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デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む金融機関が増えているが、変革の「手法・手段」へ

の関心が先行し、どのようなビジネスモデルを目指すのかといった「狙い・目的」に関する議論は不足

しがちではないか、との指摘もある。デロイト トーマツ グループでは、「情報流通が飛躍的に広がっ

ていく中で、如何に新たなエコシステム形成へ臨んでいくか」について道筋を示し、デジタル時代の新

たな価値提案を見出しながら（或いは更なる先の未来へ向けて）、新しいビジネス／サービスの創造

へ挑んでいくことを提唱している。本稿では、オープンバンキングを出発点に、海外金融機関における

新たなビジネスモデルの背景・動向、および戦略的な意図を紐解きつつ、改めて今、国内金融機関が

デジタルトランスフォーメーションをどのように捉え・挑んでいくべきかを解説する。 
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第1章  オープンバンキング概論 
 

 

定義およびオープンバンキングを紐解く 
3つの視点 

オープンバンキングの一般的な理解は、銀行が金融機関では

ない他産業のプレイヤーとサービス展開を進める動きを指し、

顧客からの同意を前提に、オープンAPI経由での連携などを

通じて、銀行が保有する顧客データを提携企業が利用できる

仕組みを活用したビジネスモデルである。これに対し、デロイト 

トーマツ グループでは、オープンバンキングを「顧客のデータ

権利確保と企業間のデータ相互利用を通じ、より利便性の高

いサービスを生み出すビジネスモデル」と少し拡張した定義付

けをしている。より理解を深めるため、ビジネス、テクノロジー、

コンプライアンスの視点から簡単に補足する（詳細は2章以降

で述べる）（図表1）。 

① ビジネスの視点 

昨今、企業間のデータ相互利用を通じ、企業ごとに分断され

ていたサービスを統合し、ワンストップで提供するプレイヤー

が続々登場している。銀行業界も例外ではなく、例えば、ベル

ギーのKBC Bankは、ブリュッセルへの移住検討者向けに、口

座開設、住居手配、行政手続等の煩わしい手続きをワンストッ

プで完結できるオンラインサービスを提供している。この事例

が示すとおり、伝統的な銀行サービスの枠を超え、他社とつな

がり、利便性の高いサービスを提供する動きが盛んになって

いる。 

 

② テクノロジーの視点 

企業間のデータ相互利用を容易にするため、共通性／標準性

が高く、どんなシステムとも接続しやすいインターフェース様式

であるオープンAPIの整備・活用が進んでいる。また、欧州・

APAC先進国においては、これらのデータを用いたサービス開

発を迅速化するため、新たな開発手法（Agile/DevOps）や

アーキテクチャ（マイクロサービスアーキテクチャ）への取り組

みが加速している。 

③ コンプライアンスの視点 

オープンバンキングにおいては、顧客・事業者双方に対する

規制上の手当てが必要となる。オープンバンキングが進む欧

州・APAC先進国では、データポータビリティを個人の権利とし

て法規制上も明示的に認め、顧客主導のデータ相互利用を促

進している。また、銀行等の事業者に対し、事業者間のAPI接

続を求めるとともに、要件を緩和した銀行免許の創設や免許

審査の簡素化等により新規事業者の参入を促進している。 
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図表1 オープンバンキングの定義と3つの視点 

 

オープンバンキングを取り入れることにより、銀行は、自行情報（自行の取引を通じて得た情報）と自行チャネルに依存したビジネ

スから、第三者企業とのデータ相互利用とチャネル連携を通じたサービスの提供が可能となる（図表2）。 

 

図表2 クローズドバンキングとオープンバンキング 
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未来の世界観  
～Bank of 2030へ向かって～ 

実はより進んだ議論として、オープンバンキングの動きを更に

超えていった未来を考える活動がデジタル変革で先行する

国々では既に始まっている。”Bank of 2030”と称されるこの未

来の世界観においては、銀行業の姿・役割が現在のそれとは

大きくかけ離れたものになることが予測されている。ある欧州

系金融グループのトップは、「我々は将来（もはや金融機関で

なく）ソフトウェア企業になるのだ」とのメッセージを発信したの

は象徴的であったし、調査会社のアナリスト・レポートや

Fintech企業の講演イベントでは「Anyone Can Build a Bank」

との刺激的なフレーズが躍るなど、各金融機関は当初、ある

種の危機感を煽られるような時期もあった。しかしながら、デジ

タル変革への挑戦と攻め筋の試行・理解が進むにつれて、こ

の将来シナリオはあらためて金融機関に期待感を抱かせるも

のとなって来ている。具体的には、「金融機関が、デジタル時

代を戦い抜く事業体へと変貌を遂げることによって、新たな価

値創造を担うプレイヤーとして、あらためてその存在感を増し

ていく」という捉え方である。 

この潮流を受け、足元のオープンバンキングの取り組みや、そ

の発展形となるサービスデザインの試みも2030年（”Bank of 

2030”）とまでは行かないまでも、近未来における顧客シナリ

オの在り様を示している。具体例として、その一つを採り上げ

てみると（図表3）、想定する新しい世界観においては顧客と銀

行の関わり方が大きく変わりうることが予見されている。なお、

当該シナリオは、Finastra社が公開している動画「What does 

the future of retail banking look like in 2021 ?」を参考に作成

している。

図表3 近未来の顧客と銀行の関わりの例 

 

出所：Finastra発行「What does the future of retail banking look like in 2021?」を基にデロイト トーマツ グループ作成 
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このシナリオにおけるデジタルテクノロジ活用のポイントは以

