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概要 

 デジタルトランスフォーメーションは、ビジネスの将来を約束する方法として、またカスタマーエクスペリ
エンス、従業員の能力、業務効率、経営を改善する手段として、不可欠な要素となっています

 デジタルトランスフォーメーションの成功の前提条件となるのが、組織のあらゆるレベルでの積極的
な取り組み（コミットメント）です

 早い段階で人々の潜在能力を解き放つこと、そして変化を受容し、リスクに対してレジリ エント
で、将来に適応できる組織を作り上げることが、その後に続くデジタルトランスフォーメーションの道
程を容易にします

 デジタルトランスフォーメーションを順調に進めるには、適切な構造と規律から成る戦略と、高いデ
ジタル成熟度が求められます

 社外の広範なビジネス環境に目を向け、規制当局、パートナー、投資家などの重要ステークホル
ダーと積極的に関わることも必要です

 本シリーズ第二弾では、金融機関がデジタルトランスフォーメーションの最重要課題を克服し、成
功への共通の道を見いだす方法を検証します

注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2020年6月に発行した原著をデロイト トーマツ グループが翻訳し、
2020年9月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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はじめに 

デジタルトランスフォーメーションは、もはや「あると良い」だけのものではありません。また、テクノロジーだけの問題でもありません。金
融機関にとってデジタルトランスフォーメーションは、顧客と従業員の体験（エクスペリエンス）を向上させ、経営の改善につながる
もの、つまり、必要不可欠な要素となっているのです。 

特に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の危機と、それに対応する金融機関の能力を考えるとき、デジタルトランスフォー
メーションの重要性はより大きな意味を持ちます。国際金融協会（IIF）が「デジタルトランスフォーメーションと新型コロナウイルスへ
の適応」と題したその記事の中で注目しているように、COVID-19環境への適応を余儀なくされるという経験を経て、金融機関内、
および多様な顧客の間での変革の取り組みが、より開かれたものとなる可能性があります1。 

金融サービスにおけるデジタルトランスフォーメーションの成功がどのようなものかを理解するため、IIFとデロイトは共同チームを作り、
世界中の銀行、保険会社、資産管理会社、規制当局と監督当局、および政策立案当局を代表する80名超のエグゼクティブと
トランスフォーメーションリーダーから知見を集めました。 

調査の結果は、金融機関がデジタルトランスフォーメーションに取り組むアプローチと、金融機関がデジタルトランスフォーメーションの
約束をいかに果たすことができるかを考察する3部構成のシリーズとしてまとめられています。シリーズ第一弾の「デジタル・プロミスの
実現 金融機関のデジタルトランスフォーメーションにおける9つの優先課題」では、デジタルトランスフォーメーションの過程に伴う典
型的な課題に注目しています2。この第二弾では、金融機関が課題を克服し、共通の成功への道を見いだす方法、つまり成功要
因を検証していきます。これらの成功要因は、互いに重なり合う次の5つのテーマに分けられます。 

本レポートはそれぞれのテーマを分析し、それらがいかに金融機関のデジタル・プロミスを実現させるかを考察します。 

顧客中心主義

外部との連携と積極的な関与

組織的基盤

イノベーション精神を育む人材と文化

優れたトランスフォーメーション

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/金融機関nancial-services/articles/realizing-the-digital-promise.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/金融機関nancial-services/articles/realizing-the-digital-promise.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/realizing-the-digital-promise.html
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デジタルトランスフォーメーションとCOVID-19への適応 

COVID-19に順応するという新たな現実の中、IIFとデロイトは、このような状況下で働く実情に関し多くの知見を集めました。 

過去10年間に銀行や保険事業のデジタル化に投資したことが、より多様でレジリエントなプラットフォームの利用につながり、それがCOVID-19の危機
対応にプラスに働く結果となった事業者もいれば、そうでない事業者もいます。後者とってCOVID-19は不意打ちとなりました。危機が拡大する中で、そ
の状況に素早く適応し、新たなケイパビリティとエクスペリエンスを開発して市場に投入するテクノロジーと文化を持った銀行は、その他の銀行と大きく
一線を画します。これらの銀行はパンデミックが収まるにつれ、勝者としてその姿を現すようになるでしょう。 

ある企業は、新たなツールやインフラ、プロセスのおかげで、400名のデジタルチームを、COVID-19がもたらした特異なリモートワーク環境にスムーズに移行
できたことを明かしました。 

それに加えて現在、支払手段のイノベーションが極めて重要な社会的機能を提供しており、顧客にとって価値あるサービスが拡充されつつあります。非
接触ICカードが店頭で好まれる衛生的な支払方法となる一方、日用品の配達が増加する中で、素早くシンプルなリモートでの支払手段を提供でき
る能力が不可欠なものになってきています。 

ビデオ会議と帯域幅に関して時折生じる初期の問題はさておき、テクノロジーは確実に機能しています。一方で、人々の適応方法はさまざまです。最
近の議論からは、人材と業務モデルの脆弱性が表面化している領域について重要な情報が得られています。一部のエグゼクティブはそれを、自宅で
働くチームを率いる難しさだと説明しています。つまり、いかに「自宅から率いる」かという問題です。 

COVID-19拡大は、フィンテック企業のコミュニティに資金調達機会の減少といった莫大な影響を及ぼしました。その状況下、財務力の高い金融機関
との間に何らかの形で協業や戦略的提携を実施するスタートアップ企業は、他企業よりも優位にあると言えます。フィンテック企業と金融機関とのパー
トナーシップの加速は、おそらくCOVID-19の重要な結果3の一つでしょう。それによりフィンテックはすぐにでも確保したい収益の道筋を、金融機関は念
願のデジタルソリューションを得られるのです。

企業やチームが、新たな業務スタイルの中で自らを適応させていく様子は興味深いものになるでしょう。またその結果、高い機敏性と適応性に向かう
企業文化の再構築が可能になるのかどうかにも、注目せずにはいられません。「何が組織のデジタルトランスフォーメーションを導いたのか」という疑問に
ついて考えるとき、その主な答えの一つがCOVID-19だと言って間違いはないでしょう。 
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顧客中心主義

