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不正は保険業界にとってますます重大な問題となっており、保険金請求全体の10～15%を占めると
考えられています。Coalition Against Insurance Fraudによると、損害保険の不正に起因する損
失総額は米国だけで年間800億ドル（8兆8,000億円、1ドル110円換算。以下同様）を超えています。
言い換えると、保険金不正による損失のせいで、米国の平均的な家庭は、保険料の上昇という形で 
年間400～700ドル（4万4,000～7万7,000円）の負担を強いられている計算になります。

今日の不正犯罪者は、極めて高度な犯罪戦術を駆使し、組織の脆弱性を巧妙に悪用します。不正行為
を検知するために、多くの保険会社はシンプルな取引モニタリング・システムを使用しており、一般
個人の日和見的な不正請求に対しては非常に良好に機能します。しかし、保険金不正の手口がますま
す高度化・巧妙化している中、保険会社としては対抗戦略をさらに前進させ、高度なアナリティクスを
適用することが重要です。ますます深刻化する組織的不正への対策として役立つのは、主要なエンティ
ティ（個人だけではなく、法人や代理店なども含む）における不正の可能性にも監視の目を向け、エン
ティティ間に潜む独創的で未解明の関係をソーシャル・ネットワークの観点から精査する手法です。

また、今では保険金請求対応の多くの部分がデジタル的に処理されており、人間による対応ならでは
のチェック＆バランス機能は働きません。そしてこの領域でこそ、不正対策アナリティクスは、組織的
な犯罪集団にこうした便利なサービスの隙を狙わせないための強固な防護壁としての役割を果たす
ことができます。

SAS® Detection and Investigation for Insuranceは、便乗的／職業的な保険金不正の両方を
複数の保険商品や業務部門を横断して効果的に検知・防止・管理するための、全工程カバー型の 
ソリューションを提供します。このソリューションは、高度なアナリティクスと機械学習を用いた不正
検知や、高度な検索、アラート管理、ケース処理のコンポーネントを完備しているほか、不正犯罪者
間の隠れた関係を洗い出す独自の機能も搭載しているため、ユーザーは調査価値の高い不正ネット
ワークの活動を阻止する取り組みに集中することができます。このソリューションは、保険会社の特別
調査部門（special investigative unit: SIU）、不正分析担当者、保険金請求対応マネージャーを 
特に念頭に置いて開発されています。

ソリューション
SAS Detection and Investigation for Insuranceは、高度なアナリティクスを活用して、保険金
請求対応プロセスの各段階で不正の可能性を特定します。このソリューションでは、まず保険金不正
分析エンジンが、複数の技法・手法（自動化されたビジネスルール、機械学習、人工知能（AI）、テキス
トマイニング、データベース検索、異常検知、ネットワーク分析など）を適用することで、自動的に 
保険金請求、関連のエンティティ、それらに対応する全てのネットワークをスコアリングします。

このソリューションはその後、SIUにおける作業 ── 分析に基づくアラート（および他の業務部門か
ら届くアラート）のトリアージ（初期の優先順位付け）を実施し、より詳細な調査の必要性を速やかに
判断する工程 ── を支援します。基本的に、調査担当者が迅速な判断を行うために必要とする全て
の証拠を集約統合します。

精査を要するアラートに関しては、調査ライフサイクル全体にわたり適正な手順が確実に実施される
ようにするための柔軟性の高いワークフローを通じて、ケースを作成・処理することができます。

このソリューションは、元になるデータ全体を対象とした絞り込み検索をサポートしており、ユーザー
は既存のエンティティ（例：個人、住所、電話番号、IPアドレスなど）との同一性識別を素早く行えます。
これにより、そのエンティティに関する完全な記述（説明情報）が生成され、他のどのエンティティと
関連しているのかが図示されます。その後は、同じ画面内で、関連先のエンティティを展開して更な
る関連先を表示できるため、このプロセスを繰り返すことで、不正の可能性を素早く評価できます。

調査の終了時には、SIUチームは包括的なレポートを出力することや、不正への関与が発覚したエン
ティティに関するウォッチリストを設定することが可能です。以上の全ての工程は、保険業界に特化し
た不正データモデル、データ管理機能、レポーティング機能を標準装備したオープンなプラットフォー
ム上で実行されます。

