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凡例＊

• シェアリングエコノミー

（共有型経済）

• 自動運転車

• デジタル配信・販売

• 証券化とヘッジファンド

• モノのインターネット

• 高度なセンサー

• ウェアラブルコンピューター 

• P2P融資

• 代替解決

• バーチャルテクノロジー

• モバイル3.0
• 第三者API

• バーチャル（仮想）取引

所およびスマートコントラ

クト

• クラウドファンディング

• オールタナティブ投資の

デューデリジェンス

• 先端アルゴリズム

• クラウドコンピューティング

• 能力シェアリング

• オープンソースIT

• 自動投資アドバイスおよび

自動運用

• ソーシャルトレーディング

• リテールアルゴリズム取引 

• 人工知能／機械学習

• 機械可読ニュース

• 社会感情

• ビッグデータ

• 市場情報プラットフォーム

• 自動データ収集および自

動データ分析

• クリプトカレンシー（暗号

通貨）

• モバイルマネー

• P2P型外国為替取引

• 一括請求

• モバイル決済

• 決済の効率化
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＊本レポートに含まれている情報は、デロイトトゥシュトーマツトリミテッドと共同で作成された

世界経済フォーラム年次報告書「金融サービスの未来：破壊的なイノベーションが金融サー

ビスの構築、提供、消費の仕方を一変させつつある」がもとになっています。

（権限移譲）



読者の皆様へ

金融サービスの未来を予測するためには、過去を振り返ることが役立つかもしれません。1967年に英国

のバークレイズ銀行が文字通り狭苦しい壁に開いた穴にATM（現金預払機い機）を設置したとき、人々は

ATMが革新的なものであると認識しました1。それでも、磁気ストライプカードの値段が、銀行が顧客に配

布できるまで安価になった1980年代初めまでは、ATMは幅広く利用されていませんでした。磁気ストライ

プカードが配布されるようになると、顧客がATMに殺到し、破壊が完了しました。 

最近、デロイトコンサルティングLLP（デロイト）は世界経済フォーラムと共同して金融サービスの未来に

ついて大規模な調査を実施しました。我々の目的は、破壊的なイノベーションがどのように現在の金融

サービスビジネスを一変させているかを理解することでした。本レポートはこの調査に基づいて作成され

ていますが、この調査では大手金融機関、金融サービス関連のスタートアップ企業、学術研究者、業界

観測筋などとの協議に多くの時間を費やしました。

破壊的な銀行に資金

供給したくてたまらない
マーク・アンドリーセン（Marc Andreessen）、ジェネラル・

パートナー、アンドリーセン・ホロウィッツ

その結果、イノベーションがクラスター（いくつもの群れ）を成して出現している

ことが分かりました。これらのクラスターは最初かなり孤立しているように見え

ましたが、その後、共通する特徴がいくつかあるのに気付きました。まず1例を

挙げると、最も目立つイノベーションは、プラットフォームを基盤とし、データ集

約型かつ小資本型のものであるということです。また、競争の境界線を超え

ています。例えば、既存の金融機関はインフラやサービスへのアクセスとい

う面で新規参入の金融機関を支援しています。同様に、革新的な金融サー

ビス提供企業は中小金融機関に高度な新機能を提供しています。

これらのイノベーションのクラスターはいずれも既存の金融機関やその顧客に対してだけではなく、金融

サービスエコシステム全体に対しても大きな影響を与えます。スケールメリットは損なわれることになる

でしょう。ユニバーサルバンキング（短期の商業貸付、長期貸付、証券業務、信託業務など、広範な業

務をあわせ行うことができる銀行業務の形態）モデルは分解されることになるでしょう。新たな資本供給

源が現れわれてくるでしょう。破壊を最初に感じるのは銀行業界でしょうが、最も激震を受けるのは保険

業界でしょう。顧客の保険リスクを測定する従来のやり方はもはや通用しなくなるでしょう。

本稿では、イノベーションのクラスターが主要口座、ペイメント（決済）、資本市場、資産運用、保険の各

分野のビジネスにどのような影響を与えているのかについて考察します。その次に、現在の知見に基づ

き、一定の条件を仮定して、これらのイノベーションが展開する可能性がある様々な形態を検証します。

このレポートから、最適な投資先を知ることができるとは限りません。しかし、デューデリジェンスをどこ

から始めればよいのかについて学ぶことができるかもしれません。なぜなら、この調査から卓越した見

識が生まれるとしたら、それは、金融サービスにおいては破壊が単一の現象ではないということだから