自社にとってのデジタルトランスフォーメーションの意味を尋ねられると、調査に参加したほぼ全てのエグゼクティブは、顧客中心主義
の重要性を強調しました。優れた効果的なカスタマーエクスペリエンスを創出するためにはデジタルテクノロジーとツールが用いられる
ことから、顧客中心主義をデジタルトランスフォーメーションの推進力と考えるエグゼクティブもいます。金融機関がデジタルトランス
フォーメーション計画に踏み出す理由が顧客中心主義の精神であるケースも考えられます。「確かにデジタルトランスフォーメーション
の中心に据えられているのはテクノロジーですが、その動機は顧客ニーズの視点から生まれるものでなければなりません」と、トップバ
ンクのCDO（チーフデジタルオフィサー）は述べています。 

その他のエグゼクティブは、デジタルトランスフォーメーションをむしろ実行手段と捉えています。つまり、空回りするばかりで一向に問
題を解決しないトランスフォーメーションプログラムを、他から切り離された状態で実行するのではなく、企業がその一連の計画から
望む価値を入手できるのがデジタルトランスフォーメーションだという考えです。トップ保険会社のCDO（チーフデジタルオフィサー）は
次のように結論付けています。「組織が機敏性の高い文化へと推移するのに伴い、製品中心主義から顧客中心主義の視点へと
組織のマインドセットを進化させることが、もう一つの重要なデジタルトランスフォーメーションの成功要因です」  

いずれの考え方にしろ、業界全体を通してリーダーたちは、デジタルトランスフォーメーションと顧客中心主義には密接な関係がある
という共通の認識を持っています。では、真の顧客中心主義を導くものは何でしょうか。米国大手銀行のテクノロジー戦略責任者
は次のように説明しています。 

「幾重にも重なる組織の層に穴をあけ、手作業のプロセスを排除して
自動化を促進させます。また、利便性と機能性の拡充により顧客との
距離を縮め、最終的には顧客の日々の体験に組織が完全に組み込
まれることで、顧客が組織を意識しない状態に至ります。重要なのは、
顧客ニーズを最も的確に満たすために、ビジネスモデルとプロセスを再
構成することで顧客との関りを深め、より密接に結びつくことです」 
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マルチチャネルの世界でこれを実現するには、フロントオフィス（モバイルアプリやセルフサービスポータル）、およびミドルオフィスとバッ
クオフィス（コンプライアンスやリスクマネジメントなど）の再構成が必要です。また、デジタルテクノロジーをバリューチェーン全体に拡
大することも求められます。これは個人と法人の顧客の両方に当てはまり、それぞれのニーズと優先事項は異なりますが、両セグメ
ントのデジタルトランスフォーメーションに対する期待には、多くの共通項があります。 

出典：デロイト 

顧客中心主義とトランスフォーメーションの速度 

顧客中心主義を動機とするとき、デジタルトランスフォーメーションは加速するのでしょうか。銀行の経験がそれを示しています。 

デジタルトランスフォーメーションの道のりにおいて、銀行は保険会社よりも先を歩んでいます。保険事業の株主は銀行の株主よりも堅実なリターンを望
み、リスク回避の傾向がより強いことがその理由と考えられます。ある保険会社のエグゼクティブによると、「実験的試みという概念や、多数の実験的試
みを行うという意欲は、保険会社のDNAにはありません」 

また銀行には、保険会社の顧客以上に頻繁な相互関係を望む顧客もいます。それを受けて銀行経営陣がデジタルソリューションの優先度を高めること
で、デジタルトランスフォーメーションの進歩が加速すると考えられます。 

イノベーション精神を育む人材と文化

優れたトランスフォーメンション戦略と実行能力

外部との連携と積極的な関与

変化の支持者を増やすこと

ビジョンの触発

変化の原動力の醸成

実現技術の獲得

顧客中心主義

前提 組織的基盤

デジタルトランスフォーメーションの成功要因

デジタルトランスフォーメーションの主要成功要因
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「デジタルトランスフォーメーションとは、顧客ニーズ
を最も的確に満たすために、ビジネスモデルとプロ
セスを再構成することです」
米国の大手銀行のCDO（チーフデジタルオフィサー） 

「デジタルトランスフォーメーションとは、顧客との関わりを深め、よ
り密接に結びつくこと、そして、AmazonやUberなどの企業に触発
されたデジタル化により、保険やその他の業界全体において顧客
の期待が劇的に変化する中で、今までよりも効果的な方法で顧
客にサービスを提供することです」 

米国の大手保険会社のCDO（チーフデジタルオフィサー） 

「主導的立場では『デジタル』という言葉を慎重に使ってい
ますーこれがむしろ顧客の変革にかかわるものだからです。あ
くまでも中心は顧客であるべきで、それを可能にするのがデ
ジタルなのです」 

アフリカのトップバンクのデジタル責任者

「デジタルトランスフォーメーションは、クライアント体験の進化、
従業員体験の向上、そして経営状態の改善の3つに関連し
ます。経営のためのインサイトを提供して経営を容易にするこ
とでクライアント体験を強化し、スタッフの生産性アップを図る
ことで従業員体験を向上させ、サービス提供の効率化を通し
て経済状態を改善します」 

米国の大手銀行のスモールビジネスCDO（チーフデジタルオフィサー） 
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前提条件：組織的基盤 

金融機関がデジタルトランスフォーメーションで成功するための前提条件となるのが、組織のあらゆるレベルでの積極的な取り組み
（コミットメント）です。組織には、変化の支持者、触発的なビジョン、変化のきっかけ、そして実現技術を含む基盤が必要です。 

変化の支持者を増やすこと 

進歩的な考えを持つ金融機関のリーダーたちは、デジタルトランスフォーメーションが単に
テクノロジーの問題ではなく、ビジネスモデル全体を再構成する機会をもたらすものと考
えています。しかしデジタル化の取り組みは、トップからの適切なサポートなしでは立ち往
生する可能性があります。 

CEOと取締役会を含む会社のトップ経営陣の支持とコミットメントがなければ、ビジネス
トランスフォーメーションの成功に欠かせない信任、リソース、幹部の注目を確保すること
が極めて困難になります。よって、リーダーシップのコミットメントを得ることが、組織のデジ
タルトランスフォーメーションを担うあらゆる個人の第一優先事項となります。「リーダー
シップのコミットメントは不可欠です」と欧州の銀行のCIO（チーフイノベーションオフィ
サー）は言います。「リーダーたちが変革の価値を信じていなければ、たとえそうであるか
のように装ってもうまくいかない可能性があります。彼らは自らが確信しない場所に資金
を投じないからです」 