SAS® Detection and Investigation
for Insurance



利点

不正行為の検知率が向上
• 現場の業務プロセスに対し、ルールエンジン
に加えて分析モデルも組み込むことが可能

• 高度なデータマイニングおよび機械学習アル 
ゴリズムや、オープンソース言語で作成した
モデルを活用することが可能

• 数百万件の保険金請求記録の分析に対応。
リアルタイムまたはバッチ方式で処理規模
を拡張することや、請求対応プロセスの必要
な段階にスコアリングを組み込むことも 
可能

• カスタマイズした異常検知手法を用いて、 
これまで知られていなかった不正手口を検
知することも可能

• 共謀関係にあるエンティティ群（個人や組織
など）、犯罪集団を自動的にあぶりだし、 
多大な損害へと発展する前に食い止めるこ
とが可能

• 複数のデータソースを統合する際の不完全
なマッチング処理に起因するデータの低品
質問題や、極めて複雑に絡み合ったエンティ
ティ群に関する処理性能問題を克服すること
が可能

不正請求対策コストが低減
• 誤検知率が大幅に低下

• 高度なケース処理ツールにより、調査担当
者の業務が効率化

• 重大度の高い保険金請求、エンティティ、ネッ
トワークに高い優先順位を設定し、より効率
的かつ正確な調査を促すことで、調査担当
者一人あたりのROI（投資対効果）が向上

• 全ての保険金請求に対する支払金額がシス
テム内に蓄積されるため、将来的に類似の
請求を処理する際に再利用することが可能

競争優位性が向上
• さらなる精査を要する請求を素早く判断し、
それ以外の請求を速やかに次の工程に渡す
ことで、誤検知率と処理遅延がともに低減 
するため、正当な顧客の顧客満足度が向上

• 強化された不正管理機能により、厳格な 
規制コンプライアンス要件にも対応できる
体制が実現

保険金の支払い前に、不正請求による
損失を防止
• オンラインのリアルタイム・スコアリング、
またはバッチ方式による日次／当日中スコア
リングを用いて、不正請求に対する支払を 
未然に阻止することが可能

• 異常や損失を比較する機能を用いて、類似
する保険金請求から水増しを検知

• 既知の不正犯罪者やその他の主要なエン
ティティ（例：住所、電話番号、IPアドレス）
のデータベースおよびウォッチリストを検索
することや、不正に関する全ての結果／ア
ラート／容疑者をシステム内に記録して再
利用することで、常習的な攻撃者の検知率
と新たな保険金請求のスコアリング精度が
ともに向上

• アラートを調査担当者に回付する前に、不正
検知モデルの出力にリスクと価値に基づく
スコアリング・モデルを適用

• 従業員データと監査記録を統合し、誰がど
の保険金請求を扱ったかを明らかにすること
で、内通者や共謀関係が絡んだ不正を検知

不正リスクの状況を総合的に把握
• 全ての部門／部署を横断して顧客単位で 
保険金請求を把握できるため、商品を変え
て行われる不正行為も逃さず捉えることが
可能

• 不正を防止・検知するために、アナリティク
スを新しいビジネスプロセスに組み込むこと
が可能

共謀の様子を示しているネットワーク図の例

• モデルの改善とシステムの適応化を継続的
に行うことで、常に変化する保険金不正手口
の最新動向にも対処可能

• ネットワーク図や高度なデータマイニング機
能を活用することで、新たな手口の不正 
請求の脅威について理解を深め、大規模な 
損失を早期に食い止めることが可能

機械学習と人工知能（AI）を適用
• 最新世代のSAS Viya対応製品であるため、
標準装備のインテリジェンス、シンプル性、
コラボレーション、透明性に関する強化され
たAI機能（自動化など）を活用することが 
可能

• 機械学習用の各種属性が組み込まれている
ため、予測に関する説明容易性、透明性、 
説明責任が向上

機能
データ管理
保険会社が不正行為の分析および調査のため
に組織内外のソースから過去のデータを集約統
合することを可能にします。

• データの矛盾を排除または軽減するために
役立つデータ品質管理ツールを標準装備

• サードパーティの不正対策アプリケーション
およびデータとの統合をサポート

• 完全一致と曖昧一致を用いて、エンティティ
やネットワークを作成することが可能



• レポーティングまたはアナリティクス用の
データを準備するためにデータのアクセス／
結合／変換／クレンジングを行う必要があ
るユーザー向けの、対話操作型のセルフ
サービス環境を提供