です。イノベーションは意図的で予測可能なものです。したがって、破壊的なイノベーションを以下のよう

に理解すれば～つまり、はじめは完全に異なる現象の集まりにみえるが、そのうち合体し、それが起こ

る前と起った後では環境を変えてしまうものとしてみれば～、多くの選択的未来に対する見識が開けて

きます。

敬具

クリス・ハーベイ

（Chris Harvey）
グループリーダー、ファイナンシャルサービス、

デロイト・トウシュ・トーマツ・リミテッド

ロブ・ガラスキ

（Rob Galaski） 
パートナー、ファイナンシャルサービスエグゼキュティブチーム、

デロイト・カナダ

1  「英国ロンドン市エンフィールド通りで設置された最初のATM～世界への現金の贈り物」2007 年6月27日付、BBCホームページ 
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将来の バンキング体験 

 完全なバーチャル化。バーチャルチャンネルが基本的な銀行取引の枠を超えて進化し、

顧客オンボーディング業務(サービスに適応してもらう業務)やサービシング業務などより

幅広い機能を提供することになるでしょう。

 顧客主義。顧客がテクノロジーにより精通してくるにしたがって、彼らは金融機関が提供

する価値提案や顧客体験に対してより大きな影響を与えるようになるでしょう。

 シームレス（継ぎ目のない）。銀行は、テクノロジープロバイダー（アプリケーションサービ

ス機能を使用してアプリケーションをサービス化し、サプライヤーへ提供する企業）が提供

するシームレスな顧客体験に慣れ親しんだ顧客の期待の高まりに応えていく必要がある

でしょう。

 カスタマイズ（ユーザーの好みや使い勝手に合わせて商品やサービスの仕様を変更する

こと）。サービスの提供は、すべての消費者を対象にした最大公約数的なマスマーケットア

プローチから脱皮して、各セグメントや地域社会のニーズにターゲットを絞り、そのニー

ズを満たすように進化していくでしょう。

 外部委託化。金融機関はオンラインソリューションやモバイルソリューションをタイムリー

に提供していくために外部委託への依存度を高めることになるでしょう。

主要口座

顧客選好の変化

ジタル経済の進展に伴い、顧

客選好は変化しています。そ

の結果、主要口座の提供者も変化

していくでしょう。

ネット銀行は～ATMだけを設置して、従来型の

実在の支店・店舗を持たない銀行～、銀行の未

来がどのようなものになるかを暗示する1例です。

ネット銀行自体は新しいものではありません。大

半のネット銀行は数年前に従来型の大手金融

機関の子会社として価格志向の強い顧客向け

に設立されました。この種の銀行は、取引を電

話またはオンラインによる取引のみに完全に限

定することで低い手数料や魅力的な金利を提

供していました。しかし現在では、テクノロジー

（技術）の改良によって、これらの銀行も単なる

価格だけではなくそれ以外の領域でも競争力を

つけています。

もう1つの例としてモバイルバンキングがあります。

ほかの多くのビジネスと同様に、金融機関は銀行

取引におけるモバイル（携帯）機器の急速な普及

に対応するために、慌てて基本的な銀行取引が行

えるモバイルサイトを追加しました。しかし、これら

の初期の対応策もすぐに完全な機能を持つモバイ

ルアプリケーションに取って代わられました。その

後、非伝統的なプレーヤーがP2P送金サービス

（携帯口座から携帯口座への直接送金等のサービ

ス）、フォト・ビル・ペイ・サービス（各種請求書をモ

バイル機器で写真を撮ることによって、アプリで必

要情報がスキャンされ請求料金が携帯電話利用

者の口座から支払われるサービス）、音声認識な

どの利便性を携帯電話利用者に提供することによっ

て優位に立つことになりました。

しかし、間もなく競争のハンディはなくなってしまう

可能があります。「プラットフォームとしての銀行取

引」の狙いは、金融機関間でアプリケーションプロ

グラミインターフェース（Application Programming 
Interfaces: API：ソフトウェアコンポーネントが互い

にやりとりするのに使用するインターフェースの仕

様）を標準化し、システム開発者が容易に顧客対応

機能の強化を構築し、それを金融機関が提供する中

核サービスに組み入れることができるようにすることで

す。これは、新規参入の金融機関だけではなく、 

細分化の

勢い 

常時接続

された世界

代替融資

プラット 
フォーム 

顧客選好の

変化

代替資本

調達プラット 
フォーム 

次世代のプロセス

権限を付与
された投資家

よりスマートかつ 
高速な機械

売り手と買い手

を結びつける 

キャッシュレス

社会

非伝統的な

ペイメント方式

専門化された
ニッチ商品

顧客エン
パワーメント
（権限移譲）

自動化

インフラの

効率化

仲介業者の

介在の減少

 