本調査の参加者の1人が、実際にこれを体験しています。この人物がCIO（チーフイノ
ベーションオフィサー）の任に就いた時、CEOは彼に、組織全体にデジタルトランスフォー
メーションの理解を広め、従業員の支持を得るための働きかけを行うように伝えました。

リーダーシップの姿勢によって危うくなるのは予算だけではありません。デジタルイノベーショ
ンに必要なアプローチと指標は、現在の金融サービスのそれらとは根本的に異なります。
また、デザイン思考やアジャイル開発といった概念を把握することも必要です。米国の大
手銀行のあるCDO（チーフデジタルオフィサー）が述べているように、「経営陣が現行の
考え方と業務活動の方法を強化することに重点を置くなら、5年～10年後に彼らの事
業は存在していないでしょう」。デジタルトランスフォーメーションの著名なソートリーダーであ
るChris Skinner氏によると、「トランスフォーメンションに成功する銀行が他行と一線を画
す主な要因は、最高幹部（CEOや会長など）がデジタルトランスフォーメーションを単な
るプロジェクトではなく、ビジネス全体の変革と認識していることです」4 

リーダーシップのコミットメントがデジタルトランスフォーメーションの成功に不可欠であるという考えは、金融サービス以外の業種にも
当てはまります。金融以外で厳しい規制が敷かれている世界的セクターの一つ、ライフサイエンス・ヘルスケア分野の調査参加者
は、リーダーシップのコミットメントがデジタルトランスフォーメーションの成功に不可欠であることに同意しています。ヘルスケア業界の
あるCDO（チーフデジタルオフィサー）は、「トップ経営陣のサポートは極めて重要です。特に（例えば）、デジタル化への取り組み
が短期的な投資リターンを生み出さないものの、新たなケイパビリティを獲得する場合に、そうしたサポートは不可欠です」と述べて
います。 

「（経営幹部がデジタルトランスフォーメーションを促進

することは）必須条件ですが、それだけでは十分ではあ

りません。変革を組織全体に広めることが必要であり、

特に中間層の主導力が重要です」 

– アフリカの大手銀行のITストラテジー責任者

「肝要なのは取締役会の知識の更新です。彼らの観

点、経験、スキルセットなどの向上が、デジタルトランス

フォーメーションの成功に密接に関連します。というのも、

取締役らが自らのキャリアを通して理解してきたのは、

手数料収入と従来の一連の指標だからです」  

– 欧州の大手銀行のCDO（チーフデジタルオフィサー）

「デジタル化の取り組みを一部の部門に割り当てて推

進を委任するのではなく、組織全体にデジタル化を後

押しさせる必要があります。会社の将来を誰かに委ね

るわけにはいきません。自分自身が主体となって行わな

ければならないのです」 

– ベストセラー作家であり、金融市場とフィンテックに詳しい
コメンテーターとして活躍するChris Skinner氏 
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取締役会には企業の戦略を監督する責任がありますが、取締役らが熟知しているのは、デジタル化とイノベーションに本質的に整
合しないかもしれない、旧来の指標であることが多いのです。よって、デジタルトランスフォーメーションに関連した取締役らの知識の
更新が重要なステップとなります。さらに、オーストラリアの銀行のCRO（チーフリスクオフィサー）によると、テクノロジーに精通した取
締役は、トランスフォーメーション支持者の強力なネットワークを構築する原動力となり得ます。 

重要なポイントは、エグゼクティブが単独でトランスフォーメーションを実行できないということです。あるエグゼクティブが言うとおり、
「何千人もの『抗体』の反撃に直面することになりかねません」。それを避けるには、組織のあらゆるレベルに支持者を置き、変化を
サポートしてそれを維持することが必要です。 

ビジョンの啓発 

「クリアなビジョンとコミュニケーションを組織の末端まで隈なく伝えることが重要です」と、米国の大手保険会社のCDF（チーフデジ
タルオフィサー）は指摘しています。明確なビジョンを組織に浸透させることで、企業戦略と整合するデジタルトランスフォーメーション
の目的を維持でき、それを基にトランスフォーメーション支持者は、組織レベルのビジョンを個人の目標に落とし込むことができます。 

CDF（チーフデジタルオフィサー）や同等の人物を任命することで、イノベーション計画の加速が可能になります。これはデジタルトラ
ンスフォーメーションへの備えが万全な企業の70％が行っている実践です5。計画に専念するリーダーの明確な存在は、特に取り組
みの早期の段階では、デジタルトランスフォーメーションの全体的なビジョン、戦略的選択、および実行の過程に関する、明瞭で興
味深い一貫したメッセージングを可能にします。現実的なパフォーマンス指標と実施スケジュールを手にしたリーダーは、緊迫感を生
み出すと共に、組織全体の共通目標を掲げてトランスフォーメーションを進めることができます。 

金融機関によって、デジタル化の取り組みに対する理想が異なる可能性を認識することが重要です。デジタル化による抜本的な
変化を望む組織もあれば、広報的な観点からデジタル化の体裁が整えばよいと考える組織もあるでしょう。デジタル分野で著名
なある作家の見方では、優れたトランスフォーメーションに成功する組織は、組織全体に理解を構築し、積極的な関与を確保し
て、真の変化を起こすために努力しています。 

変化の原動力の醸成 

人目を引く大きな成功は、組織にデジタルトランスフォーメーションの可能性を示すことが
できるため、変革をさらに推進する上での原動力となります。米国の大手保険会社の
CDO（チーフデジタルオフィサー）は、次のように述べています。「なるべく早くに変化の前
例を打ち立てて、デジタル化の恩恵を説明する事例を素早く提示できることが大切です」 

大きな経済価値を生む取り組みに重点を置くことで、こうしたきっかけから最大限の効果
を得ることができます。「外部コンサルタントの推奨に基づいて、いくつかのアジャイルな取り
組みを実行しました」と、米国の大手銀行の戦略責任者が明らかにしました。「それがコス
トダウンにつながり、経営幹部の目に留まった結果、その事業部門だけでなく他部門も、
この成功に加わることを希望しました」。しかし、大きな経済価値を持たない取り組みで
も、デジタルトランスフォーメーションが達成可能であることを示すだけで原動力となり得ます。これはある米国の大手銀行の取り組
みで実際に起こりました。「それはCEOの新たな肝煎りプロジェクトだったのですが、想定どおり、環境が適切であればアジャイルな
対応が可能であることが示され、社内的な推進力が生じました」と、エグゼクティブの1人が言っています。 

