行距離連動型（PAYD：Pay As You Drive）

運転行動連動型（PHYD：Pay How You Drive）

Fig.2 PAYD型とPHYD型２）

3.

ルタイム性の高い料率反映が可能となりうる。

テレマティクス自動車保険

第二に、安全運転促進により事故が削減しうるこ

（PAYD 型と PHYD 型）

とである。運転者が、テレマティクスによって自ら

本章では、2−3 節で述べたテレマティクス自動
車保険（PAYD 型と PHYD 型）について詳論する。

の日々の運転をチェックされていることを認識し、
かつ、運転者個人の日々の運転挙動がより直接的に

3 ‑ 1 効用

保険料に反映されることになるのであれば、運転者

テレマティクス自動車保険には、次のような経済

には、安全運転を心掛けるインセンティブがより強

的・社会的効果が期待されている。

く働くことになるものと思われる。それによって交

第一に、より精緻なリスク分析に基づく保険料

通事故が減れば、社会的にメリットになる。また、

設定がなされうることである。保険は、基本的には、

保険会社から支払われる保険金の減少にもつながり

過去の統計による集団的リスクの把握に基づいて

うる。このことは、保険契約者の保険料負担の軽減

料率設定が行われるものであり、テレマティクス自

を通じて、契約者全体、ひいては社会全体に、経済

動車保険についても、この事情に変わりはない。

的に還元されうることになる。
3 ‑ 2 英米の動向

しかし、テレマティクス自動車保険では、従来取得
することができなかった運転挙動等の個人的リス

以下では、テレマティクス自動車保険への取り組

クの把握に基づく、より正確で細やかな料率設定

みが比較的盛んで、いわばテレマティクス先進国と

が可能となりうる。また、現状では、ある契約期

もいえる英国・米国の動向の特徴を概観する。ただ

間中の運転挙動を、次回契約の保険料に反映させ

し、わが国と英米のマーケット環境の違い＊6 につい

ることが想定されているが、将来的には、よりリア

ては留意する必要がある。
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1 ）英国

ることが認められた。その後、通信販売を主体とす

英国では、
主に若手ドライバーをターゲットとして、
テレマティクス自動車保険の販売がなされている＊7 。

るダイレクト型保険会社を中心に、走行距離の短い
契約者の保険料を割り引く競争が行われてきた＊9。

テレマティクスによって収集された情報は、保険

ただし、そこで用いられてきた走行距離は、あくま

料割引のみならず、保険料割増、さらには保険契約

で予想距離であり、保険契約者の自己申告に基づく

の解除にも使用される場合がある。

ものであるから、テレマティクスを活用したもので

なお、ノリッジ・ユニオン社（現在のアビバ社）
が 2006 年に英国で初めてテレマティクス自動車保

はなかった。
2 ）近時の動向

険を発売した際は、GPS 機能によるプライバシー侵

その後、
「世界最先端 IT 国家創造宣言」
（2013 年

害を懸念する声も多かったが、その後、その声は比

6 月。IT 戦略が成長戦略の柱と位置付けられ、世界

較的薄まり、現在では、各社が提供するテレマティ

最高水準の IT 利活用社会の実現等を目指すとされ

クス機器の多くに GPS 機能が搭載されている。

た）を踏まえ、国土交通省の「自動車関連情報の利

2 ）米国

活用に関する将来ビジョン検討会」
（2014 年 2 月〜

テレマティクスによって収集された情報について

2015 年 1 月）にて、膨大かつ多様な自動車関連情報

は、基本的には保険料の割引のために使用されてお

の利活用に関する将来ビジョンの検討が行われた。

り、保険料の割増には使用されていない。

そして、その重点テーマの一つとして、世界一安全