D 

 

 

デ 

2 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 

データの戦略的

な役割

高価値活動の 外部委託化

A

B

C

E

F

H

J

K

I

G



時代遅れのシステムに必要な資源と、カスタム（特

別注文）ソリューションを構築する費用の高さの間

でこれまで苦しんできた従来の金融機関に対して

も後押し材料となるでしょう。

このことは一体何を意味するのでしょうか。既存

の金融サービス企業に代わる新たな金融サービ

ス企業が台頭して、顧客関係のオーナーシップを

握るようになる可能性が高いでしょう。こうした金

融サービス企業は、他のニッチな金融サービス企

業とのネットワークを広げ、従来型の金融サービ

ス企業と真っ向から競争することになるでしょう。

そして、バーチャルチャンネルによってインタラク

ション（人間とシステムの間の情報のやりとり）が

一段と活発化することから、従来型の金融機関や

これらの新たな金融機関はともに顧客の日常生

活の中にさらに深く組み込まれていくでしょう。

こうしたトレンドがいくつかの点で将来の個人向け

金融サービスを方向付けていく可能性がありま

す。金融機関がもはや個人の金融取引に関する

データの大半を保有しないような状態になるまで

金融サービスの分解が進む場合には、より魅力

的な金融商品やサービスを作り出す金融機関の

能力が制限されることになるでしょう。さらに、顧客

選好の変化が、非伝統的な金融機関のエコシス

テムを生み出す可能性があります。その場合で

も、金融機関は依然として入り口としての役割を

果たすかもしれませんが、顧客体験を端から端

までコントロールする能力は低下するでしょう。最

後に、金融機関は、顧客との関係を保つために

提供するサービスを進化させるにあたって、リス

クやコンプライアンス上の問題を引き起こす馴染

みのない領域や不透明な領域に取り組む必要が

あるかもしれません。

これらのシナリオのいずれでも、既存の金融機関

が自行の金融商品やサービスを内部補助する能

力が低下することになるでしょう。既存の金融機

関は非伝統的なプレーヤーと共同して、すぐそこ

に待ち構えている新商品、サービス、流通に関す

る機会を生かしていく方法を見つける必要がある

でしょう。

金融機関以外の企業が顧客関係や金融サービスの流通に関して取って

代わります。

従来型の金融機関は一段と洗練された金融商品を提供するサプライヤー

になります。

信頼性や金融機関との競合に十分耐えうるサービスの提供という面で、

非伝統的なプレーヤー間で確固たる評判を得ていること。

バリューチェーン（価値連鎖）全体を通しての一体化。

口座管理を専門とする「小資本型」またはバーチャルな金融機関が出現

し、既存の金融機関に代わる新たなニッチ金融サービス企業と提携して

金融商品一式すべてを提供します。

これらの新規ニッチ金融サービス企業は提携によってネットワークを構

築して、フルサービスを提供する総合リテール銀行と競合できるようにな

ります。

既存の金融機関に代わる新たなニッチ金融サービス企業が提供するサー

ビスや商品が、大半の顧客の主要要件を満たしており、既存の金融機