このような実証事例は、ビジネスオーナーが関心を示し始めるに伴いドミノ効果を生み出します。時には内部競争が功を奏すことも
あります。「従来のユニットにとって、フィンテックの新ユニットよりも劣っていることは好ましい状況ではありません。そこで彼らは社内
のイノベーションチームから人材を引き抜き、組織の随所で変化を促進する取り組みを開始しました。そのようにして変化が勢いを
得たのです」と、グローバルバンクのデジタルポリシー責任者は説明しています。 

「小さな成功でも変化のきっかけとなります。フィンテッ

クの新ユニットが従来のユニットよりも優れていること

が明らかになると、人々はフィンテックユニットの関係

者を引き抜き、別部門でも変化を促進しようと動き出

したのです」 

—世界的なユニバーサルバンクのデジタルポリシー責任者 
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実現技術の獲得 

デジタルトランスフォーメーションの基盤となるのは、オープンで脱着可能な（モジュラ―
型）のインフラです。このタイプのインフラは、発展する最新テクノロジーを活用し、新製
品や新たな形の顧客エンゲージメント、外部パートナーとの新たな働き方を創出する力
を企業に与えます。 

しかし金融サービスでは、デジタルトランスフォーメーションの取り組みが、従来型のテクノ
ロジープラットフォームをベースとする従来のITシステムによって妨げられるケースが多くみ
られます。金融機関がデジタル化の道程に踏み出す前に、従来型のインフラを刷新ま
たは最新化することが必要でしょう。中でもクラウドコンピューティングは金融システムに
不可欠な要素となってきています。もしCIO（チーフインフォメーションオフィサー）やCTO

（チーフテクノロジーオフィサー）が変化の基盤を構築していなければ、CDF（チーフデ
ジタルオフィサー）が組織をデジタルトランスフォーメーションに導くことは困難になるで
しょう。 

デジタルトランスフォーメーションを成功に導く主要なテクノロジーは、以下の要素によって構成されています。 

金融機関は、従来型のインフラから、こうしたテクノロジーをベースとする、拡張可能な最新のオープン・プラットフォームへの移行を検
討すべきです。それにより、デジタル化経済と急速に進化する顧客ベースに遅れをとることなく、デジタル化の道程を歩み続けること
が可能になります。 

「確かにデジタルトランスフォーメーションの中心に据
えられているのはテクノロジーですが、その動機は顧
客ニーズの視点から生まれるものでなければなりま
せん」 
— 世界的なユニバーサルバンクのデジタルポリシー責任者 

クラウドコンピューティング6 モバイル デジタルID 

デジタル・データ・

マネジメント

アプリケーション・プログラミング・ 

インターフェイス（API） 

人工知能（AI）、マシンラーニング、 

高度解析 

オープン・ 

モジュラー型アーキテクチャ
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イノベーション精神を育む人材と文化

デジタルトランスフォーメーションを目指す金融機関は、リスク回避が当然の文化から、イノベーションを促進するために賢くリスクを
取り、アジャイルなアプローチを実践する文化へとシフトする必要があります。或る保険会社のCDOは「伝統的に、私たちは緻密に
構成されたプロジェクトに沿って営業活動を行っていました。しかしサービスや商品を市場に迅速に届けるには、リスクに対する考え
方を変える必要があるとしても、アプローチの変更が不可欠でした」と述べています。 

変革と変化の文化を築く

62％のCIO（チーフイノベーションオフィサー）は、デジタルトランスフォーメーションの
成功に文化が重要な役割を果たすと考えています。同時に46％のCIOが、文化
がトランスフォーメーションを阻んでいると述べています7。デジタルトランスフォーメー
ションと相性が良いのは、一定の実験的試みと計算済みのリスクを受容できる
文化です。 

デジタル化の取り組みの中で計算済みリスクの受容を促進する一つの方法は、
実験が高額でも大きな労働力を要するわけでもないことを実例で示すことです。
もう一つの方法は、組織内で実績を持たない、新たなリーダーシップ人材を迎え
入れることです。「これまでの意思決定、あるいはその欠如から、現在の経営陣
が、従来の選択肢を否定するような思い切った行動をとることができない場合が
あります」と、調査参加者は述べています。 

米国のある大手銀行のCDOは、自己評価と鋭い追究を後押しする文化の構築
を、簡単ではない場合もあるものの、組織は敬遠すべきではないと言います。 

デジタルリーダーシップのスキルとタレントプールの構築 

デジタル人材の獲得競争により、金融機関は未知の領域に立ち入る可能性があります。金融サービス業界以外の人材をエグゼ
クティブとして迎え入れた組織もあります。例えばANZ銀行は、Googleのエグゼクティブをデジタルバンキンググループのトップに据え
ました。またウエストパック銀行はディズニーから人材を獲得し、銀行グループの顧客重視マーケティングとデジタルケイパビリティを指
揮するポジションに配しました8、9。そのほか、クリエイティブなパートナーシップを組んだ組織もあります。例えば本調査に参加した
COO（チープオペレーティングオフィサー）によると、「デジタルを熟知した人材をインシュアテック（InsurTech）子会社に獲得するた
めに、技術人材にとって非常に魅力的なあるテクノロジー企業とパートナーシップを結びました」。 

「実験的試みには多くの労働力と費用が必要だとい
う過去の見方を更新し、実際は低コストで実施でき
るという認識を文化的に根付かせます。実験に何百
名もの人員と何百万ドルもの費用が必要になること
はありません」 
– グローバル展開する大手保険会社のイノベーション責任者

「非常に大規模な組織に、一つの文化だけが存在
するとは考えないでください。多くのサブカルチャーが
あり、それらの一つひとつがそれを導く人を反映して
います」 
– 米国の大手銀行のデジタ ルチ ャネルとイノベーションの CIO
（チーフインフォメーションオフィサー）

デジタルトランス 
フォーメーションの成功要因

前提条件である組織的基盤を確立することで、金融機関はデジタル化を加速することができます。トランスフォーメーションの早い
段階で人々の潜在能力を解き放つこと、そして変化を受容し、リスクに対してレジリエントで、将来に適応できる組織を作り上げる
ことが、成功の確率を押し上げます。 
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デジタルトランスフォーメーションを目指す金融機関がデジタルに熟達した人材を求
めていることから、テクノロジーに精通し、変革にふさわしい考え方を持った従業員の
需要が高まっています。金融機関の給与水準は高く、トップレベルの人材を引き
付けますが、テクノロジー企業との人材獲得競争の影響で、デジタル人材の確保
には、大胆な奨励給を伴う画期的な報酬制度、資本参加、フレックス勤務といっ
た、抗いがたい魅力的なオファーが必要となる可能性があります。あるCTO（チーフ
テクノロジーオフィサー）が言うとおり、優れた技術人材を獲得するには、「銀行の
中枢方針を忠実に守りながら、新たな人材を獲得・維持するために既存の人材
方針を調整すること」が求められます。 