テレマティクス機器によって得られるデータの収

な道路交通の実現という観点から、
「テレマティク

集・分析・アウトプットは、専門業者（M2M プロ

ス等を活用した新たな保険サービスによる安全運転

バイダ）に外部委託する場合が多い（英国では、保

の促進・事故の削減」について検討が行われた。

険会社自らが実施する場合が多い）
。

それと時期を同じくして、わが国でも、一部の保

また、プログレッシブ社が 2004 年に米国で初め

険会社においてテレマティクス自動車保険の導入の

てテレマティクス自動車保険を発売して以来、プラ

動きが出始めた。例えば、MS&AD インシュアラン

イバシー侵害への懸念から、GPS 情報を保険会社が

スグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会

入手することへの抵抗が今でも根強く、運転行動の

社は、2015 年 4 月、
「T-connect」
（トヨタ自動車の

把握には限界がある。なお、米国では、州別に保険

新 た な テ レ マ テ ィ ク ス サ ー ビ ス）を 活 用 し た

規制・監督がなされており、州の保険当局から保険

PAYD 型自動車保険の『タフ・つながる自動車保険』

料率モデルについて承認を受ける必要がある。そし

を発売している。
3 ‑ 4 テレマティクス自動車保険の課題・懸念

て、カリフォルニア州では、消費者のプライバシー
保護の観点から、GPS 等を用いたデータ収集は禁止
されており、PHYD は認められていない。

テレマティクス自動車保険を実現する上では、以
下のようなさまざまな課題や懸念がある。そのこと

3 ‑ 3 わが国における動向

もあり、現在、わが国におけるテレマティクス自動
車保険の普及率は、低い水準にとどまっている＊10。

1 ）リスク細分型自動車保険
＊8

わが国では、1997 年のリスク細分型自動車保険

普及率向上のためには、さらなる技術の進展や、制

の容認により、年間走行距離を保険料算出要素とす

度・運用面における環境整備等が必要になると思わ

＊6

＊7

わが国と異なり、英米とも、業界共通（＝保険会社間で
交換可能）の無事故割引制度がなく（それ故、他の保険
会社から契約を切り替えたドライバーのリスク実態を測
る手段として、運転挙動を料率に反映する仕組みに対す
るニーズが高い）
、かつ、保険料水準が高い（約 1.5 倍。
特に若年層の保険料水準が高い）
。また、米国は保険加入
率が相対的に低い。
特に、男女別保険料が EU 指令に違反するとの EU 司法裁
判所の判決（2011 年 3 月）を踏まえて、EU 加盟国におい
て男女別保険料が禁止された（2012 年 12 月）ことにより
若年女性の保険料が高騰化する懸念がクローズアップさ
れ、テレマティクス自動車保険が一層脚光を浴びること
となった。
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保険業法全面改正（1996 年施行）後、日米保険協議を発
端にさらなる料率自由化が進められる中、自動車保険料
率の適正化を図るため、1997 年 6 月の大蔵省ガイドライ
ン（その後、保険業法施行規則。現在は同施行規則 12 条
3 号イに規定）において、年齢、性別、運転歴、使用目的、
使用状況（年間走行距離など）
、地域、車種、安全装置の
有無、所有台数の 9 要素での料率細分化が認められ、容
認される格差の上限等も定められた。
＊9 その嚆矢は、1999 年に、ウィンタートウル・スイス社
（2003 年に日本市場から撤退）が、年間走行距離を保険料
算出に反映するリスク細分型自動車保険を発売したこと
である。
＊10 欧米でも、事情はおおむね同様で、普及率は必ずしも高
いとはいえない水準にとどまっている。
＊8
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れる。