関から切り替えるに値する十分な価値を提供していること。

既存の金融機関に代わる新たなニッチ金融サービス企業が提供する商

品の利用が著しく増加しても、規制上問題がないこと。

金融機関はバーチャルチャンネルを利用して顧客関係を強化します。

バーチャルチャンネルによって、金融機関は金融サービスだけではなく、

金融サービス以外のサービス（例えば、接客［コンシェルジュ］サービス）

をほとんど追加費用なしに提供できるようになります。

破壊的なテクノロジーを駆使する新たなニッチ金融サービス企業からの

競争圧力が継続し、既存の金融機関にイノベーションを迫ること。

未知の顧客ニーズを理解すること、および、その未知の顧客ニーズを満

足させる競争力ある商品やサービスを開発する能力を有していること。

潜在的な影響 必要な条件

3 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 



ペイメント

キャッシュレス社会

ビリティ（可動性）とコネクティビ

ティ（接続性）が融合して、以前

から期待されていたキャッシュレス社

会が現実のものになりつつあります。

モバイルアプリケーションによって、

ユーザーは財布の持ち運びやチェッ

クアウト待ちの列から解放されていま

す。技術の統合化やスリム化によっ

て、決済がより一層簡単にできるよう

になっています。ジオタギング、バイオ

メトリクス認証（生体認証）、トークン

（認証を行うための鍵となる物理的デ

バイスやワンタイムパスワードのような

電子データなど）などは、不正行為か

ら取引関係者全員を守ってくれます。

消費者はこれらのテクノロジーを受け入れつつあり

ます。その一方で、発行会社は、顧客体験をコント

ロールする権限をデジタル決済プラットフォームに

譲ると同時に、差別化を図るという課題にも直面し

ています。

こうした苦闘を通じて生まれた結果の1つがペイメン

ト市場の整理・統合かもしれません。この場合で

も、独立系大手発行会社またはネットワークを持つ

発行会社が、規模の大きさを利用して、銀行系発

行会社を打ち負かし、優位に立つ可能性が高いで

しょう。いずれにしても、これによって享受できる恩

恵は、顧客の大半のペイメント活動を把握し、顧客

のライフスタイルや選好に関する貴重なデータすべ

てにアクセスできることだと言えます。

将来の ペイメント 

 キャッシュレス化。たとえ小口な取引でも現金よりカードによる支払いを選択する顧客が

増加するでしょう。

 不可視化。ペイメントプロセスが最終顧客から見えないようになることから、最終顧客の

ニーズや行動が変化するでしょう。

 コネクテッド（接続性）。ペイメント取引が小売業者や金融機関にとって一段と重要な顧客

とのタッチポイント（接点）となるでしょう。

 データに基づく。ペイメント取引からのデータによって、金融機関、金融サービス会社、小

売業者などは顧客やビジネスのことについてよりよく理解できるようになるでしょう。

 経済的。新たなソリューションが大幅に増加することに伴い、電子商取引はさらに安価に

なるでしょう。
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もう1つの可能性として、ペイメント市場の細分化

