ライフネット生命保険株式会社
～相互扶助という生命保険の原点に立ち返り、正直に、わかりやすく、
安くて便利な保険商品・サービスの提供を追求する～
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同社の経営理念は、「ライフネットの生命保

事業概要

険マニフェスト」に具体化され、商品やサービ

■日本国内では 74 年ぶり、戦後初の独立
系生命保険会社

スの提供に繋がっている。例えば、生命保険業

2006 年 10 月、20 代や 30 代の所得水準が低

より、お客さまにとって〝何が本当に必要で〟

下している状況に対して、「生命保険料を半額

〝どんなときに〟〝いくら〟保険金が支払わ

にするから安心して赤ちゃんを産み育ててほ

れるのか複雑で分かりづらいものとなってい

しい」との思いで出口治明代表取締役社長は、

た。同社は、この特約を一切排除することで、

現在の代表取締役副社長である岩瀬大輔氏と

商品をわかりやすくしている。また、保険商品

ともに生命保険業免許取得の準備会社となる

の内容を示す約款も会社によっては申し込み

「ネットライフ企画株式会社」を設立。そして、

の段階でなければ開示をしないところもある

2008 年 3 月に「ライフネット生命保険株式会

が、同社はインターネット上でいつでも誰でも

社」へと商号変更、4 月に免許取得し、国内で

閲覧ができるようになっている。

界では保険商品に様々な特約を設けることに

現在、同社の扱っている商品は、病気・事故・

は実に 74 年ぶり戦後初の独立系生命保険会社

災害など万が一のときに保険金が受け取れる

の誕生となった。
同社は、相互扶助という生命保険の原点に立

定期死亡保険「かぞくへの保険」、病気やケガ

ち戻り、「正直な経営を行い、わかりやすく、

の種類は問わず治療を目的とした 1 泊以上の

安くて便利な保険商品・サービスの提供を追及

入院や手術を保障する終身医療保険「じぶんへ

する」という企業理念を持つ、インターネット

の保険」、入院時の医療費の自己負担相当額を

を主な販売チャネルとした新しいスタイルの

保障するとともに、がん・先進医療も保障する

生命保険会社である。

定期療養保険「じぶんへの保険プラス」、病気
やケガによる長期の療養で働けなくなったと
きの収入を助ける就業不能保険「働く人への保

■経営理念を体現した商品
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険」の４つである。各商品は、シンプルでわか

を分析し、商品・サービスの開発や改善に繋げ

りやすい商品設計であることに加え、インター

ている。

ネット上からわずか十秒程で保険料の見積も

その一つとして、医療保険の給付金請求にお

りができる。

ける診断書提出を原則不要としたことがある。
医療保険の給付金の請求にあたり、従来まで医
師の診断書の提出を必要としていたことから、
給付金を受け取るまでに日数を要することに
加え、診断書の取得に要する費用負担が発生し
ていた。しかし、2012 年 10 月から診断書の提
出を原則不要とすることで、お客さまの負担を
軽減するとともに、給付金の受取までの平均日
数を従来の約 43 日から約 18 日まで短縮させる