下の通りである。 

① 賢いホームスピーカーとの会話でほぼ取引が完結 

ボイステクノロジーは、私たちの身の回りにある機器へ搭載・

実用され始めている。家電や電子機器メーカーなどと銀行が

つながることにより、操作や入力をすることなく銀行取引がで

きるようになる。 

② スマホによる自己撮影で本人確認が完結 

ボイステクノロジーと同様、コグニティブテクノロジー（画像認

識）も、様々な産業で実用化され始めている。また、海外で

は、企業横断の本人確認情報を一元化する企業／機関も登

場し始めている。これらの企業／機関と銀行がつながることに

より、書面手続なしで銀行取引ができるようになる。  

③ 複合的なサービスがシームレスに実現 

様々な産業の企業と銀行がつながることにより、おカネに関す

るサービスだけでなく、例えば、シナリオに示すような旅行に

関する複合的なサービスを1つのインターフェースで完結でき

るようになる。 

加えて、顧客と銀行の関わり方が変わっていく在り様を、シナ

リオとして構想する上での考え方のポイントも挙げておく。 

顧客志向を貫いたエクスペリエンスの設計 

顧客接点の気持ち良さ・心地よさを第一に考え、ユーザにとっ

て最も使いやすいストーリーを構想（“物語化”）することによ

り、優れたエクスペリエンスの提供が可能となる。 

ビジネスモーメント（シーン）を捉える 

注目すべきはビジネスモデルでもビジネスプロセスでもなく、

顧客のニーズが高まる瞬間や“お困りごと”が大きくなるまさに

そのタイミング（＝モーメント）を如何に捉えるかが重要である。い

ずれにせよ、金融機関や銀行が主語になるのではなく、あくま

で顧客中心に発想すべきであり、これまでの考え方とは発想

の順序が異なり、デザインの手法・考え方を根本的に変えね

ばならないというのがポイントである。この考え方は当たり前

のものとなりつつあるが、時として自社・自行の商品・サービス

を前提としたプロダクトアウトの発想に陥りがちであるケース

が見受けられるため、あらためて注意を払いたい。 

参考まで、デロイト トーマツ グループ内で議論されているシ

ナリオも一例として紹介しておく。 

 ある学生が大学を卒業し、新卒社会人として上京して来る 

 AIアシスタントを使いながら、引っ越し先が決まる前から新

幹線に乗り込み、住まいを探し始める 

 その学生にまつわる情報が産業の壁を越えて集められ、

本人の嗜好や暮らし・通勤の利便性などを踏まえた物件

の候補が次々とオススメされてくる 

 内見時のポイントや近隣情報など、痒い所に手が届くアド

バイスもお届け 

 あらゆるスマート化が進んだファシリティで、立会い要らず

で物色・検討し、予算内での家具や家電もサブスクリプショ

ンベースでオプション提示 

 ソーシャルサービスも活用して、近所のコミュニティも体験

し、いよいよ引っ越し先を決めると、あらゆる契約ごとや事

務手続きがシームレスに完結していく 

 加えて、初期費用や引っ越し費用の支払い・送金もAIアシ

スタントで簡便に済ませるだけでなく、入居するまでに電

気、ガス、水道、インターネット接続を確保。住民票の更新

も、そのまま役所へ行かずに済ませてしまう 
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こうようなストーリーの中で、金融機関／銀行はどのような役

割を担い、サービス提供していくのか、その実現へ向けて、ど

のような能力強化・仕組みや基盤の整備を進めていくかが、デ

ジタルトランスフォーメーションの本筋となっていく。 

本節の冒頭で紹介した“Bank of 2030”の議論は、デジタルト

ランスフォーメーションの進んでいった更なる未来の姿を指し

示そうとするものであり、その未来を志向する上では、銀行の

役割、新しいビジネスモデル、お客様の利便性とプライバシー

の期待値、進化し続ける規制要件、社内外の変化を促しそし

て可能とするテクノロジーなど、グローバルなトレンドの全体像

を把握することが必要不可欠であるというのが、デロイトの見

解・主張である。 
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実現・浸透へ向けた課題、諸外国の 
動向から得られる示唆 

オープンバンキングをはじめとしたデジタルトランスフォーメー

ションに臨んで行く上で、不可避となる課題の解決や、理解し

ておくべき事項・示唆について本節では解説する。 

① デジタル時代の新たな戦いに挑む上での必須要件 

「他産業のプレイヤーと組んでも収益化の道筋が見えない／

見えにくい」、「オープンAPIで情報公開することで、金融機関

にとっては情報を取られる損しかないのではないか」といった、

否定的な意見を耳にすることもある。ここで理解すべきはま

ず、「安易なマネタイズを求める前に、デジタル化が進んでいく

中で顧客との接点を維持し高め続けねば、次なる競争への参

加資格を失いかねない」ということである。 

デロイトがWEFとの共同研究のもとで発表したレポート

「Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive 

potential in financial services」では、重要な見解を述べてい

る。Fintechをはじめとしたスタートアップ企業は当初、金融機

関の競争環境を破壊してしまうディスラプターとして「脅威」の

面がフォーカスされたが、今や、オープンAPIやデジタルプラッ

トフォームで繋がる価値競争のパートナーとして、「脅威」より

も「機会」の面に関心が移行してきた。この過程で、Fintech企

業は競争の図式を根本的に書き換えてしまったというのがポ

イントである。 

 「顧客エクスペリエンスの基準や進化速度を決めるのは

顧客自身」 

スマートフォンを中心としたデバイス、アプリを通じて

Fintech企業やスタートアップが、より便利で優れた体験を

次々と提供してくれる、またその機能や使い勝手は驚異的

な速度で進化していくことが顧客にとって“当たり前”になっ

てしまった。即ち、自社・自行の論理でサービスのレベルや

範囲を決めてしまうことは顧客には受け容れられない時代

になっており、金融機関はエクスペリエンスの基準を常に

キャッチアップする能力と機動性を備えねばならなくなって

来ている。 

 「顧客シナリオに裏方として溶け込めなければマネタイ

ズの機会すら逸する」 

“食べる”、“買う”といった生活の中で発生するニーズは、

「生活に密着した賢い端末（例えば、前述シナリオにおける

賢いホームスピーカー）」で対応できるようになる。これらの

ニーズの中に包含される“おカネを払う”、“おカネを借りる”

といった部分的なニーズだけを取り出して、別途、インター

ネットバンキングを提供するような存在は必要とされなく

なっていく。言い換えると、銀行が提供するチャネルを経由

する取引は、ほぼ必要なくなり、銀行は賢い端末の裏方的

存在となり、賢い端末が提供するサービスの一部分を提供

する存在となっていく。 

単発の他産業コラボレーションや、個々のAPIコール数／ト

ランザクションベースの課金を考えようとしても、顧客にとっ

てそもそもフィーを支払う理由（対価）を見出せないという

ケースも見受けられる。金融機関が他のプレイヤーとともに

形成する座組みやエコシステムによって、どのような社会課

題の解決や普遍的なニーズを捉えられるか、また具体的な

顧客接点での機能性や使い勝手をどれだけ高速に最適

化・向上出来るかという点が、将来的なマネタイズを志向す

る上では、必須の要件となって来る。 

② オープンバンキングと情報銀行との違い 

金融機関においては個人情報などを第三者に提供する情報

銀行とオープンバンキングを同じものと考え、自社の情報が外
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部に提供されるだけであると考え積極的な活動を控えている

という事例がある。 

実際には情報銀行とオープンバンキングは図表５に示すよう

に包含関係にあり、オープンバンキングは情報流通エコシステ

ムにおいて、データ保持者（Data Holder）として第三者企業へ

データを提供するとともに、データ利用者（Data Recipient）と

して第三者企業からのデータを受け取り、利用するビジネスモ

デルを指す。一方で情報銀行は前述のように第三者に情報を

提供するモデルとなる。 

また、オープンバンキングにおいては、データが各企業に分散

した「分散型のビジネスモデル」である一方、情報銀行におい

ては、データが特定企業に集中した「集約型のビジネスモデ

ル」である。オープンバンキングが進む欧州・APAC先進国で

は、「分散型のビジネスモデル」が主であるものの、非競争事

業／サービス（（例）KYCや認証など）において「集約型のビジ

ネスモデル」が採用されることがあり、両モデルが併存している。 

日本においては、データ相互利用に基づくビジネスといえば、

データを集約・占有し、データの質・量を向上させること（「集約

型のビジネスモデル」）が重要視されがちであるが、オープン

バンキングにおいては、データ集約・占有を通じ、質・量を向上

させつつ、データが分散している中で互いに相互利用できるこ

とが重要となる。 

③ 諸外国の情勢に見るオープンバンキングの促進要因 

オープンバンキングは、欧州・APAC先進国で進んでおり、当

局や関連機関の推進によるところが大きい。（図表6）にオープ

ンバンキング推進に関する各国の法規制やガイドラインの一

部を示す。 

図表5 オープンバンキングと情報銀行 

 