えられるが、他方では、より安全性を強く意識して

1 ）プライバシー

いるための行動ということも考えられる。また、事

テレマティクス自動車保険では、多くの効果を得

故原因としては、ブレーキを踏むべきところ（一時

ようとすれば、運転者等から、より高頻度かつ高精

停止義務が有る地点等）で踏まないという事象も考

度にデータ（個人の運転挙動、位置情報、車内外の

えられるが、かかる事象は、急ブレーキの有無とい

映像その他の各種走行記録等）を収集する必要があ

う指標のみでは捕捉できない。このように、データ

る。収集データの内容、精度や収集頻度等によって

を保険料率に反映させるにあたって、どのデータが

は、プライバシーの侵害を懸念する顧客には受け入

事故リスクにどの程度影響を与えるのかが、必ずし

れられない可能性がある。また、不必要なセンシティ

も科学的に明瞭とまでは言い切れない点に課題があ

ブ情報を取得しないようにする工夫も必要となる。

る。なお、全く合理的根拠を欠いた因果性を理由と

そして、保険会社は、収集したデータを安全に管理

する保険料設定を容認すれば、不当な保険料競争（ダ

する必要がある。

ンピング）に陥る懸念もある。

2 ）データの信頼性

また、仮に、事故リスクに影響を与えるデータが

正確なリスク算定のためには、収集されるデータ

特定されたとして、当該データを保険料率に反映さ

の信頼性の確保が必要である。データの信頼性は、

せることについて、消費者目線で納得感があるかの

まず、テレマティクス機器の性能や通信感度によっ

検証も、商品の社会受容性・普及という観点では重

て左右される。とりわけ外付型装置やスマートフォ

要である。

ンを活用する場合には、装置の設置の仕方や、端末

4 ）既存制度との整合性

自体のバッテリー確保等にも留意が必要となる。ま

従来型の保険においても、走行距離の長短につい

た、運転者の特定も必要になるが、この点には課題

ては、
「使用目的」や「使用状況」の料率要素として、

も多い。

間接的ではあるものの反映済みである（使用目的が

さらに、保険会社が何を重視するかを保険契約者

「日常・レジャー」であれば、走行距離が短い等）
。

に伝えると、その部分のデータを隠蔽、改竄する動

また、事故実績等のリスク実態を保険料に反映する

機が契約者に働き、契約者が自分にとって都合のい

無事故割引制度として、業界共通のノンフリート等

いデータだけを提出し、不都合なものは提出しない

級別料率制度＊11 が機能しており、この中で安全運

という事態も生じうる。こうしたデータの選り好み

転を理由とする保険料割引が既になされている。そ

を防ぐスキームも必要となる。

のため、テレマティクス自動車保険を導入する場合、

3 ）リスク評価上の課題

これら既存の制度・枠組において、既に反映済みの

保険料の割引等を行うためには、原則として認可
が必要で（保険業法 123 条 1 項、同法 4 条 2 項）
、そ

保険料割引と重複が生じないよう、調整を図る必要
がある。

の際には、審査基準（同法 5 条）を充足する必要が

また、テレマティクス自動車保険において、新た

あり、保険料については、その算出方法が、保険数

なリスク細分項目を追加した場合、保険料が割安と

理に基づき、合理的かつ妥当なものであること、ま

なる契約が生じる一方で、保険契約者全体について

た、特定の者に対して不当な差別的扱いをするもの

の収支相当性を確保する観点から、逆に保険料が割

でないことが求められる（同条 4 号イ、ロ）
。

増となる契約が生じうる。さらに、安全運転を意識

取得したデータを料率算定に反映するためには、

した運転者がテレマティクス自動車保険を選択し、

データから得られた事実とリスクとの間の因果性・

それ以外の運転者、とりわけ、比較的危険な運転を

相関関係についての理論的確立が必要である（この

する運転者が、従来型の保険にとどまるとすると、

点は、保険料率が合理的であること、不当に差別的

従来型の保険の損害率が悪化し、保険料が高騰する

でないことを説明する際に重要となる）
。例えば、

可能性もある（なお、テレマティクス自動車保険を

データによってある運転者が急ブレーキの頻度が高
いという事実が分かったとして、当該事実が事故リ
スクに影響を与えているかは、実は、必ずしも明ら

＊11

かではない。というのも、急ブレーキの原因として
は、一方では、判断能力の衰えや前方不注意等が考
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提供していない保険会社が、リスクの高い層を選別