もちろん報酬は大切ですが、重要なのはそれだけではありません。ミッションを明確に示し、インパクトのある仕事を提示し、先見性
あるリーダーシップに触れられる環境と最高レベルのテクノロジーツールを提供することも必要です。今日のテクノロジー人材が魅力を
感じるのは、困難ながらやりがいの感じられるプロジェクト、実験的試みの機会、部門を超えた職務、フラットな組織の環境です。
データサイエンティストに関しては、最先端のAIアルゴリズムと興味深いデータセットに取り組む機会を提供することが特に重要で
す。ある金融機関のアナリティクス責任者は、データ人材を維持することは非常に困難で、企業は積極的に彼らの職務をローテー
ションして新たな分野や課題に取り組ませ、興味と関心を持続させなければならないと認めています。 

そうした努力の中で、調査参加者の1人が指摘しているように、「中間管理者やその下位レベルの管理者にとっては、業務の持続
がより重要であり、過度な人材ローテーションは逆効果をもたらしかねない」ことも念頭に置く必要があります。また別の参加者は、
「従来の人材のデータとリスクに関する深い理解は、スタートアップ企業との重要な差別化要因です。求められているのは、組織と
その横の広がり全体に、選択的に新たな血を注ぎ入れることです」と述べています。 

優れたトランスフォーメンション戦略と実行能力 

適切な人材と文化を確保した後、組織にとっての次のステップは、デジタルトランスフォーメーションを行う「方法」を正しいものにする
ことです。金融機関にとっては、トップが設定したビジョンとゴールに沿ってデジタルトランスフォーメーションを成功させるために、さまざ
まな種類のケイパビリティとアプローチを識別し、優先順位をつけ、開発することがこれに当たります。 

正しい組織構造と業務モデルを作る 

全社的にデジタルトランスフォーメーションを実施する上で、最も効果的な組織構
造とはどのようなものでしょう。それは組織ならではの理想、事業内容、テクノロジー
戦略、そしてトランスフォーメンションの段階によって異なります。デジタルトランス
フォーメーションを組織内から促進する金融機関もあれば、異なる目標やパフォーマ
ンス指標を掲げる複数の個別のチームやユニットを構成する組織もあります。またさ
らに踏み込んで、子会社や、主要な組織の外に部門を作るなど、完全に新たな
組織体を設立するケースもあります（右図を参照）。各アプローチの最終目的は
デジタルの文化、プロセス、ビジネスモデル、テクノロジーを組織全体に組み込み、そ
れらを日々の活動に不可欠なものとして完全に溶け込ませることです。

組織内からイノベーションを図るアプローチでは、組織文化構築のための試行錯誤や、変革に向けたチーム再編、個人の役割と責
任の再定義といった作業が行われます。このアプローチでは、金融機関はブランドと顧客ベースの強みを基盤に、最初から高度なト
ランスフォーメーションを提供できます。一方で、今までの習慣や癖だけで物事に取り組んだり、曖昧な部分があると、取り組みを減
速させる場合があるというのがマイナス面です。もう一つのアプローチは、異なるビジネス領域の変革を担う複数のチームの取り組み
を統合する試みで、一時的なプログラムではなく、継続的な変革の取り組みを通して望む結果を達成しようとするものです。

「従来はアクチュアリーの経歴を持つ人物がCEOに就
任していましたが、販売サイドや他業界からやってくる
CEOが増加しています。例えば保険会社と同じデジ
タルの課題に直面しつつ、私たちよりもはるかに先を
歩む銀行出身のCEOなどです」
米国の大手保険会社のCDO（チーフデジタルオフィサー） 

「徐々に更新を図る銀行もあれば、組織外に新
銀行を設立する銀行もあります」 
欧州の大手銀行のCIO（チーフイノベーションオフィサー）
兼CTO（チーフテクノロジーオフィサー） 
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⾦融機関の⼦会社としてのスタートアップ企業 

⼀部の⾦融機関は、中核事業体から分離した個別の新事業体を設⽴しています。この⽅法によって、デジタル化ユニットはイノベーションに集中的に取
り組むことができます。こうした⼦会社は、煩雑な旧式従来型のITインフラに煩わされることなく、従来のKPIによる評価から適切に守られている限り、より
⻑期的なビジネス機会や、ディスラプティブ（破壊的）な新ビジネスモデルに投資することができます。 

あるグローバルバンクのCDO（チーフデジタルオフィサー）は、傘下のフィンテック専任ユニットが、デジタルトランスフォーメーションの重要な成功要因になった
と⾔います。⼤⼿保険会社のCOO（チーフオペレーティングオフィサー）は、次のように述べています。「既存事業の外にデジタル事業体を持ったことが、私
たちの最も⼤きな成功要因でした。親会社の官僚主義に飲み込まれることなく、邪魔な要素を最⼩限にとどめ、⽩紙の状態からスタートできました」 

新規プラットフォームへの顧客の移⾏が成功するか否かは、商品の複雑さとビジネスモデルのどちらにも左右されます。あるトップバンクのCIO（チーフイノ
ベーションオフィサー）によると、「シンプルな貯蓄⼝座の移⾏は簡単ですが、住宅ローンやフィーベース事業などの複雑な商品が加わると移⾏ははるかに
困難な作業となりかねません」。⼤きな課題となるのが、取締役会のリスクアペタイトに沿う⽅法で、いかに顧客を移⾏させるかです。 

その他のさまざまな要因も、各アプローチの有効性を左右します。例えば、ゴールドマンサックスは、⽀店とバックオフィスのインフラ費⽤負担を回避しつつ、
消費者の預⾦を拡⼤できるデジタルプラットフォームとして、マーカスを設⽴しました10。⼀⽅、クラウドの技術やインフラを⼤部分で適⽤している組織は、
組織外にスタートアップを設⽴するよりも、組織内からのトランスフォーメーションを選択することが考えられます。 