• ビジネス分析担当者、シチズン・データ・サ
イエンティスト、その他の非技術系のユー
ザーのために設計された機能と操作性

ルールとモデルの管理
ビジネスユーザーでも、ルール、モデル、調査
担当者向けのアラートを論理的に管理すること
ができます。

• ビジネスルール、分析モデル、既知の不正
犯罪者リストを作成および管理

• 単純または複雑な回付ルールと抑止ルール
を効率的に管理

機械学習と人工知能（AI）
• 統計、機械学習、人工知能（AI）、ディープ・
ラーニング、テキスト・アナリティクスに関す
る最先端のアルゴリズムを広範に搭載して
おり、単一の環境内でその全てを利用する
ことが可能

• 誤検知率の低減などを目指した、不正検知
モデルの改善に役立つ機能を標準装備。 
複数の異なるアプローチを1回の実行でテ
ストすることや、標準化されたテストを用い
て複数の教師あり学習アルゴリズムの結果
を比較することが可能

• クラスタリング、多種多様な回帰手法、ラン
ダムフォレスト、勾配ブースティング・モデル、
サポート・ベクター・マシン（SVM）、自然言
語処理、トピック検出など幅広い分析機能を
標準装備

• 高度なテキスト分析機能を用いて、文書を
分類するためのテキストモデルを定義する
ことや、従来は分析に利用できなかった情報
を構造化することが可能。その結果、より 
的確な洞察の導出や、対応策に関するレコ
メンドの取得、より優れた結果の達成にかか
る時間が短縮

不正検知とアラート生成
様々な分析手法を組み合わせて保険金不正請
求の可能性を判定するというアプローチを用い
て、疑わしい活動の体系的な検知を実現します。

• ビジネスルール、異常検知、高度なアナリ
ティクスなどの手法を組み合わせて活用す
るオンライン・スコアリング・エンジンを用
いて、保険金請求をスコアリング

• 「FNOL（first notice of loss、最初の損害
通知」（損害受付や事故受付など）の時点で
不正請求の可能性を評価し、その後も新た
な請求データが入ってくるたびに保険金請
求対応プロセスの各段階で請求を再スコア
リング

• そもそも不正犯罪者が保険証書を持てない
ように保険申し込みのプロセスにも不正分
析を組み込むことで、保険金請求を対象とし
た不正検知以外の対抗策を実現

SAS® の優位性

• ハイブリッド型アプローチによる不正 
検知： SASが提供する不正対策アナリ
ティクスは、ルール、異常検知、予測モデ
ル、機械学習／人工知能（AI）／ネット
ワーク分析など、複数の手法を組み合わ
せたアプローチを採用しています。保険
金請求データの最大75%は、保険調査員
のメモ、顧客サービスのログ、警察の報
告書、医療記録などの非構造化データで
す。SASのテキスト・アナリティクス機
能は、保険会社がこうした非構造化デー
タの分析を通じて不正検知率を向上でき
るよう支援します。ネットワーク分析を
活用すると、他の方法では何ヶ月もかか
る組織的な不正集団の洗い出しを自動的
に短期間で実行できます。

• 領域別の専門知識： SASには、グローバ
ルな顧客ベースを対象にした取り組みの
中で業種別の専門家が培った知識に基づ
いてソリューションを提供してきた、 
40年以上にわたる経験があります。不正
対策の領域に関しては、SIUでの経験を
有する専門家を雇用しており、彼らは

SASの研究開発部門と緊密に協働してい
ます。その結果、SASのソフトウェアは、
保険会社が不正との闘いの中で直面する
現実の課題に対処する際に役立つ最新性、
直感性、的確性を備えています。

• インテリジェントなケース処理： アラー
トのトリアージを支援し、調査プロセスを 
大幅に効率化するワークフローにより、
保険会社における不正防止能力のスピー
ド面を強化します。結果が継続的に
フィードバックされる機能により、誤検知 
率の低減も促進されます。