る。そのため、将来的には、PHYD の存在意義は

できず、逆選択のリスクを被る、という事態も生じ

小さくなっていくと思われる（特に、社会に自動運

うる）
。その結果、従来型の保険の保険料が著しく

転が普及した場合において、この傾向は顕著になる

高騰し、任意保険の未加入者が増加しかねないとい

と思われる）
。また、PAYD については、その背後

う懸念がある（なお、この点につき、リスク較差の

にある考え方（長距離になるほど事故率は高まる）

上限を設定する等、未加入者対策を検討すべきとの

自体の合理性は失われないと思われるものの、他方

意見もある）
。

で、車両の稼働率向上といった別の社会的要請も存

5 ）商品提供に係る各種スキームの構築・運営上の

在する中、走行距離に応じた保険料設定という仕組

負担

みに社会的納得が得られない可能性も高い。この点

運転情報を取得するためのテレマティクス機器の
開発、データの収集・分析・管理等には多額の費用

は、走行距離課税をめぐる議論＊13 とも通じるとこ
ろがある。

がかかる場合が多い。また、保険会社は、元々、無

4.

形の、いわば 目に見えない 商品を扱ってきた一

テレマティクスを活用したサービス

方で、通信端末のような有形のハードウェアを提供

わが国の損害保険会社でも、テレマティクスを活

するノウハウを十分に有していたわけではなく、か

用したサービスを提供する事例が増加しつつある。

つ、保険業法上の業務範囲規制等との関係で物品の

そこで、テレマティクスを活用したサービスの具体

販売は制約される（そのため、通信機器等を貸与す

例として、三井住友海上火災保険株式会社（以下、
「三

る場合が多い）こともあり、商品提供に係る各種ス

井住友海上」
）の取り組みを紹介する。
4 ‑ 1 「スマ保」

キームの構築には、相応のコストがかかる。そして、
保険会社は、保険契約者全体の保険料の低廉性を確

「スマ保」は、三井住友海上が広く一般に提供す

保する観点から、商品提供に際しての運用コストを

る無料のスマートフォンアプリである。
「スマ保」

無視できない立場にある。そのため、テレマティク

では、スマートフォンの通信機能、映像録画機能等

ス自動車保険を運用することで、事業運営上、費用

を用いて、
①事故多発地点への接近時に音声で注意

対効果において相応のメリットが見込めない限り、

を促す事故多発地点アラート、
②荒天時にその旨の

その本格的導入は難しいという面がある。

③災害時に周辺の
注意を促す運転注意アラート＊14、

なお、自動車メーカーごとに取得できる車両デー

避難所等を地図上に表示する災害時ナビ、
④危険な

タの規格が統一化され、保険会社が収集するデータ

運転箇所の映像の記録等のサービスが提供される。
4 ‑ 2 『ＧＫ 見守るクルマの保険』

フォーマット（項目、精度等）や管理システム、評
価手法等について、業界全体で共通化、オープン化

保険会社やご家族がお客さまを「見守る」という

（業界全体でのデータベースの構築等）がなされれ

コンセプトの下で発売された『ＧＫ 見守るクルマ

ば、保険会社のデータ収集・管理・解析のコストや

の保険』では、当該コンセプト実現のために、最先

負荷が軽減されうると思われる

。

端のテレマティクス技術が活用されている。
『ＧＫ

＊12

6 ）先進運転システムのさらなる発展との整合性や

見守るクルマの保険』には、先行発売された「スマ

自動車ユーザーの納得感

ホ型」
（2018 年 1 月以降適用開始）と、これをバージョ

今後、ASV、ADAS、自動運転等の先進運転シ

ンアップした「ドラレコ型」
（2019 年 1 月以降適用

ステムが発展していくにつれ、運転者の運転への関

開始）の 2 種類がある。いずれも、三井住友海上が

与の度合いは低下していく。それに伴い、運転者の

貸与する専用のテレマティクス端末を用いて、各種

運転技術が事故リスクに与える影響度合いは低下

サービスが提供される。

し、代わりに、自動車本体（型式・運転システム等）
が事故リスクに与える影響度合いが高まると思われ
＊12

この他、保険会社が、個人情報保護法制や保険業法上の
規制等を遵守しつつ、収集したデータを適切に利活用す
ることによって収益性を確保するという道もありうる。
このような観点からも、金融機関がデータをより柔軟に
利活用できる法制度の構築が望まれる。