⽇常的な業務と切り離したところでトランスフォーメーションチームが取り組みを進めるこの2つ⽬のアプローチは、組織内の軋轢を抑
え、概念の創出からテスト実施までのプロセスを加速し、事業活動へのインパクトを最⼩化することで、デジタルトランスフォーメー
ションの取り組みを促進します。このアプローチによって、⾦融機関は内部プロセスを再構成し、個別の専⾨チームを編成し、業務
モデルを試験的に活⽤することができます。またこのアプローチは、組織が市場デジタル機会を調査する際と、ビジネスユニット間で
デジタル関連のアイデアを交換する際の効率を⾼める傾向がみられます。この⽅法を選択したある⼤⼿保険会社では、CDOによ
ると、「イノベーションを進める分野との関係を維持しながら、イノベーションの創出に専念する5名の個別グループを編成しました」。
しかしこのアプローチにおいては、ビジネスのデジタル化した部分と従来の部分にギャップが⽣じて統合が困難となるケースもあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そのままで成功を保証するデジタルトランスフォーメーションのアプローチはありません。組織の戦略、ビジネスモデル、市場の状態、
変⾰の現在の段階、その他の要因に基づいて、どのアプローチを取るべきかを明確にすることが、組織にとって極めて重要です。 
これらの要因の⼀つひとつが、実⾏するトランスフォーメーションの構造を特定する上で⾮常に⼤きな役割を果たします。 
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⼀体型チームの⼒ 

デジタルトランスフォーメーションへの正しいアプローチがイノベーションの促進に重要となりますが、ほぼ全ての調査参加者は、部⾨
横断的に構成される統合チームが、イノベーションの確実性を⾼める鍵となると考えています。テクノロジー、ビジネス、オペレーション
のメンバーから成るチームが1つのゴールを⽬指して⼒を合わせることで、⾮常に迅速にイノベーションの取り組みを組織全体に浸透
させることができます。⾦融機関が全てのビジネスリーダーとテクノロジーリーダーを対にすることでデジタル化の取り組みを促進する
「two in the box」（2⼈で担当）は、この概念の⼀例です。 

⼀体型チームは、新鮮な視点を提供し、透明性を向上させ、統合を促進することで、⾦融機関がデジタルトランスフォーメーション
の取り組みからより多くのメリットを得られるようにサポートします。優れた⼀体型チームでは、個々のメンバーが、トランスフォーメン
ションの⽬的と組織特有のニーズに整合した役割と責任を担っています。⼀体型チームは、部⾨横断的なチームのメンバーや、組
織内の類似チームとの間での継続的な連携を推進することを⽬指します。 

しかし、異なる思考様式と背景を持つ⼈々が共に働き始めると、課題が持ち上がります。⼤⼿保険会社のCOO（チーフオペレー
ティングオフィサー）は、多様なグループのメンバーを混合することは難しく、時間を要することが多いと⾔います。デジタルに⻑けた
新⼊社員とベテラン社員との間の賃⾦格差や、デジタルトランスフォーメーションにスキルを奪われるとの既存社員の不安などを
きっかけに、チームメンバー間に軋轢が⽣じることもあります。異なる背景とスキルを持つ⼈々の⼀⼈ひとりが、チーム内での⾃らの役
割を明確に理解し、共通のゴールに向けて協⼒する備えができていれば、⼀体型チームの恩恵を100％達成することは、はるかに
容易となります。 

従業員へのエンパワーメントと⼿段の提供を通してデジタル思考を育む 

多様な⼈材を適切に組み合わせることが重要である⼀⽅、変⾰の推進⼒となる⼈々に権限を委ね、⼿段を与えるプロセスと
ツールは、デジタル化の取り組みを加速することができます。調査に参加したエグゼクティブらは、計算されたリスクを取り、意思決
定を⾏う権限を委譲すること（エンパワーメント）が、デジタルトランスフォーメーションの重要な成功要因だと認識しています。これ
は⼀部の組織にとっては、階層制からエンパワーメント・マネジメントのスタイルにシフトすることを意味します。どのデジタル化の取り
組みを、どこで⾏うかについて、従業員に発⾔権が認められている場合に、トランスフォーメーションの成功報告が多くなる傾向があ
ります。エンパワーメントには、従業員がそれぞれの変⾰努⼒において⾃主性を学び、発展させ、管理するのに適したツールを提供
することも含まれます。 

組織はまた、急速かつダイナミックに変化するビジネス環境に遅れずついていくために、従業員が適切なスキルを獲得する⽀援を
⾏う必要もあるでしょう。スキルよりもマインドセットを優先した⼈材の採⽤は、職務要件が急速に変化している点に鑑みると特
に、今の状況に⾮常にふさわしい⽅法と⾔えるでしょう。さらに本調査の参加者は、従業員にイノベーティブな考え⽅と、体系的に
実験を⾏う⽅法を学ばせる必要性を強く感じています。具体的には、テスト・アンド・ラーン（試して学ぶ）の精神を受け⼊れ、新
たな概念を試験的に試し、結果次第で躊躇なく⼿を引くことなどが含まれます。これは組織にとっては、⻑期的な成功とイノベー
ションのために、短期的な収益や⽣産性を犠牲にすることを意味します。 

探究の余地を⽣み出す 

⼀部の⾦融機関では、従業員にフレックス勤務や業務の削減を認めることで、イノベーションを創出するための時間的・精神的余地を引き出すという、ク
リエイティブなアプローチを⾏っています。これはGoogleのポリシーに倣った取り組みです。この定評あるポリシーは、従業員に就業時間の20％をサイドプロ

ジェクトに費やすことを奨励しており、それが会社に最⾼のベネフィットをもたらすというものです11。 

同様の考え⽅として、あるCIO（チーフイノベーションオフィサー）は、伝説的な陸上競技のコーチBud Winter⽒が、著書「Relax and Win」で、85％の⼒でト

レーニングするよう推奨していることを引き合いに出しています12。余裕があることでひと息ついて視点を変える時間が⽣まれ、イノベーションが育まれます。 

しかし確実に効果を得るには、この実践をトップが明確に指⽰することが必要です。従業員が能⼒を100％業務に充てている場合は、⽴ち⽌まってより⼤
きな機会に⽬を向けることもなく、ただひたすら任務をこなすばかりとなってしまいます。その結果、組織はディスラプティブな市場の⼒に対して脆弱な状態に
陥ります。 
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外部との連携と積極的な関与 
 