＜同社の扱う４つの商品＞

ことができた。
「お客さまの声」を活かすための同社の取り

■お客さまに真っ正直に、わかりやすく
安くて便利な商品・サービスを提供

組みとしては、ホームページ上で「お客さまの

同社の商品は、インターネットで販売を行う

設置し、寄せられた意見に対する同社の対応内

ことから、大手生命保険会社と異なり営業職員

容を掲載している。これにより、様々なお客さ

の人件費や店舗費などの販売経費を抑え、高い

まが同社の取り組みを確認できるだけでなく、

価格競争力を備えている。
24 時間 365 日いつで

さらに満足度を評価することができる。お客さ

も見積りや申し込みが可能な利便性と両立さ

まとの双方向の対話を通じて、より良い商品と

せている。

サービスを徹底的に追求している。

ご意見に対する取り組み」というコンテンツを

そして、「保険料のうち、運営経費にあたる
付加保険料の割合の開示」
、
「代理店にお支払い

創業からＶＣに出会うまでの経緯

する代理店手数料率の開示」、「平日 22 時まで
電話での保険相談が可能なコンタクトセンタ

■創業のきっかけは投資家との出会い

ー」など、お客さまに「比較し、理解し、納得

同社の創業は、大手生命保険会社で勤務して

して」ご契約いただくことに真っ正直に取り組

いた出口社長の生命保険への造詣の深さに注

んでいる。

目したベンチャーキャピタル（新興企業に投資
を行う会社や組織、以下 VC）業務などを行う

■お客さまの声を反映し、より良い商
品・サービスの追求

ある投資家からの「一緒に保険会社を作りまし

同社は、保険商品・サービスをお客さまにと

投資家を介して紹介された岩瀬副社長と一緒

ってより魅力あるものにしていくために、「お

に活動をスタート。そして、投資家のファンド

客さまの声」を何よりの貴重な経営資源と捉え

などから計 1 億円の出資を受け、生命保険業の

ている。講演・電話・メール・SNS・アンケー

準備会社ネットライフ企画株式会社を設立し

トなどを通じて広く収集した「お客さまの声」

た。

ょう」というアプローチがきっかけ。その後、
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始から黒字化までに長い期間を要することか