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走行距離に応じた課税をするという考え方は、従来から
存在していたが、これに対しては、
「公共交通機関のない
地方在住者にとって不公平である」
、
「カーシェア等によ
る車両の稼働率向上に向けた取り組みを阻害する」等の
批判もある。
雨天時の事故の多さは、晴天時の約 5 倍となっており、
特に雨の降り始めは、路面が非常に滑りやすくなるため、
事前のアラートが有効である。
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1）
「スマホ型」
（
『ＧＫ 見守るクルマの保険（スマ

走行時間が長時間に及ぶ場合、事故多発地点に接近

ホ型）
』
）

した場合等にアラートが発信される。

「スマホ型」では、衝撃等を検知する専用の小型

②運転後は、１回の運転ごとの走行データをもとに

車載器（これ自体は通信機能を有しない）が、サー

運転傾向を評価する「運転レポート」
、および 1 カ

ビス利用者（被保険者等）のスマートフォンアプリ

月の運転レポートを総合的に分析した「月間運転レ

と Bluetooth で接続され、スマートフォンの通信機

ポート」により、運転アドバイス等が提供される。

能を介して情報通信がなされることにより、各種

運転アドバイスは、次回運転開始時にも実施される。

サービスが実現される。

これらにより、サービス利用者は、自らの運転傾向

提供されるサービスとしては、
①まず、運転中に

を知り、より安全な運転を習慣づけることが可能と

安全運転を支援するための各種アラートが発信され

なる。

る（詳 細 は、Fig.3、Table 1）
。特 に、
「高 速 道 路 逆

③事故時には、
「事故緊急自動通報サービス」
（事

走注意アラート」
、
「指定区域外走行アラート」は、

故等により、専用車載器が一定以上の大きさの衝

業界初のアラート機能である。この他、例えば、急

撃を検知した場合に、当該情報が位置情報等と共

ブレーキ等が続いた場合、ふらつきが続いた場合、

に専用安否確認デスクに自動的に通知されるサー
ビス）が提供される（Fig.4）
。
この自動通報がなされると、
保険契約者等からの三井住
友海上に対する事故報告が
なされたものとみなされる。
通報を受けた専用安否確認
デスクの専任オペレータは
ドライバーに安否確認の電
話連絡を行い、初期対応等
のアドバイスを行う。緊急
時には、レッカー業者の手
配や救急車の出動要請（ド
ラ イ バ ー 自 身 で の 119 番 通
報が困難な場合）等を行う
ことも可能となる。例えば、

Fig.3 安全運転支援アラート
（「１」
（前方衝突アラート）
「
、２」
（車線逸脱アラート）
については、
「ドラレコ型」
のみに搭載）
（三井住友海上 HP８））

周りに誰もおらず、位置の

Table 1 上記以外のアラート
（すべてにつき、
「スマホ型」
「
、ドラレコ型」
ともに搭載）（三井住友海上 HP８））

種

類

判定条件

急加速・急減速

急加速・急減速を 5 回検知した場合にお知らせします。

ハンドリング

急なハンドル操作を 5 回検知した場合にお知らせします。

ふらつき

運転中のふらつきを 5 回検知した場合にお知らせします。

走行時間

走行時間が 2 時間を経過した場合にお知らせします。
その後も走行が継続された場合は、30 分ごとにお知らせします。

事故多発地点接近

事故多発地点に接近した場合にお知らせします。

交通標識地点走行

運転速度を規制するゾーン 30（注）の適用区域等に接近した場合にお知らせします。

一時停止

一時停止地点で停止しなかった回数が 5 回検知された場合にお知らせします。

気象情報

気象警報等が発表された地域に接近した場合にお知らせします。

動物注意

鹿等の動物や希少動物が生息する地域に接近した場合にお知らせします。

注）生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的に、速度規制（時速 30km）等の安全対策が講じられている区域をいいます。
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Fig.4 事故緊急自動通報サービスと
「見守り者」
（家族等）
への情報共有
（三井住友海上 HP８））