本調査の参加者は、エコシステムの別の部分（規制当局、パートナー、投資家など）から多くの課題が持ち上がる可能性があ
り、⾦融機関はそれらへの対処⽅法の検討を迫られることになるとの認識を⽰しています。⾦融機関は外部の主体と積極的に
関わり、デジタルトランスフォーメーションの恩恵の認識を業界に広め、こうした課題を克服するために効果的に連携していく必要が
あるというのが、世界で共通の認識です。 

規制当局との関り 

多くの規制当局は協⼒的な姿勢を⽰しており、業界の発展にかかわる有益な情
報の共有については、規制当局がそれを詳しく学ぶことに⾮常に意欲的であると
いうのがIIF（国際⾦融協会）の受けた印象です。規制当局は、⾦融機関のイン
フラの最新化やカスタマー・レレバンス（顧客ニーズに対する関連性・妥当性）、
組織の持続的安定性と事業継続性の向上にとってデジタルトランスフォーメーショ
ンがどれほど有益かを認識するようになっています。リトアニアの中央銀⾏の理事
会メンバーであるMarius  Jurgilas⽒の⾒解によると、規制当局は歴史的にリスクの
⾼い実験的試みの⽀援には消極的でしたが、これも変化しており、現在は安全な
イノベーションの実現に⼒を注ぐようになっています13。 

そうした中でも、規制当局は多くの場合において時代に追いつこうとしています。⽶国の⼤⼿銀⾏のイノベーターは、「特に、私たち
がクライアントを守るために⾏っている取り組みを⽰す上でも、可能な限りあらゆる情報を提供することが役に⽴ちます」と述べてい
ます。多くの⾦融機関がこの⾒⽅に同意する⼀⽅、⼀部の組織は、連携のプロセスは依然として必要以上に形式的であり、時
間がかかると考えています。イノベーターが接触する⾼官に意思決定権がない、あるいは⼀定の⼒関係により組織側が規制当局
に対して完全に率直になれないなど、状況次第で組織と規制当局のかかわりが制限される場合があります。ある銀⾏のCIO

（チーフイノベーションオフィサー）は「⾃分たちを監視し、捕えようとしているのが相⼿では、協⼒するのは困難です」といった⾒解を
持っています。 

しかしながら、優れたスピードと機敏さに加え、⾦融機関と規制当局のオープンな相互関係が利益をもたらし得ることは間違いあり
ません。成功の重要な要因である両者の連携を実現するため、⾦融機関側としては、積極的に規制当局や監督当局と関わる
ことでその役割を果たすことができます。 

⾦融機関のイノベーションリーダーらによると、特定分野の専⾨家（Subject Matter Expert  : SME）と規制当局を早期に結び付
けることは⾮常に重要です。というのも、⾦融機関による規制の解釈が、トランスフォーメーションへの想定以上に⼤きな障害となる
場合があるからです。⾦融機関は規制専⾨家に頼りがちですが、彼らは実際の問題との関りが希薄なことも多いため、規制を曖
昧に解釈し、組織に根付く保守的傾向を助⻑する可能性があります。ある銀⾏のCDO（チーフデジタルオフィサー）は、次のよう
に述べています。「⾦融機関の⼤半は、規制はデータの利⽤を妨げるものと解釈しています。しかし私はそれが規制の⽬的だとは
思いません。規制は私たちにとって資産になり得ます。そのためには、リスクチームやコンプライアンスパートナーに、対応策について⾜
並みをそろえてもらう必要があります」 

フィンテックとレグテック（RegTech）の連携が、新たなテクノロジーと⽤途に関する監督当局の能⼒アップを助け、その管轄区域
全体に貢献しているケースもあります。公共セクター側の動きとしては、欧州委員会が⾦融イノベーションを妨げる規制を特定する
ために専⾨家グループを招集しています14。また先鋭的なことで知られるシンガポール⾦融管理庁は、AIとデータアナリティクスの責
任ある使⽤を促進する「ベリタス」フレームワークなど、⾦融業界との直接的な連携体制を取り⼊れています15。 

 

「特定分野の専⾨家（SME）と共に、規制当
局の⼈間に直接会うことが⾮常に重要です。
SMEは、コンプライアンスやポリシーの担当者には
不可能な⽅法で、規制当局の理解を導くことが
できる⼈々です」 
欧州の⼤⼿銀⾏のCIO（チーフイノベーションオフィサー） 
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外部パートナーのエコシステムとの連携 

フィンテックとの連携は、新たなデジタルサービスに伴う諸問題を超える課題を⾦融機関に突きつけています。例えば多くの⾦融機
関は、フィンテック企業に、規制下に置かれる組織と協働することの意味を教育する必要性を認識していますが、⼀⽅で、不要な
セキュリティや諸々の⼿続きを強いることのないように苦⼼してもいます。あるトップバンクのCDO（チーフデジタルオフィサー）は次の
ように述べています。「フィンテック企業とのパートナリングは、リスクと規制の負担という点から難しい⾯があります。本質的に機敏
なフィンテック企業にとって、私たちの基準⼀つひとつに従ってもらうのは、極めて煩わしいことなのです」 

もう⼀つの重要な課題は、歴史ある確⽴された組織とフィンテック企業の間の抜本的な思想の違いを克服することです。この
ギャップを少しでも埋めるために、早い段階からフィンテックパートナーと関わり、多くの対話を⾏い、彼らの強みと弱点をそれぞれの
モデルから把握するというのは⼀つの⽅法です。 

このほかにも、⾦融機関がオペレーショナルリスク基準を維持しながら、フィンテックパートナーとの相互関係を発展させるために有効
なステップがあります。ある⾦融サービス企業のシニア・バイスプレジデントは、フィンテックが⾦融機関の組織を誘導する助けとなり、
パートナーシップの協議段階で適切な情報と⾼い透明性を提供できるキーパーソンを、組織内のステークホルダーから選ぶことを提
案しています。強⼒なビジネスアンカー、あるいは相互関係の⽀持者やスポンサーも、フィンテックとのいっそう優れた連携を可能にし
ます。あるアフリカのトップバンクでは、「複数の専⾨分野（リスクとコンプライアンスを含む）のメンバーからなるスモールチームが、
フィンテックとのパートナープロジェクトに関与している」ことを、デジタル責任者が明らかにしています。 