出所：Australian Competition & Consumer Commission（ACCC)「Australia ACCC : Consumer Data Right Rules outline」を基にデロイト  トー

マツ  グループにて作成 
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なかでも、オーストラリアの法規制CDR（Consumer  Data 

Right）は、データ権利確保のための原則論に留まらず、シス

テム実装要求・標準（テクニカル・スタンダード）まで制定してい

る点と、銀行業界に限らず、エネルギー、通信業界と徐々に範

囲を広げつつ、複数産業を対象にしている点が先進的と言え

る。CDRは、2019年7月よりオーストラリア4大銀行へのトライ

アル適用が開始され、例えば、顧客自身でデータを開示する

範囲（開示先企業）の選択ができるようにするためのポータル

サイトを提供するなどの対応が行われている（図表7）。 

CDR以外の法規制／ガイドラインでは、データを第三者企業

に開示する場合、顧客からの同意を取得するといった原則論

に留まっており、銀行側の対応も多くの場合、銀行側から開示

の都度同意を得ている。いわば銀行側がデータ開示に関する

同意取得を主導しているものの、CDRでは顧客側がデータ開

示に関する同意を主導する仕組み作りに舵が切られている

（銀行主導から顧客主導への移行が進んでいる）。 

図表6 オープンバンキングに関する法規制／ガイドライン状況 

 

図表7 CDR要求事項と銀行の対応 
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日本においては、改正銀行法や個人情報保護法の後押しも

あり、企業間のデータ相互利用が進み始め、利便性の高い

サービスが生まれ始めている。一方、データ権利確保につい

ては、依然として、相互利用の都度、銀行側から顧客同意を

得ているのが実情である。 

また、昨今では、同意の取得が不十分なケースや行動履歴な

どの個人行動を追跡するようなデータの取得に対して強い抵

抗感が示されるケースなど、企業間のデータ相互利用に対す

る批判が集まる事案（図表8）が見受けられる。 

「攻め」のために丁寧に顧客説明や同意取得を行っているも

のの、顧客から何を言われるかわからない、どう思われるか

わからないといったことに足踏み、「守り」に慎重にならざるを

得ない状況になっている。

図表8  データ相互利用に関する事案 
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第2章    オープンプラットフォームを活用した 
金融機関のデジタルトランスフォーメーション 

 

 

本章ではまず、ビジネス、テクノロジー、コンプライアンスの視

点から、欧州・APAC先進国のオープンバンキングの動向と現

状を解説する。更に、海外金融機関における新たなビジネス

モデルの背景・動向、および戦略的な意図の理解を紐解くこと

で、本章の議論を銀行業だけの内容に留めず、「オープンプ

ラットフォームを活用した金融機関のデジタルトランスフォー

メーション」へと拡張した議論へと展開していく。 

 

市場／ビジネスの視点 

欧州・APAC先進国では、オープンバンキングの考え方に基づ

き、伝統的な銀行サービスにとらわれないサービスを提供する

銀行が増えている中で（図表10）、進化の方向性には大きく2

つの軸がある。伝統的な銀行業のビジネスモデルを出発点

に、一つの進化の方向性は提供サービスを拡張していく方向

性、即ち、従来の金融サービスだけを提供するモデルから、銀

行以外の周辺領域の金融サービスへと展開し、更には非金融

（他産業）のサービスをも統合していくモデル。もう一つの方向

性は提供チャネル／プラットフォームを拡大していく方向性で

あり、自行ブランドを維持しつつ外部チャネルを活用するモデ

ルを経て、3rdパーティのチャネルやプラットフォームを経由し

てホワイトラベルでサービス提供に臨む、いわば裏方的・“黒

子”的なモデルである。

図表 10 オープンバンキングの事例 
～オープンプラットフォームを活用したデジタルトランスフォーメーション～ 
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図中における上段右方のモデル、即ち「金融＆非金融」の

サービスまで展開し、加えてそれらのサービスが金融機関以

外のチャネルやプラットフォームから提供されるモデルは、実

際のところ、“オープンバンキング”の指す“バンキング＝銀行

業”の範囲を超えつつある。前章でも述べたように、顧客の求

める“当たり前”のエクスペリエンスに機動的に追従し、顧客志

向を徹底的に貫くことで、自前の商品・サービスをプロダクトア

ウト的に売り込もうとするのではなく、顧客の求めるシナリオに

溶け込んで裏方的にサービスを統合してマネタイズの機会を

狙う攻め筋が有力であるが、“PLATFORM PLAYER（プラット

フォーム・プレイヤー）”型、“LIFE STYLE SOLUTION（ライフ

スタイル・ソリューション）”型というのは、それをよく体現したモ

デルであると言えよう。 

これらのモデルは、言うまでもなく銀行業に限らず遍く金融機

関全体にとってデジタル化の進んだ先の次なる競争平面にお

いて有望な攻め筋となりえる。本節では、議論を銀行業だけの

内容に留めず、金融機関全体を対象に、今、金融機関のデジ

タル戦略／デジタルトランスフォーメーションの方向性に対して

何が問われているかという論点に拡張して問題提起したい（図

表11）。端的には、あらゆる金融機関にとって、図中の象限が

示す4つの方向性についていずれに重きを置くかが問われつ

つある。 

図表11  金融機関のデジタルトランスフォーメーションの方向性 

 

図表11の横軸は、販売する商品が自前商品かサードパーティ

商品であるかを示し、縦軸はその販売チャネルが自前のチャ

ネルか、サードパーティのチャネルであるかを示す。最も一般

的な動きは、図中左下から左上の象限へと攻め筋を模索する

動きであり、代理店やプラットフォーマーをなど、顧客接点に強

みを持つプレイヤーの“黒子”となるケースは多く存在している
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（顧客接点に強みを持つプレイヤーとは、顧客ニーズを上手く

捉えたサービスを提供する、もしくは操作がシンプルかつデザ

イン性が高いサービスを提供するプレイヤーを指す）。 

一方で、オープンバンキングやデジタルトランスフォーメーショ

ン（特に、デジタルビジネスや新しいサービス創造）の理解が

進むにつれて、“裏方”・“黒子”として顧客接点を第三者企業

に委ねるのではなく、自ら顧客接点を取りにいくようなケース

が多くみられるようになった（図中左側から右側への動き）。

GAFAのようなプラットフォーマーを競合と見立て、顧客エクス

ペリエンスの覇権を争いに行くような攻め筋や、あらゆる情報

流通やトランザクションのハブになるようなポジションを掴み、

指数関数的なビジネス成長を狙うような攻め筋がこれに該当

する。分かり易い例として、平安保険（中国）とDBS（シンガ

ポール）を紹介する（図表12）。 

図表12  顧客エクスペリエンスの覇権を争う攻め筋の例 

 