があります。消費者がモノやサービスの購入に使

用するクレジットカードの数が増えたため、ある金

融機関発行のクレジットカードを持っていること

は、顧客をその金融機関につなぎとめる要因に

はならなくなります。また、金融機関が各顧客の

信用度を評価することがますます困難になるで

しょう。

また、クレジットカードが完全に取って代わられる

可能性もあります。もしそういう事態が起これば、

リテール金融機関はクレジットカード事業で上げ

ていた利益の逸失を補填する方法を見つけること

が必要となるでしょう。また、銀行口座取引におい

て顧客がより低い手数料を選択する方向に潮流

が向かっていることから、リテール金融機関は顧

客ロイヤルティーを促進するための新たな方法を

編み出すことが必要になるでしょう。

どんな状況になろうと、金融機関は顧客の取引

体験に及ぼす影響力を少なくともある程度失う可

能性が高いでしょう。多様化したペイメント市場で

は、特定の顧客セグメントのデータが自社のクレ

ジットカードの使用やワレットシェア（消費者の支

出全体に対する自社のシェア）の拡大のための

方法として一段と重要さを増してくるでしょう。さら

に、金融機関は、特定の小売業者の間でクレジッ

トカードの使用を促進していくために、マーケティン

グパートナーシップへの依存度を一段と高めるこ

とになるでしょう。

エクスプレスチェックアウトなどの決済システムによって、より多くの取引

に単一のデフォルトカードが使用される頻度が増していることから、顧客

にはペイメントの選択肢が見えなくなっています。

クレジットカードのブランドやデザインの影響力が低下するなかで、デフォ

ルトカードのワレットシェアは増加しています。

デジタルワレットによって、物理的なクレジットカードが不要となり、顧客

はクレジットカードの利用を最適化することができるようになっています。

ニッチなクレジットカードや小売業者のクレジットカードが急増し、ワレット

シェアが多くの発行企業の間で分散化しています。

顧客や日用品小売業者の間でエクスプレスチェックアウトソリューション

が幅広く採用されていること。

顧客にペイメントの選択肢に対するコントロールを放棄する意志があること。 

小売業者がスマートペイメントソリューションを受け入れること。

サポートシステムが整備されたペイメントプラットフォームであること（例え

ば、小売業者のアプリとリンクしたモバイルウォレット）。

推薦エンジンが効率的かつ中立的であり、顧客の信頼を得ていること。

リボルビング払いを利用する顧客はより有利なクレジット条件を提供する

小売業者の店頭クレジット制度を利用しています。

クレジットカードユーザーが取引の決済のために自分の銀行口座と緊密

にリンクしているペイメントソリューションを利用する傾向が強まっている

ことから、クレジットカードの利用は低下しています。

ペイメント方法を切り替えるインセンティブが顧客にあること。

明確に定義された責任ルールに基づく銀行口座提供会社とペイメントソ

リューション提供会社の間の協力。

銀行口座提供企業が信用リスクを引き受ける意志があること。

潜在的な影響 必要な条件

5 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 



資本市場

分散型資本調達

プラットフォーム
本市場の将来について興味を

お持ちですか。分散型資本調

達プラットフォームに注目してみてくだ

さい。分散型資本調達プラットフォー

ムは、企業と投資家がお互いを見つ

け出す手助けをするウェブサイトとし

ても知られています。

分散型資本調達プラットフォームで投資アドバイス

が提供されているわけではありません。また、株

式や債券が販売されているわけでもありません―

とにかく、直接には販売されていません。分散型資本

調達プラットフォームとは、企業がスペースを確保

して、潜在的な投資家を呼び込もうとするバーチャ

ル市場のことです。一方で、投資家は、投資機会

を物色し、それらを比較する便利な手段を得ること

になります。

それぞれの分散型資本調達プラットフォームは

異なった投資機会を提供しています。例えば、ス

タートアップ企業を専門に扱っているものもあれ

ば、リードインベスター（ある特定の企業の投資

計画に中心的な役割を担う投資家・投資会社）が

報酬として手数料を受け取ることができるような

ものもあります。しかし、分散型資本調達プラット

フォームの多くは、発行体が合法的に証券を組

成する手助けをするか、あるいは、発行体が投

資家に対するインセンティブとして、報酬など特

別な条項を組み入れられるようにするものです。

しかし、実際のところ、この新しい資産クラスがど

れくらい個人投資家に適しているのかについて

は疑問が残ります。資金提供希望者に最低目標

をクリアすることや、経験豊かな投資家のリーダー

シップを受け入れることを義務付けることと、デュー

デリジェンスに匹敵する消費者保護を提供するこ

ととはまったく別のことです。長期的な成功を収

めるため、分散型プラットファームには確実に資金

提供希望者のインセンティブと投資家のインセン

ティブを一致させる信頼できる方法が必要となる

でしょう。

将来の 資本市場 

 利用しやすい。より多くの企業やプロジェクトへの投資機会が投資家に提供されることにな

るでしょう。

 管理可能。投資決定に対する個人投資家の管理強まるでしょう。 

 効率的。企業が資金調達プロセスを通じて試されることから、投資は最も有望な投資機会

へ向かうことになるでしょう。

 柔軟性のある企業はより自社のニーズに対応し、より多くの投資家の好みに合うように資

金調達のための証券を組成できるようになるでしょう。

 経済的。投資仲介業者の介在が減ることから、個人投資家の投資費用も減少するでしょう。 
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分散型プラットフォームモデルが定着すれば、金