⼀部のエグゼクティブによると、最新テクノロジーのトレーニングを実施し、従業員のスキルを向上させることで、フィンテックとのコラボ
レーションにおける組織の⽴場を向上させることができます。また、⽶国のあるトップバンクは⾰新的なアプローチを⾏っています。ス
タートアップ企業による銀⾏への提案準備を⽀援するというもので、スタートアップ創業者と時間を共有し、プレゼンテーション資料
のレビューを⾏います。別の調査参加者は、スタートアップ企業の提案を丹念に理解し、開始地点を理性的に判断することが、⾮
常に⼤きな助けになると指摘しています。 

スタートアップ企業とのパートナリングに代わる⽅法としてのフィンテックへの投資について、最後に⾔及しておきます。このアプローチで
は規模によるメリットは享受できないかもしれませんが、双⽅の利害を的確に⼀致させることができ、フィンテックに関連する諸問題
についての⾦融機関の認識が変化するでしょう。 

投資家を納得させる 

⾦融機関にとっての最も重⼤な課題の⼀つが、デジタルトランスフォーメーションの取り組みに対する投資家の期待値コントロールで
す。⾦融機関の投資家は安定したリターンを重視するのが⼀般的です。その⼀⽅デジタルトランスフォーメーションのタイムスパンは
⻑く、⼤規模な投資が必要で、これは特に保険会社に当てはまります。調査参加者は、投資家にとって3〜5年もかかる変⾰に
資⾦を投じるのは困難であり、⾦融機関の経営チームが、短期的収益と⻑期的な変⾰の取り組みの間で板挟みになるのは珍し
くないという認識を⽰しています。さらに、グローバル⾦融ビジネスの投資家は、⾦融業界の⼤⼿がテクノロジーセクターのようなリ
ターンを提供できるかという点に依然懐疑的であり、同様の疑念がデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにも向けられていま
す。⼤多数の投資家は、特にコスト、ベネフィット、スケジュールに関して、明確で信頼のおけるトランスフォーメーション計画を明⽰す
るための⼗分な努⼒を⾦融機関が⾏っていないと感じています。 

それでも、⾦融機関が⽣き残り、将来にわたって競争⼒あるポジションを維持するため、デジタルトランスフォーメーションが不可⽋
であると投資家を納得させることは、⼤多数の⾦融機関にとって避けられない課題です。何も⾏動しなければ、多⼤なコストとリ
スクが⽣じる結果となります。その最初の、そして最も重要なステップは、顧客の嗜好の変化と技術の進歩によるディスラプションの
リスクを投資家に理解させることです。⾦融機関は、変⾰が戦略的に不可避であることと、その⻑期的な恩恵、またトランスフォー
メーションを実⾏するための組織の能⼒とロードマップについての情報を提供し、投資家の認識を⾼めることができるでしょう。 
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組織の経済的および⾮経済的恩恵について投資家の認識を⼀致させることでも、トランスフォーメンションへの⽀持を得ることがで
きると、調査参加者らは考えています。投資家の⽀援を得るのは難しいかもしれませんが、少なくとも、デジタルトランスフォーメー
ションと戦略的計画について積極的にコミュニケーションすることで、移⾏期間の市場の過剰反応と経営陣への不相応なプレッ
シャーを避けることができます。⼀⽅で、こうした透明性の⾼いコミュニケーションを⾏うことで、信頼の構築と⼀貫した堅実な結果へ
の期待が⽣まれるという別の側⾯が現れます。これは時間的な条件と投資家の動機によっては困難な場合があります。 

投資家の信頼を得る最も効果的な⽅法は、⾮常に些細なものであっても、デジタルトランスフォーメーションの成功例を⽰すこと、
また（⻑期的な⽬標と並⾏して）短期的に何らかの結果を出すことです。こうした努⼒が⾦融機関にイノベーティブな印象を与
え、投資家の⾃尊⼼を刺激すると同時に、その信頼を築くことができます。トップバンクのCDO（チーフデジタルオフィサー）はこの
点を強調し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みに関して多くの発信を⾏い、成功例を報道機関やメディア、そして投資家
に公表することが、投資家からの⽀援につながると指摘しています。別の調査参加者は、偶然関わった⼩規模なデジタル化の取
り組みについて説明しています。この取り組みは参加者の銀⾏がテック企業の第⼀⼈者と提携して実施したもので、⼤きな話題
を呼びました。イノベーティブな銀⾏という位置づけを確⽴することになったこの取り組みは、フィンテックユニットの設⽴や、デジタルト
ランスフォーメーションの⼤規模な実施を実現するなど、この銀⾏のイノベーションの推進⼒となりました。 

投資家からのサポートの獲得は継続的なタスクです。⾦融機関はプレスリリース、記事、インダストリーリーダーからの評価などを通
して、デジタルトランスフォーメーションの必要性を⽰すための地盤固めを続ける必要があります。

17 
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結論 

デジタルトランスフォーメーションの成功を約束する画⼀的なシナリオはありません。それでも、「正しいことを正しい⽅法で⾏う」ことが
変⾰の過程における組織のあらゆる努⼒を後押しする、という声が、調査の中で聞こえてきました。デジタルトランスフォーメーション
の主要成功要因についての議論では、聞き取りを⾏ったグローバルリーダーの⼤部分が、次の5つのテーマに⾔及しました。 

本レポートでは、これらの各テーマについて、デジタルトランスフォーメーションの取り組みにおいて望む結果を達成するために、⾦融機
関が実⾏できるさまざまな⼿段の概要を説明しました。 

また調査参加者からは、デジタルトランスフォーメーションにはコントロールできない要素があるという声も聞かれました。規制当局や
政策⽴案当局の⾏動、また⾮⾦融事業者、フィンテック企業、その他多くの新たな事業者の登場などがこれに当たります。⾦融
機関はビジネス環境に影響を与えることはできますが、真の意味でのコントロールは、組織内で達成可能な事柄のみに制限されます。 

本シリーズ第三弾では、外部のエコシステムと、それがデジタルトランスフォーメーションを進める⾦融機関に提供できるサポートの可
能性について検討します。その⼀環として、シリーズ第⼀弾で取り上げたデジタルトランスフォーメーションに伴う課題を⾦融機関が
克服する上で、外部エコシステムがどのような影響をもたらすかについて考察していきます。 

顧客中⼼主義

外部との連携と積極的な関与

組織的基盤

イノベーション精神を育む⼈材と⽂化

優れたトランスフォーメーション
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