■新しい生命保険会社を目指して

ら、株式公開の時期も確約できないため、特に
VC の中には投資に難色を示すところも多かっ

創業に際して、出口社長は、「保険料を半額
にしたい」、
「保険金の不払いをゼロにしたい」、
「（生命保険商品の）比較情報を発展させたい」

た。
しかし、ユーテック一号投資事業有限責任組

という 3 つのビジョンを掲げた。この 3 つのビ

合を運営する東京大学エッジキャピタルなど

ジョンを実行に移していくために、既存の生命

いくつかの VC からは、柔軟な対応により出資

保険業界の常識とは決別することが必要なこ

を受けることができた。このような資金も含め

とから、他の生命保険会社からの出資を仰がな

て同社が厚い資本を持てたことは、お客さまに

い独立系の生命保険会社となった。そして、長

対する信頼性の基盤となっている。また、生命

期にわたって保障を提供し、安定的に免許事業

保険業免許取得の翌月から営業を開始できた

を営むためには一定規模の資金が必要だと判

ことは、調達した資金により長い時間をかけて

断し、計 100 億円という大規模な資金調達を目

システム開発ができたことの賜物である。

指した。

営業を開始してからは、出資された株主から
同社の商品を紹介する機会が提供された。例え

■資金調達を成功に導いた決め手

ば、東京大学エッジキャピタルでは、同社が他

当初は紹介や方向性に共感する事業会社へ

に出資しているベンチャー企業への同社商品

のアプローチなどを通して順調に進んだが、

の PR など、直接お客さまとの接点を作っても

2007 年秋頃からサブプライムローン問題が

らうことができる支援を受けた。

徐々に深刻化し、難航していった。しかし、そ
んな向かい風の中でも、引き続き外国機関投資

ＩＰＯによる効果と今後の展望

家や（独）中小企業基盤整備機構も出資するユ
ーテック一号投資事業有限責任組合などから

■上場コストに見合う社内外のメリット

出資を受け、2008 年 3 月までに目標額を超える

国内の生命保険会社で一般的な経営形態は、

総額 132 億円の資金調達を達成した。

株式会社ではなく、相互会社である。しかし、

逆境にあっても目標を達成できた一因は、将

出口社長は、金融機関は社会の公器であるとい

来のビジョン・企業理念・ビジネスモデルにつ

う考えから、上場も視野に入れて株式会社を設

いて共感を得られたこと。そして、様々なケー

立した。実際に保険業をスタートしてからは、

スでの収支計画を用意し、数字面での裏づけを

その思いを一層強くするとともに、事業に対す

しっかりと示したこと。この二つが非常に大き

る上場による効果も痛感することとなった。

かった。

「ネットで生保は売れない」、「74 年ぶりにゼ
ロから立ち上げた生命保険会社なので認知度
がない」、
「新しい会社なので信頼度がない」と

ＶＣ等を活用した事業の拡大と成長

いう 3 つの大きな壁に立ち向かうためであっ

■資金調達による事業化と営業の後押し

た。

生命保険会社を立ち上げるためには大きな

実際に東証マザーズへ上場してから、新聞・

資金が必要である一方、生命保険会社は営業開

雑誌・テレビなどに取り上げられる回数も増え、
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PR に繋がる出口社長の講演回数も年間 200 件

て世代であるという契約者データが示すよう

を超えるなど、認知度向上に寄与している。さ

に一定の成果は見えつつある。しかし、年間

らに、上場企業であることの誇りや同社の活動

40 兆円という国内生命保険業界の市場規模か

に対し市場から評価を受けることは、スタッフ

らすれば、同社のシェアはまだまだ小さく、業

に良い意味での緊張感をもたらし、モチベーシ

界を本格的に変えていくのはこれからである。

ョンの向上や経営基盤の強化等にも繋がって

今後の展望について、出口社長は次のように

いる。出口社長は、「我々にとって上場は目的

語っている。同社のマニフェストに基づいた取

ではなく手段」であり、「上場には確かにコス

り組みを引き続き進め、少しでも多くの人々に

トがかかるが、長期的には様々な面でメリット

同社の取り組みを知ってもらい、共感してもら

を享受できる」と述べている。

うことで、より一層の保有契約件数の増加を目

■100 年後には世界一の保険会社を

指していく。そして、100 年後にはお客さまや

「生命保険料を半額にするから安心して赤

市場の評価が世界で一番の保険会社となるこ

ちゃんを産み育ててほしい」という出口社長の

とを目指し、ライフネット生命はこれからも歩

思いは、契約者の約７割超が 20 代 30 代の子育

みを進めていきたい。

【プロフィール】
1948 年 4 月 18 日生まれ、京都大学法学部卒業。1972 年、日本生命保険
相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当。生命保険協会
の初代財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に東
奔西走する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、同社を
退職。2006 年に準備会社であるネットライフ企画株式会社を設立、代表
取締役社長となり、現在に至る。
【将来の夢と起業家を志す方へのアドバイス】
一つ目に、何をしたいかという理念が大切です。理念に対し共感を得
られなければ、お客さまはついてこないと思います。二つ目に、経営は
国語ではなく算数です。数字とファクトとロジックで経営を捉えていな
いならば、それは好きなことを行っているだけの趣味の経営でしかない
ので、算数を大切にしてください。
そして、もし気分が落ち込んだ時には、美味しいものを食べてぐっす
りと眠りましょう。経営者は判断が大事です。心身を健康に保つことで
より良い経営判断を行っていけるでしょう。

代表取締役社長
出口 治明

《ベンチャーキャピタルの声》
【同社に投資をするに至った判断のポイント】
多様なバックグランドを持つ魅力的なチームが、誰もが関心を持つ社会の大きな課題に対して、競合企
業が模倣することが困難なシンプルな解決策を提案し、誰も成し遂げたことのない事業に使命感を持っ
て挑戦する姿勢に共感し、応援団の一員に加わりました。

【ＶＣの視点からみた同社の成功要因】
構想を実現するチームの実行力が大きな成功要因です。出口社長と岩瀬副社長の 2 人しかいなかった小
さなオフィスからスタートし、オフィスが変わる度に同じ志を抱く仲間を増やし、IPO を実現しました。
生命保険業界に精通した出口社長の構想力、卓越したプロフェッショナルである岩瀬副社長を軸に結集
した優秀なチームの実行力が成長の原動力でした。
（（株）東京大学エッジキャピタル 取締役ジェネラルパートナー 辻 秀樹）
この事例は 2012 年度において取材した内容をもとにとりまとめを行っているものです。
従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くだいますよう
お願いいたします。
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