説明も難しい場所での自損事故でも、上記の対応

に、わが国では、ドライブレコーダーに対する関心、

が可能となる。そのため、事故直後のドライバー

ニーズが大きく高まることとなった。
このような、あおり運転をめぐる報道等を背景と

の不安を軽減する効果が期待できる。
④以上に加え、家族（高齢の親、免許取りたての子

する、事故時等の映像を記録できるドライブレコー

供など）の運転を見守りたいというニーズ、また、

ダーの有用性（運転状況を把握する客観的な根拠資

家族に見守られたいというニーズに応えるべく、
「見

料となる）に対する認知度の広がり、および、保険

守り者」を事前登録しておくことにより、事故緊急

会社によるサービス機能が付加されたドライブレ

自動通報サービスの対応状況等の重要な情報につい

コーダーに対する消費者のニーズの高まり等を踏ま

て、当該「見守り者」に情報を共有するサービスも

え、
『ＧＫ 見守るクルマの保険』における「スマホ型」

提供される（Fig.4）
。

のバージョンアップ版として、
「ドラレコ型」
（2019

2）
「ドラレコ型」
（
『ＧＫ 見守るクルマの保険（ド

年 1 月以降適用開始）が、特約保険料月額 850 円（保

ラレコ型）
』
）

険期間 1 年・一般分割 12 回払の場合。2019 年 1 月時

2017 年 6 月に発生した「東名高速あおり運転事

点）で発売された。

」では、付近を通行していた自動車のドライ

三井住友海上が貸与するオリジナルの専用ドライ

ブレコーダー映像が、あおり運転の事実の立証に大

ブレコーダーには、各種サービス実現のために通信

きく寄与し、同年 10 月には被疑者が逮捕され、こ

機能が搭載され、事故原因究明に十分に資するべく、

の事件は報道等でも大きく話題となった。警察の懸

高画質の録画機能が備わっている。以下に、サービ

命な捜査により、あおり運転の事実の究明に至った

ス内容の概要を記載する。

ものの、証拠収集には時間がかかり、事件発生から

①まず録画機能について、録画は走行中常時なされ、

逮捕までは約 4 カ月の期間を要した。今回のケース

走行映像は SD カードの容量を限度に保存されてい

では、たまたま他の車両から映像が発見されたもの

く（常時録画）
。衝撃検知時には、その前後合計 15

の、もし、そのような映像の発見に至らなければ＊16、

秒間の映像が、常時録画の映像とは別に「イベント

あおり運転がなされていたという真相は究明できな

記録」として保存される（Fig.5）
。サービス利用者は、

故

＊15

かったかもしれない。また、もし被害車両自体にド
ライブレコーダーが設置されていれば、もっと早く
事件が解決できていたかもしれない。この事件を機
＊15
＊16

東名高速であおり運転によって進路を妨害されて停車し
た一家が、別の大型トラックに追突されて死傷した事故。
軽微な事故であれば、大々的な捜査は通常行われず、発
見に至らないケースも多々あるものと思われる。

国際交通安全学会誌

Vol. 43, No. 3

Fig.5 録画機能
（常時録画とイベント記録）（三井住友海上 HP８））

（ 56 ）

平成 31 年 2 月

179

テレマティクスを活用した自動車保険

録画された映像をパソコン用専用ビュアーで確認す

クにイベント記録等を送信し、専任オペレータと通

ることができる。

話ができる。

録画機能は、録画された映像を用いて事故状況を
的確かつ客観的に把握し、事故をめぐる紛争の早期
解決につなげることを主目的としている。例えば、
交差点における衝突事故における信号の色をめぐる