① 平安保険（中国） 

中国の医療における社会課題（慢性的な医師不足、病院にお

ける診察待ち時間の長期化）に着目し、「健康に暮らす」ため

のサービスを続々と打ち出し、無償で提供。約3億人を超える

利用者を囲い込んだのち、サービス利用から得られるヘルス

ケアデータを利用し、個人に最適な保険商品を販売するほ

か、薬剤販売などの収益ビジネスを展開。 

社会課題を上手く捉えたが故に（医者になかなかかかれない

社会課題に対してGood Doctorアプリを提供）、圧倒的な勢い

で顧客接点を広めることが出来た点、目先の利益よりも顧客

からの信頼獲得を重視し（平安の営業担当者は、保険商品・

サービスを売るのでなく、「このアプリが便利なのでダウンロー

ドしてみてください」とセールスする、というエピソードは象徴的

である）、顧客基盤をより強固なものとしていくことで中長期的

な収益化を図っている点が、好事例たる所以。 

② DBS（シンガポール） 

シンガポールの自動車購入促進策の適用によるC  to Cの中

古車販売市場の高まりを捉え、オンライン中古車販売仲介プ
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ラットフォーム企業（CARRO、SgCarMart）と提携し、中古車

販売仲介プラットフォーム（Car Marketplace）を提供。自動車

の検索から購入をワンストップで実施でき、希望する場合、自

動車購入時に自動車ローンも購入できるサービスを提供。 

収益機会を捉え、即座に事業化し、先行者利益を獲得した好

事例と言える。 

これらの2つの事例から読み取れるビジネスのあり方に関する

変革ポイントは以下である。 

【業界を超えた収益機会の探索】 

金融の枠にとらわれず、狙いとする顧客体験を定め、“あった

らいいな”というサービスを提供する。さらに、サービス利用を

通じて取得したデータから顧客理解を深め、サービスを改善も

しくはサービスラインナップをさらに拡大していく。 

平安保険の事例では、「健康に暮らす」という顧客体験ニーズ

に応えるためのサービスを次々と打ち出し、顧客を囲い込み、

取得したヘルスケアデータを活かし、個人に最適な保険商品

の販売につなげている。 

【外部との価値共創】 

自前開発だけにこだわらず、第三者企業を使いこなすことによ

り、これまでにない速さでサービス開発を実現する。DBSの事

例では、自動車ローンシミュレーション、購入手続、ローン申込

などの機能は自前開発であるものの、自動車検索の機能は、

既存のオンライン中古車販売仲介プラットフォーム企業と提携

しており、サービス開発にかかる時間を短縮している。 

【小さく始め、大きく育てる】 

一部の機能だけであっても（全ての機能が完成していなくて

も）、早くサービスをリリースし、利用してもらい、顧客からの

フィードバックを取り込み、サービス改善もしくは新たなサービ

ス開発につなげる。 

平安保険の事例では、「健康に暮らす」という顧客体験ニーズ

に応えるため、「Good Doctor」というアプリをリリースし、当初

は、遠隔診察やオンライン診断に関する機能を提供するのみ

であったものの、母子手帳や服薬の管理などの処方に関する

機能、糖質や摂取カロリー管理などの食事に関する機能、万

歩計などの運動に関する機能を次々と追加していった。 
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テクノロジーの視点 

前節までに述べてきた変革（デジタルトランスフォーメーション）

は、言うまでもなくビジネスのあり方の変革だけでは成し得ず、

ビジネスを支えるシステムの在り方・テクノロジー活用の在り

方の変革も必要となる（図表13）。この在り方を変革していくた

めのポイントは以下3つである。 

図表13 ビジネスのあり方とシステムのあり方の変革 

 

① Agile/DevOps ： 絶えず変化し続ける顧客要望に迅速に応えることができるAgile/DevOps開発を取り入れ、60点でもよい

からリリースし、顧客に利用してもらい、意見を取り込み、改善を繰り返し、よりよいサービス開発を目指す。 

② 内製化 ： 新たな技術をビジネスに迅速に取り込むため、ITに関する知識・知見を外部に依存し過ぎず、内部に蓄積し、ビジ

ネス・ITの両面からサービスを生み出せる能力を強化する。 

Agile/DevOpsと内製化を進めるにあたっては、PoC（Proof of 

Concept：新たなサービスが実現可能か、市場に受け入れら

れるか等を検証すること）のような一過性の取り組みに終始せ

ず、新たなサービス開発を継続的に実施できる態勢作りが重

要となる。これが整わねば、顧客体験の“当たり前の”基準が

進化していく速度に代表されるような、デジタル時代に求めら

れる変革スピードに追随できない。従来から、外国に比べて外

注頼み・ベンダー依存の構図が著しい国内金融機関において

は尚更、この重要性は大きいと言える。 

この態勢作りを上手く進めている好事例として、Allianzの

Global Digital Factoryがある。そこでは、一部の技術者・研究

者にしかできないLaboratory（研究所）のような態勢ではなく、

誰にでもできるFactory（工場）のような態勢が整っている。標

準化と仕組みづくりによって、再現性を高め、誰にでも出来る

ようにすることで、イノベーションすらも“量産化”してしまおうと

いう意図で、Factory化と呼んでいるわけである。このような態

勢作りを起こすにあたり、将来の変革のコアとなる最小限の人

材から成るチームを構成し、スキル／ノウハウの習得に努め

ることがスモールスタートの“コツ”である。“SEED”になるチー

ムをまず鍛えた上で、そのメンバーが伝道師となって徐々に

チームを増やしつつ、コア人材からのスキル／ノウハウ移転を

図り、組織内への展開・浸透させていくのが成功パターンであ

る。（図表14）。 
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図表14 Factory型の態勢作りのステップ 

 

③ API/マイクロサービス ： サービス開発を迅速かつ継続的に実現するため、共通性／標準性が高く、どんなシステムとも接続

しやすいインターフェース様式であるAPIを整備する。さらに、アプリケーション機能を要素化・疎結合化し、それらの組合せによ

りサービス開発を行うためのアーキテクチャ（マイクロサービス）に取り組む。 

前節の平安保険やDBSも、前述のAllianzのGlobal Digital 

Factoryについても、Factory化のような態勢作りに加え、API/

マイクロサービス化を通じ、システム基盤の構造変革にも取り

組んでいる。態勢作りができたとしても、システム基盤の機動

性や柔軟性が欠けていると、新たなサービスを量産できない

からである。 

ただし、システム基盤の構造改革は、ビックバン的に作り替え

たわけではない。機動性や柔軟性が求められる部分と従来通

り堅牢性が求められる部分を切り分け、リスクやコストを抑え

ながら、システム基盤の構造改革に取り組んでいる（図表

15）。 

図表15  システム基盤の構造改革イメージ 
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これまで、欧州・APAC先進国のビジネス／システム改革の動