融機関にいくつかの点で影響を与えることになり

ます。第1に、分散型プラットフォームの利点はシー

ドステージ（会社設立直後の最初期）の企業には

非常に魅力的で抗しがたいものになるかもしれま

せん。競合企業に知られてしまうという懸念は残

るにしてもです。従来型の投資仲介業者は、分散

型プラットフォームと競合するためには、ほかに存

在しない投資機会や独占的な投資機会をいまま

での2倍提供しなければならないかもしれません。 

また、従来型の金融機関自体も相対的に小規模の

投資を行う便利な手段として分散型プラットフォーム

を活用する可能性があります。

3番目のシナリオは、分散型プラットフォームを、

相対的に規模の大きな企業が資金調達の選択

肢として選好するようになるというものです。その

場合、従来型の投資仲介業者は資金調達とは直

接的に関連しない付加価値を提供することが一

段と重要になるでしょう。

いずれにしても、分散型プラットフォームは、投資

（エンジェル投資家［創業間もない企業に対し資

金を供給する投資家］からの投資）を巡って従来

型の投資仲介業者と競合することになるのは間

違いないでしょう。また、資金調達の選択肢が増

えることから、資金調達のステージ間の平均期間

が短縮されることになり、新会社の一段の成長に

寄与することになるでしょう。最後に、個人投資家

が一段と豊富になる選択肢を巧みに利用するよう

になることから、従来型の資産運用商品の投資ミッ

クスが変わることを覚悟しておく必要があります。

P2P（ピアツーピア）方式の資本調達プラットフォームは相対的にリスク

の高いシードステージの企業に対する資本調達の媒体としての地位を固

めています。

資本調達ネットワークは、中後期のベンチャーキャピタルの資金調達へ

の投資機会や、シードステージの企業の資金調達の機会を増やすことに

よって、一段と充実してきています。

P2P方式の資金調達モデルに参加する必要最低限の投資家を集めること。 

投資家がデューデリジェンスを実施する上で役に立つ正確かつ高品質の

情報。

投資家がリスクを理解するに十分な財務リテラシー（財務諸表等の会計

情報を扱う能力）を有していること。

金銭的なリターンに加えて、それ以外の動機（例えば、持続可能性や社

会的影響）を持つ投資家は、従来型の投資仲介業者からの資本調達で

は条件を満たさない低リターンの投資機会に資金を供給します。

シードステージの企業は、その事業成長に関して適切な指針を与えるこ

とができる従来型の仲介業者によって資金供給を受けています。

地方のスタートアップ企業が従来型の金融機関を通じて資金調達する機

会が限定されていること。

プロジェクトを成功させるために相場以下のリターンを受け入れる投資家

集団がいること。

シードステージの企業が追加資金を調達できず、代替資本調達プラット

フォームが焦点を切り替えることを余儀なくされること。

相対的に規模の大きい企業はP2P方式のプラットフォームを利用して直

接顧客から資本を調達します。

顧客は相対的に規模の大きい企業から金銭以外のインセンティブ（例え

ば、将来の値引き）を得ます。これによって、当該企業は暗黙のうちにマー

ケティング活動を行い、顧客ロイヤルティーを高める一方で、資本コスト

を一段と引き下げます。

規模の相対的に大きい金融事業の資金調達に際して、従来型の金融エ

コシステムよりもP2P方式の資本調達プラットフォームを通じての資金調

達に要する総調達費用が低いこと。

機関投資家が受け取る情報と同等の情報を代替資本調達プラットフォー

ムが一般大衆投資家に提供できること。

潜在的な影響 必要な条件

7 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 



将来の 資産運用 

 利用可能性の向上。自動化によって、高度な資産運用サービスが大衆富裕層顧客

や一般大衆顧客にも広がっていくでしょう。

 透明性の向上。顧客は自分の投資に対する可視性が向上することから、これまでよ

りも容易に投資の調整を行うようになるでしょう。

 利便性の向上。顧客とのコミュニケーションやサービスの提供は、オンラインやモバ

イルを経由してオンデマンド（利用者の要求に応じて）で行われる傾向がますます強

くなるでしょう。

 パーソナル化。大衆富裕層顧客や一般大衆顧客は、より個人に合わせたサービス

やアドバイスの恩恵を受けることになるでしょう。

 費用効率の向上。資産運用業界では効率的でスリムな新規参入業者の参入によっ

て競争が促進されることから、資産運用アドバイスや資産運用サービスの費用は縮

小するでしょう。

資産運用

力を持った顧客

産運用は一段と民主的になり

つつあります。かつて高価で

労働集約型だったサービスが現在

はコモディティ化しつつあります。テ

クノロジーによって財務リテラシーが

以前の有力者や富裕層の枠を超え

て広まっています。