④さらに、安全運転アラートについては、映像機能
を活用することにより、新たに前方衝突アラート、
車 線 逸 脱 ア ラ ー ト の2つ の 機 能 が 追 加 さ れ た
（Fig.3）
。
4 ‑ 3 「スマ Navi」

信号対立事案や、対向車同士の正面衝突事故で双方
がセンターライン内であったと主張する事案等にお

テレマティクスを用いた法人向けサービスとして

いて、映像が決定的な役割を果たしうる。
「クルマ

は、
「スマ Navi」が提供されている。これは、
「スマ保」

にもビデオ判定を」
（三井住友海上テレビＣＭコ

を用いた無料の安全運転取り組みサービスであり、

ピー）というフレーズの通り、各種スポーツにおけ

導入コストをかけずにロスプリベンションの取り組

るビデオ判定のごとく、客観的で納得感ある早期の

みを開始できる。法人の従業員向けには、各種アラー

事故解決のサポートが目指されている。

ト機能によって安全運転支援をしつつ、法人の安全

②事故緊急自動通報サービスが「スマホ型」からバー

運転管理責任者向けにも、安全運転診断結果の分析

ジョンアップしている（Fig.6）
。すなわち、専用ド

サービス、社内研修用の動画作成を支援するサービ

ライブレコーダーが一定以上の衝撃（一般的に走行

ス、GPS により社有車の位置を把握するサービス等

が困難となる程度の衝撃を想定）を検知した場合に、

を提供する。また、取り組み状況に応じて次回フリー

専用安否確認デスクに送信される情報に、新たに衝

ト契約（自動車を 10 台以上所有・使用している契

撃の前後 15 秒間の映像が加わるため、事故の早期

約者向けの契約方式）の保険料を最大 6％割り引く。

解決等につながる。また、専用ドライブレコーダー

さらに近時、
「スマ保」のドライブレコーダー機能に、

自体が通話機能を有しているため、サービス利用者

AI による画像解析技術を取り入れることにより、

は、これを用いれば、手元に携帯電話等がなくても、

危険運転（赤信号無視、一時不停止等）映像だけを

専任オペレータとの会話が可能となる。自動通報を

自動で抽出・保存する機能が追加搭載された。

受けた専任オペレータは、その後、数十秒程度、車

5.

両の移動が確認できない場合には、専用ドライブレ
コーダーに安否確認コールを実施し、レッカー業者

おわりに

昨今、ICT 技術の発展に伴い、ビッグデータの利

の手配や、場合によっては救急車の出動要請を行う。

活用や IoT、AI 等の技術革新と、それに伴う環境

③上記の自動通報とは別に、自動通報されるには至

変化のスピードが加速している。また、自動車業界

らない程度の衝撃を専用ドライブレコーダーが検知

においては、コネクテッド化の進展や自動運転技術

した場合には、サービス利用者は、緊急通報ボタン

の急速な発達をはじめとする急激な環境変化が起こ

を押す（手動通報）ことにより、専用安否確認デス

りつつある。

Fig.6 「ドラレコ型」
における事故緊急自動通報サービス （三井住友海上 HP８））
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こうした中、損害保険会社は、例えば自動車保険

4 ） 牛窪賢一「価格比較サイトとテレマティクス自

の分野においては、本稿で述べた通り、テレマティ

動車保険―イギリスの個人自動車保険市場にお

クスを活用した自動車保険の開発を進めつつある。

け る 動 向 ―」
『損 保 総 研 レ ポ ー ト』No.108、

そして、損害保険会社には、今後も、技術革新や

pp.1-50、2014 年

環境変化に自らも柔軟に対応しつつ、安心・安全

5 ） 古橋喜三郎「米国のテレマティクス自動車」
『損

につながる商品・サービスを提供していくという

保総研レポート』No.111、pp.21-43、2015 年

社会的使命を果たし続けることが求められるもの

6 ） 自動車保険研究プロジェクト（代表：堀田一吉）

と思われる。

『テレマティクス自動車保険の現状課題と将来
展望』日交研シリーズ A-646、公益社団法人日
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