向や現状を解説してきたが、日本において欧州・APAC先進国

の研究対象となるような変革を成し遂げた成功事例は見当た

らない。 

一方で、そもそも、決済インフラをはじめとて、日本の金融サー

ビスのサービス水準は他国よりも秀でており、欧州・APAC先

進国のような変革の必要性は乏しいという意見もある。 

機能価値という点においては、日本は他国に引けを取らない

ことは事実であるものの、これまで述べてきたような顧客を囲

い込み、顧客接点を制するための体験価値という点にはおい

てはどうだろうか。 

図表16にデロイトUS金融サービスセンターが2018年5月に17

カ国で17,100人を対象に実施したアンケート調査の一部を示

す。「Apple、Google、Amazonなどの人気ブランドに比べ、銀

行サービスに満足しているか」という質問に対し、多くの日本

人は満足しておらず、調査対象国の中で最下位（世界平均よ

りも20ポイント以上低い）である。人気ブランドが提供する顧客

ニーズを上手く捉えた、もしくは操作がシンプルかつデザイン

性が高い等の体験価値の高いサービスに対する要望は確実

に存在する。 

 

 

図表16  人気ブランドと銀行のサービスへの満足度 

 

出所：デロイト  トーマツ  コンサルティング合同会社,  「銀行におけるデジタル変革」, 2019 
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法規制（コンプライアンス）の視点 
－各国規制当局の姿勢 

こうしたオープンバンキングの発展のあり方は、国・地域の法

規制に強く影響される。ここではオープンバンキングに関する

規制を3つに分類し、それぞれの意義や各国の取り組みを概

観する。 

① 「データポータビリティ」：データ利活用を事業者主導から

個人主導に変える 

個人の権利意識の高まりや、事業者による個人情報集約の

弊害に対する社会の目線の高まりを受け、個人情報・データ

に対する個人の諸権利の範囲を規制によって定義・拡張する

動きが広まっている。 

個人情報に係る個人の権利の１つである「データポータビリ

ティ」は、個人に対し、自身に関するデータの開示・保存・移転

等のコントロール権を認めるものである。これにより、従来は

大手IT企業等に支配されてきた個人データは、個人の意思に

よって自由に移転・流通できるようになるとともに、金融機関や

新興・中小企業等の多様な主体が個人データ利活用サービス

の開発機会を得ることとなる。個人の意思に基づく個人データ

の移転を権利として認める「データポータビリティ」は、個人

データの利活用を事業者主導から個人主導に変えることを通

じて、オープンバンキングを促進する。 

② 「インターオペラビリティ」：事業者相互間の接続とデータ流

通を確保する 

オープンバンキングは、個人データに関する個人の権利を幅

広く認める規制だけでなく、個人データを取扱う事業者に対し

てその相互運用・協力を求める規制によっても後押しされる。 

消費者が「データポータビリティ」に基づいて個人データを事業

者間で移転させる場合、移転がセキュアかつ事業者のシステ

ムに過度の負担をかけずに行われることや、受入側の事業者

が移転されたデータを解読・利用できることが必要となる。こう

した事業者間の相互の運用可能性、すなわち「インターオペラ

ビリティ」が高い環境を整備する法規制もまた、オープンバン

キングを促進する上でも重要な要素である。 

③ 「チャレンジャーバンク」「ネオバンク」：新たな銀行ビジネス

のプレイヤー参入を促す 

「データポータビリティ」と「インターオペラビリティ」が整った世

界では、銀行に関する新たなビジネスモデルの創造や非金融

データの活用、非金融サービスと金融サービスの融合等が期

待される。各国当局は、従来よりも要件を緩和した新たな類型

の銀行免許の創設や、既存の銀行免許審査の簡素化、金融

機能ごとの参入を容易にする機能別の横断法制の導入等に

より、預金・融資・決済等の金融サービスを主にデジタルデバ

イスを通じて提供する「チャレンジャーバンク」や、銀行免許を

持たずに他の銀行の代理等により既存銀行のデジタルイン

ターフェースとして機能する「ネオバンク」の誕生を後押しして

いる。 
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図表17 オープンバンキングに影響を与える3つの規制 
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図表18  各国・地域におけるオープンバンキング規制状況 

本表は、European commission (2017),  “Guidelines on the right to  ‘data portability’”; Bank for International Settlements (2019),  “Report 
on open banking and application programming  interfaces” ほか各国当局の白書・審議会資料、報道等を参考に、デロイト  トーマツ  グループ

にて整理を試みたものである。 

1. データポータビリティにかかる主な要素 

個人データを開示・受領 
する権利の明示 

個人データを再利用可能 
かつ電磁的な形で保存 
する権利の明示 

個人データを妨害なく 
他事業者に移行する権利 
の明示 

事業者間のデータ移行の

義務化（技術的に可能な場

合） 
事業者間のデータフォー

マット変換の義務化 

     

 

代表的な取り組み 
① 欧州連合一般データ保護規則（GDPR）：特定の条件を満たす場合には、本人が他の用途で利用しやすい電子的形式で、本

人又は本人が望む他の事業者に、個人情報を提供する義務を規定。 
② 豪州顧客データ権（CDR）：特定の事業者が保有する顧客情報を顧客の指図に従って顧客や他事業者が共有できるようにす

ることを顧客の権利として認めることを通じ、銀行に対しデータ移転を義務化。 

2. インターオペラビリティにかかる主な要素 
市場主導による事業者間

のデータ連携 API の標準化 オープンバンキング推進枠

組の策定 
サードパーティ事業者に係

る規制の成立 API 接続の義務化 

     

 

代表的な取り組み 
① 豪州顧客データ権（CDR）：銀行以外の事業者も対象としているため、銀行以外の事業者もAPI接続の対象となる一方、顧客

からの依頼があれば銀行以外の事業者から銀行への情報提供も行われることとなる。 
② 欧州連合第二次決済サービス指令（PSD2）：事業者に対し、正当な理由がない限り顧客が選択するフィンテック会社等との

API接続を拒めない旨規定。 

3. チャレンジャーバンク／ネオバンクにかかる主な要素 

規制サンドボックスの設置 金融サービス仲介業等の

検討・整備 
機能別横断法制の検討・整

備 
既存の免許制度等の 
審査基準・プロセス緩和 新たな銀行免許の創設 

     

 

代表的な取り組み 
① 欧州連合第二次決済サービス指令（PSD2）：決済口座作成、資金移動、支払手段の発行、電子マネー等の発行、預金・融資

等の機能ごとの横断法制を設け、金融機能ごとの参入を容易化。 
② 英国：既存の免許制度等の枠組みの中で、事前に認可取得に向けた準備を行った後に増資等の資本充実を可能とする等、

資本・流動性規制に関する規制緩和や、認可プロセスの変更等を実施。 
③ シンガポール：最大で5社（非金融企業含む）にネット専業銀行の免許を付与する方針を示しており、中国のアント・フィナン

シャルのほか、中国スマホメーカーのシャオミ、東南アジアで配車アプリをはじめとする「スーパーアプリ」を手がけるグラブ等

が免許取得の意向を表明。123 

 