• 柔軟性と設定の自由度： SASのソリュー
ションはブラックボックスではありませ
ん。柔軟性に優れており、ユーザーは組
織のニーズや地域的なニーズに合わせて
システムを設定することや、保険金不正
手口の変化に対処するためにモデルの 
改善とシステムの適応化を継続的に行 
うことが可能です。

自動化された分析的スコアリングによるアラートのサマリー
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保険金不正請求向け検知・調査ソリューションのホーム画面

検索と発見
組織内外のソースから収集したデータ全体を対
象として、フリーテキスト検索、フィールドベー
ス検索、地理空間検索を実行できます。

• 保険金請求処理部門やSIU（特別調査部門）
のニーズに合わせてカスタマイズできる対
話操作型のフィルターとファセットを用いて、
検索結果を絞り込むことが可能

• エンティティの完全な記述（説明情報）を収
集し、他のどのようなエンティティと関連し
ているのかを視覚的に把握することが可能。
その後、同じ画面内で、関連先のエンティ
ティを展開して更なる関連先を表示し、探索
を進めることで、不正の可能性を素早く評価
することが可能

• プログラミング構文を知らなくても、直感的
なインターフェイスを用いて複雑なクエリを
作成することが可能。例えば、ファジー（曖
昧）検索、近接検索、フィールド・ブーストを
使用することや、検索範囲を特定のエンティ
ティ・タイプ、フィールド、コメント、または 
洞察に制限することが可能

アラート管理
複数のモニタリング・システムから得られたア
ラートを組み合わせ、それらのアラートを類似
の請求者で関連付けることで、特定の請求者ま
たはその他のエンティティについて、より総合
的なリスク情報を調査担当者に提供することが
できます。

• 活動の特性に基づいてリスクスコアを計算
し、透明性の高い理由コードをアラートに 
付与

• アラートの優先順位を判断した上で、不正の
可能性がある保険金請求を適切な回付フ
ローまたは調査担当者に送付

• 作業の割り当てを自動化。また、ユーザーが
設定したルールおよび要件に基づき、幅広
い調査担当者または分析担当者を作業者に
指名することも可能

ネットワーク分析
独自のネットワーク視覚化機能は、取引別や請
求詳細別の観点よりも視野を広げ、相互に関連
する活動や関係をネットワークという観点から
分析することで、組織的な保険金不正請求を検
知および防止するために役立ちます。

• ネットワーク化された疑わしい行動をデータ
から自動的に特定し、理解しやすい視覚化機
能を用いて調査担当者に提示

• これまで見過ごしていた関係を解明し、 
一見無関係に見える請求の間に潜んでいる 
「つながり」を識別できる機能を調査担当者
に提供

• 保険金請求の完全な詳細と全ての関連エン
ティティおよびネットワークを素早く参照で
きる手段を提供することで、調査担当者の 
生産性を改善

• 調査担当者自身がネットワーク・エンティティ
の併合や削除を行える機能や、特定のエン
ティティに注釈（テキスト／画像）を追加で 
きる機能により、調査の実効性・生産性が 
向上

ケース処理
調査を円滑に進めるための、および、ケースに
関する全ての情報を収集・表示するための、 
体系的な手段を提供します。

• 調査活動に関する詳細情報を保管すること
が可能（例：刑事または民事の告発に必要
な面談記録や証拠、医療機関／警察／損害
査定人の報告書、賠償請求／回収に関する
情報）

• 不正によって発生した損失だけでなく、不正
の検知または防止によって回避された損失
も明確化した上で、総合的な不正エクスポー
ジャーを評価し、文書化のためのレポートを
作成することが可能

• ケースの管理および解決のための、柔軟に
設定できるワークフローを活用

SAS Detection and Investigation for 
Insuranceの詳細、ホワイトペーパーのダウン
ロード、スクリーンショットの確認、関連資料の
閲覧については、sas.com/detect-investi 
gate-insuranceにアクセスしてください。

http://sas.com/jp
mailto:jpnsasinfo%40sas.com?subject=
http://sas.com/detect-investigate-insurance
http://sas.com/detect-investigate-insurance