 

                                                   
1  競争・市場庁（CMA）に指定された大手金融機関 9 社のみ。 
2  銀行に API 接続するサードパーティ事業者の法的位置付けの例としては、PSD2 における決済指図伝達サービス提供者（PISP）や口座情報サービス提供者（AISP）

が代表的である。日本では電子決済等代行業者が概ねこれに相当する。 
3  2018 年 7 月、米国通貨監督庁（OCC）は、フィンテック企業による特別目的国法銀行（special purpose national bank）免許の申請受付を開始する旨を公表した。対

象業務は貸付と小切手支払関連であり、預金の受入れは含まれない。もっとも、2019 年 10 月、ニューヨーク連邦裁判所は OCC に同免許の授与権はないとの判決

を下している（OCC は上訴済）。こうした規制変更リスクからフィンテック企業は同免許の取得に消極的であり、2020 年 5 月時点で免許取得企業はない。 
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第3章    レジリエンスが求められる時代の 
トランスフォーメーション 

 

 

本章では、日本においてどのような契機でオープンバンキングが進展していくかを考察することから議論を展開しつつ、あらためて

金融機関全体へと議論の幅を広げ、将来への布石としてどのような機会や可能性に注目しておくべきかを述べる。 

これまでの経緯・想定される契機 ～オープンバンキングを中心に～ 
オープンバンキングの進展をもたらしうる要因としては、様々な契機が考え得るが、蓋然性のあるものを以下で述べる（図表19）。 

図表19 オープンバンキング進展の考え得る契機 

 

異業種参入の脅威と銀行参入規制の緩和 

2010 年前後の FinTech 隆盛の時、FinTech によって銀行業

界の破壊や構造変化が起こると考えられていた。ところが、銀

行は逆に FinTech を取り込むことにより自らを進化させてきた。

2015 年頃以降から、欧州・APAC 先進国は、BigTech（GAFA、

Alibaba、Uber などのプラットフォームビジネスを展開する事

業者）を脅威であり、競合と捉え始めた。 

BigTech は、豊富な資金力、圧倒的なテクノロジー活用力を背

景に基本的な銀行サービス（決済など）であればすぐに自前で

提供できる。 

また、これらの基本的な銀行サービスを“集客”あるいは“儲け

る必要のない”サービスとして位置付け、 

コア事業（広告収入など）で儲けることを志向している。 

すなわち、これらの銀行基本サービスで儲けるのではなく、顧

客基盤を拡大するための1つサービスラインナップとし、コア事

業（広告収入など）で儲ける、もしくは新たな収益源へつなげる

ことを志向している。 

BigTechと銀行の連携が進めば、銀行基本サービスはコモ

ディティ化されているがゆえに、コスト競争圧力が強まってくる。 
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さらに、銀行業務への参入障壁の緩和を目的とする法規制の

導入・適用が進展していった場合、BigTech自らが収益度外視

で銀行基本サービスを提供できるようになり、さらにコスト競争

圧力が強くなることが予想される。 

日本においても、前章で述べた銀行業務への参入を緩和する

法規制の導入・適用が部分的・漸進的に進みつつあり、否応

なくBigTechをはじめとする異業種の脅威にさらされることにな

る。これらに対抗するため、銀行はこれまでの伝統的な銀行

サービスのみに留まらず、顧客接点を制し、顧客を囲い込む

ようなサービス提供が不可欠となり、オープンバンキングに取

り組まざるを得ない状況になることが予想される。 

新たな収益源確保の必要性と企業間のデータ相互利用に関

する規制の整備 

日本は、マイナス金利政策などに起因し、銀行の収益が低迷

している。こうした状況下、新たな収益源を模索するため、企

業間のデータ相互利用を通じた新たなサービスの提供が進み

始めている。2章で述べたオープンAPIを通じたデータ相互利

用（インターオペラビリティ）に関する法規制の導入・整備が進

めば、銀行は幅広い業種とのデータ相互利用が可能となり、

新たな収益源を確保するための新たなサービス提供の可能

性が広がり、オープンバンキングが加速していくことが予想さ

れる。 

顧客主導のデータ権利確保の高まりと個人のデータ権利確保

に関する規制の整備 

オープンバンキング進展の阻害要因として、1章で述べたよう

な企業間のデータ相互利用に関するレピュテーションリスクへ

のおそれが挙げられる。銀行主導のデータ開示に関する同意

取得が続いた場合、レピュテーションリスクがつきまとい、新た

なサービス提供への取り組み、すなわちオープンバンキング

への取り組みが鈍化する可能性がある。また、同意の取得が

不十分であったり、同意なく行動履歴などの個人行動を追跡

するなどのレピュテーション事案が続いた場合、顧客側のデー

タ相互利用に対する抵抗感が強まるおそれもある。 

日本において、2章で述べたようなデータポータビリティに関す

る法規制の導入・整備が進めば、顧客主導のデータ権利確保

の仕組みが整備され、レピュテーションリスクに対する懸念は

払拭されていき、銀行・顧客双方が安心してデータ相互利用

に取り組める土壌が整えられ、オープンバンキングは一層加

速していくことが予想される。 
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新たな機会を求めて、今、起きている変化 

オープンバンキングや、オープンプラットフォームを活用したデ

ジタルトランスフォーメーションのモメンタムについて、本稿の

執筆期間（2019年末～2020年春先まで）を通じて象徴的な変

化をいくつか挙げる。 

構想から実現・実装に至るまでのスピード感・期待値の変化 

金融機関が極めて短期間で新しいサービスを立ち上げるケー

スが増えてきている。この背景には、「投資家は、金融機関に

よるデジタル変革への大規模投資に3～5年の猶予も与えてく

れない（米系金融機関CDO）」、「投資家は2～3年後のリターン

を期待している。弊行では中核となるバンキングシステムを変

えるのに8年かかったが、これほどの時間がかかると分かって

いたら、投資家は賛同しないだろう（欧州系銀行イノベーション

責任者）」といった言葉に裏付けられるような外部からの要請・

“厳しい目線”がある。 

このような状況下にあり、昨年にラスヴェガスで開催された

AWS最大のカンファレンスイベント「AWS re:Invent 2019」で、

紹介された事例は大きな反響を呼んだ。オランダのラボバンク

（Rabobank）という銀行が開発した中小企業向けの即時融資

サービスは、従来の審査期間を数週間から15分にまで短縮す

る。オープンプラットフォームとして提供されるアセット（図表

20）を活用することで、通常ならシステム開発に年単位の期間

を要するサービスが13週間でリリースできたというプレゼン

テーションに対して、世界各国の金融機関から多くの問い合せ

が入って来た。

図表20  デジタルバンクの迅速な立ち上げを可能とするオープンプラットフォーム 
～銀行業向けにプリセットされたビジネスアプリケーションが組み合わさったプラットフォーム～ 
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COVID-19影響下で、あらためて不確実性を織り込む変革の 
道筋を模索 

デロイト  グローバルでは“デジタルトランスフォーメーション”を

定義付けるに際して、“Future-proof your business”という言

葉を使う。即ち、不確かで不連続な未来の変化にも耐えうるビ

ジネスの道筋を描くことにこそ変革の本質があるということを

意図しているが、COVID-19影響下のもと、一層その側面が

際立ち始めている。国内金融機関の経営者からは、「BCPや

災害対策などのプランがあった筈であるが、COVID-19局面で

全く使えない」、「デジタルトランスフォーメーションが遅れがち

であるが故に、現行ビジネスが立ち行かなくなる懸念がある、

不確実性に耐えうる事業構造・オペレーティングモデルに抜本的

に作り替えていく必要がある」といった声も聞こえて来ている。 

このような局面下にあり、オイルショックやソ連崩壊を織り込ん

だことでも有名なシナリオプランニングの手法にあらためて注

目が集まり、これからのAfter/With COVID-19の世界へ向け

たシナリオ構築の動きが国内企業においても始まりつつある

（図表21）。 

図表21 After/With COVID-19の世界へ向けたシナリオプランニング 
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補足だが、このシナリオプランニングについても、デジタルテク

ノロジを取り込むことで従来型の手法を超え、より実効性の高

い適用を目指す動きも始まっている。具体的には、シナリオの

前提のとなる戦略プランニングの現状把握においては、AIを

活用して未来を形作るドライバーを70～100の候補の中から

特定し、優先度付けを試みている。また、シナリオは戦略的決

定を言語化・構造化することは可能である一方で、将来を予測

するものではないことから、モニタリングが非常に重要となる。

戦略の実行局面においては、モニタリング対象の指標をプロ

アクティブに管理しながら、「ビジネス環境の変化および要因と

の相関関係の把握」・「傾向の分析」・「競合他社の評価」等を

進めていく必要があるが、これらの活動にAIを活用する仕組

みも構築されている。 

「社会課題の解決」を掲げ、Future-Proofな未来のグランドデ

ザインを描く 

ここ数年で「社会課題の解決を標榜し、SDGs起点でビジネス

戦略のインプットを得る、あるいは新規事業のテーマを探索す

る」といった動きは盛んになって来ていた。実際に、ある金融

機関が3年前に検討した例を振り返ってみると、「パンデミック

リスクの増大」、「従業員の精神疾患による生産性低下」といっ

た今の世相を反映するような社会課題にも確かに目が向けら

れていた。当該企業においては、最終的なテーマの絞り込み

に残らなかったが故に、今の局面でその新規事業テーマが大

きなビジネス成果をもたらすことには至っていないことは残念

であるが、あらためて社会課題起点で骨太な方向性を打ち立

ててくことの重要性が理解され、前述のシナリオプランニング

と合わせて、あらためて社会課題起点のテーマ探索に乗り出

す動きも始まってきている（図表22）。 

図表22  デジタル化が進む中での新たな競争平面 
～社会課題の解決へ向け新たなエコシステムを形成～ 
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本稿2章では、平安保険のケースを挙げ、社会課題を上手く捉

えた事例として紹介したが、実はこのCOVID-19影響下の局

面においても、平安保険は、デジタルを活用して顧客にサービ

スを提供するプラットフォームを確立することが出来ていたが

故に、そのプラットフォーム（Good Doctorアプリ）をフル活用し

大きな貢献を果たしている。 

 武漢市、福建省、北京市等を始め、中国56省の自治体・

政府と密接に連携し、コロナに関する最新情報を配信＆

通知 

 オンライン・遠隔診断サービスをローンチし、外出での医者

面会によるコロナ感染リスクを大幅に軽減＆迅速な診断

サービスを提供 

 コロナ関連の保険商品、クレーム申請をアプリ経由で行う

仕組みを実装。人を介さない保険購入ができる為、顧客中

心のUXの高いエクスペリエンスを提供 

平安保険がコロナに関連する最新ニュースや商品・サービス

の提供へ注力した結果、コロナ期間（2020年の中国春節期

間）アプリへの訪問者は11.1億人、新規ユーザは10倍に拡

大。更に、最大のデイリーアクティブユーザは671.2万人に達

し、約32％も増加。中国テレコム調査によると、2020年に入っ

てから最も使われているヘルスケアアプリとして断トツの第一

位を記録するに至っている。 

After/With COVID-19を見据えた戦いにおいて、このように社

会課題を上手く捉えた世界観からバックキャストし、自社のプ

ラットフォーム展開へとつなぐ攻め筋は大いに学ぶところがあ

ると言える。
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オープンプラットフォーム／ 
オープンAPIのもたらす可能性 

本稿では、オープンバンキングに関するトレンド把握を出発点

に、広く金融機関全般を対象とした「オープンプラットフォーム

を活用した金融機関のデジタルトランスフォーメーション」へと

議論を展開してきた。産業の壁を越えて情報流通が飛躍的に

広がっていく中で、従来の競争平面からデジタルの世界でつ

ながっていく中で新たな競争平面が生まれ、新たなエコシステ

ムが次々と形成され、デジタルビジネスが創造されていく（図

表23）。オープンバンキングも広義にはこのデジタルビジネス

の一つであり、様々な角度から議論してきたように、あらゆる

金融サービスもこの競争へ参加していくことになる。本稿の最

終節としては、デジタル化の進んだ世界のもとで成長ドライ

バーとなる「繋がるためのプラットフォーム」、「オープンAPI」を

中心に、未来の価値創造・新たな収益化をもたらす可能性に

ついて論じていく。 

図表23  デジタル化が進む中での新たな競争平面 
～社会課題の解決へ向け新たなエコシステムを形成～ 

図中に示す通り、新たな可能性をもたらすテーマ領域には3つ

の方向性がある。 

テーマ領域１：業際プラットフォーム 

オープンバンキングの発展的な進化の方向性で見たように、

買い物や食事など様々な生活シーンに入り込んで顧客体験を

提供するようなライフスタイル視点でのプラットフォーマー（テン

セントのWeChatなどが代表例）やスーパーアプリと呼ばれる

攻め筋がこれに当たる。モビリティやヘルスケアなど、様々な

“業際”において、金融サービスが取り込まれていく余地がある。 

テーマ領域2：APIエコノミー 

オープンAPIがオープンバンキングの前提となるが故に、多く

の金融機関にとって理解が進み始めているように、デジタル

時代には、オープンAPIが起点となって情報流通や価値の交

換・移動が進んでいく。この爆発的な威力や将来に向けた期

待については次節で詳しく解説する。 

テーマ領域3：Beyond Blockchain 

ブロックチェーン技術のもたらすビジネスバリューが増大し、ビ

ジネスへの影響が大きくなってくるのは2025年以降であると

のガートナーの予測がある一方で、情報流通や価値の移動・



27 

交換をセキュアに支える根幹技術の基盤として、ブロック

チェーンに関連するユースケース開発や実証実験は着実に進

展しつつある。本稿では詳細を割愛するが、国内においても

STO（セキュリティトークンオファリング）の実現プラットフォー

ムや、アフターコロナを睨んだKYC/AMLの実装基盤としての

ブロックチェーンに関する研究・準備が進んでいる。 

公開APIの増加に伴い、爆発的に成長する企業が急増 

デジタルビジネスの黎明期には、採り上げられるユニコーン企

業としては専らUberやAirbnbが中心であった。地図情報を取

り扱う仕組みや、ニーズとシーズをマッチングする機能、利用

者と売り手をつなぐコミュニケーションや決済機能など様々な

サービスを機動的に組み合わせて迅速なサービス展開を実

現する上で公開APIが威力を発揮したことは言うまでもない。

一方で、2010年代を通じて公開APIの数が増加してくる過程

で、APIの繋ぎ込みで生み出される新しいサービスは指数関

数的に増大し、爆発的な成長を遂げたユニコーン企業の数も

急増してきた。（図表24） 

 

図表24  デジタル時代の成長ドライバー：オープンAPIの威力 

   
新たなデジタルビジネスの創造や、エコシステム形成に乗り出

そうとする大企業も次第に増加し、国内でも金融機関だけでな

くあらゆる産業でAPI活用の動きは2015年頃以降、次第に高

まってきた。 

しかしながら当初謳われた「APIエコノミー」を形成するまでに

はまだ至っていないのは、いまだAPI活用に関する動きが、エン

ジニアの世界のものから脱することが出来ていないことにある。 

APIは公開すればよし、と言うものでは決してなく、公開後に如

何に使ってもらえるように仕立てあげていくかという「APIライフ

サイクルマネジメント」こそが重要なのである。ソフトウェア会

社やデジタルネイティブ企業が、ソフトウェアプロダクトや提供

サービスの単位で「プロダクトオーナー」を置いて、フロントの

全権代理人として顧客にとって優れた価値を提供しようとする

動きに倣い、「APIオーナー」を置いて、その意味のある進化と

普及をコントロールする動きを仕掛けている企業も出てきてい

る。いずれにせよ、API活用の巧拙が、これからの競争を左右

する一つの要素となって来るのは間違いない。



28 

“APIを制する者”が、より大きな「機会」を手にする 

デジタル化の進展に伴い、ビジネスの成長ドライバーがどのよ

うに変遷していくかを端的に示した予測がある。（図表25）グラ

フの最下方に集まる3つの線はそれぞれ「インターネットユー

ザ数」・「モバイル端末数」・「ソーシャルメディアのユーザ数」を

示しており、GAFAを代表とするデジタルネイティブのプレイ

ヤーは、世界人口を制覇しようとする勢いでそのカバレッジを

広げて来た。言ってみれば、顧客基盤（そのカバレッジ・絶対

量）を制するものがITのコンシューマライゼーションが進む中

での覇権を握ると目された時代であった。 

図表25  デジタル時代の成長ドライバーの変遷 

 

次に図中、青い曲線に注目したい。これは「繋がるモノの数」

を示している。IoT化の進展に伴い、あらゆるモノがSWを内包

し、モノ自身の情報やその周辺で起きていることのセンシング

データをリアルタイムで流通させるようになって来ているが、そ

の数は世界人口を遥かに上回る勢いで、2020年代には数百

億に達すると予測されている。これら全てが新たな情報を生み

出すとともに、搭載されるSWはAIや高度なアナリティクスを組

み込み、情報を価値に変換する源となっていく。 

更に、少し遅れて立ち上がってくる橙色の曲線は、公開APIの

数の増加を示しており、前節で触れた2020年までの勢いから

更にその加速度的な勢いを増し、情報流通や価値の交換・移

動の起点となるAPIが爆発的に増えていく予測を示している。

加えて、更に伸びてくる紫色の曲線は公開アルゴリズムを表し

ており、それぞれのAPIの裏側で情報を価値に変えるアナリ

ティクスや分析モデルが動くような形態がより一般的になって

来る傾向の予測を示している。 

この予測に対し、API流通のマーケットプレイスや、アナリティ

クスのマーケットプレイス／アルゴリズムのマーケットプレイス

のようなモデルが台頭して来るといった見方も出て来ている。 

API マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス の 具 体 例 と し て は 、 楽 天 が 米 R 

Softwareと共同で立ち上げたRakuten RapidAPIや、AT&Tや

KDDIなどが手掛けるAPIマーケットプレイスがあり、アナリティ

クスやアルゴリズムのマーケットプレイスとしては、Microsoft

やAtos,  InfosysのようなITプレイヤーが仕掛けるものに加え、

Algorithmiaのようなスタートアップ企業もある。 
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デジタルビジネスの更なる発展へ向けて 
レディネスを高めていく 

デジタル化の未来を予測する研究者の間では、デジタルビジ

ネスの時代を超えた未来の予測について既に数年前から議

論が始まっている。“繋がるモノ”が新しい情報流通や価値創

出の起点となり、新しいデジタルビジネスを創造していく時代

がまさに今であり、次なるステージは、それらの“繋がるモノ”

が更に賢くなり（スマート化）、あらゆるビジネス活動がAIの判

断のもとで、自動的に行われるようになるという「Autonomous

（自律型ビジネス）の時代」が来ると予測されている。 

当初は過度にSF的過ぎるのではないかと揶揄されたこの未

来感も、After/With COVID-19の世界観を想定すると、今や絵

空事では決してなく、場合によってはまさにこれだと受け止め

られるのではないだろうか。COVID-19影響下の局面で、これ

までの事業構造やオペレーティングモデルではビジネスが立

ち行かなくなる事態に直面した経営者にとって、あらゆる事業

活動やオペレーションを徹底的に自動化（ハイパーオートメー

ション）しようというこの流れは、デジタルトランスフォーメーション

の加速を促す鮮明な動機付けとなりうるのではないだろうか。 

図表26  デジタルビジネス発展の方向性 
～あらゆる事象・経済活動までが徹底的に自動化されていく世界観～ 

 

Autonomousの更に先では、「プログラマブルエコノミー」という

未来が示されている。即ち、事業活動・経済活動まで自動化

の範囲が及んだ世界では、あらゆる経済活動が“プログラム

可能”になると言うものである。抽象度がさらに高いこの世界

観は想定・想像することが難しいかもしれないが、いずれにせ

よ、どのような備え・構えを整備していくべきかという点におい

ては、これまでの議論の延長線上で一貫している。即ち、社会

課題の解決を標榜するビジョニング、産業の壁を越えたエコシ

ステムの形成、目まぐるしく変化・進化していく顧客の期待値

を機動的に満たすための手法や人材、その過程で使いこなす

基盤・プラットフォームや、情報流通や価値提供の起点となる

API…いずれをとっても、次なる戦いへの備えとして必須の一

手と言える。 

金融機関を含むデジタル時代の未来のプレイヤーすべてが、

COVID-19を始めとした不確実性を織り込もうとする努力をお

こたらず、Future-Proofな変革を実現すべく、手綱をゆるめる

ことなくこの先のデジタルトランスフォーメーションに臨まれるこ

とを願いつつ、本稿の締めとしたい。 
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