ロボアドバイザーはまるでサイエンスフィク

ションのようですが、現在では実在していま

す。ロボアドバイザーとは、実際は顧客の財

務状態を分析し、その顧客に適した投資内容

を提案するオンラインツールのことです。ま

た、ロボアドバイザーは投資ポートフォリオを

運用することができ、通常、定評のあるプレーヤー

の商品に投資します。

（Exchange-Trade Funds: ETF［上場投資信託］

のような）パッシブ投資ポートフォリオのみに投資

し、顧客に投資戦略を修正することを許可しない

自動投資アドバイザー（ロボアドバイザー）がある

一方で、顧客からのインプットの一部（例えば、銘

柄選択）に基づいてアクティブ投資を許可するロ

ボアドバイザーもあります。ポートフォリオのリバ

ランス（相場環境の変動などにより変化した投資

配分比率を調整すること）などのその他のサービ

スはわずかな手数料で自動的に提供されます。

その他のテクノロジーに関しては、ソーシャルトレー

ディング（不特定多数の投資家と不特定多数のト

レーダーを結ぶマッチングサービス）プラットフォー

ムが出現しており、ソーシャルトレーディンプラット

フォームでは利用者が意見や、戦略、市場に関

する知見を交換します。さらに、各投資家が投資

ポートフォリオを構築し、それを他の投資家と共

有することもできます。リテールアルゴリズム取引

という別の種類のプラットフォームでは、たとえ限

られた専門知識しか持たない投資家でも簡単に

取引アルゴリズムを作成、検証、運用できます。
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9 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 

こうしたトレンドは、金融機関にとって大衆富裕層

市場の衰退を示唆している可能性があります。こ

のシナリオの下では、リテール銀行はいつの間に

か自行の預金者を一段と初歩的な資産運用商品

を提供する新規参入金融機関に奪われてしまっ

ている可能性があります。対照的に、ハイタッチ

な（人間同士の心のふれあいを重視する）富裕層

市場では、各顧客を担当する個々の資産運用担

当者の役割がさらに一層重要になるでしょう。

その一方で、リテール銀行自体が自動サービス

を提供する方向に舵を切り、資産運用顧客の大

半のニーズに対応するかもしれません。従来型

のプレーヤーは初めての顧客セグメントの顧客

ニーズを満足するために提供サービスを順応さ

せていくという課題に直面する可能性がありま

す。今日の資産運用会社は事業を継続するため

にいつの間にか自社の価値提案を見直している

かもしれません。

もう1つの可能性は、影響力のある消費者が競

争の源になるというものです。消費者エキスパー

トはその構成が分散しており、絶えず変化してい

ることを踏まえると、これによって従来型の資産

運用商品の運用実績をベンチマークと対比して

評価することがますます困難になるでしょう。この

場合、従来型の金融機関は、同じ水準の投資利

益率を上げている消費者と一線を画すためにブ

ランドや信頼への依存度を一段と強めることにな

るでしょう。

こうしたトレンドの展開がどうなろうと、投資アドバ

イザリーサービスは資産運用商品から分離して

いく可能性が高いでしょう。顧客が相対的により

費用効率の高い新自動投資アドバイザー（ロボ

アドバイザー）に切り替えていくことから、資産運

用商品が自社の投資アドバイザリーサービスの

経路を通じて販売されるケースはますます少なく

なるでしょう。

また、従来型の資産運用会社は規模の優位性

が徐々に衰退していくのを目の当たりにすること

になるでしょう。より多くのプロセスが自動化さ

れ、より多くの人々がバーチャルチャンネルを利

用し、新規参入業者が引き続き低コストのインフ

ラを活用することになるでしょう。その結果はどう

なるのでしょうか。従来型の資産運用会社の利

益は減少し、より専門化したセグメントやサービ

スにおいて従来型のプレーヤー間の競争が激化

することになるでしょう。

もともとは十分なサービスを受けていない顧客のニーズに応えるための

ものであったオンラインツールや自動サービスが大衆富裕層市場におい

て従来型の資産運用会社のシェアを奪います。

資産運用会社は個人富裕層を対象にした高級サービスの提供に回帰し

ます。

新規市場参入業者に対する顧客の信用や認知度。

提供するサービスに顧客の気を引いて従来型の資産運用会社から新た

なプレーヤーに切り替えるのに十分な魅力があること。

自動サービスプラットフォームが、かつては高価だったサービス（例え

ば、税務上の損金算入）をコモディティ化し、富裕層顧客へ資産運用会

社が提供する価値を引き下げます。

バーチャルでない物理的な資産運用会社は、金融コンシェルジュサービ

ス、世代間の富の移転など特注サービスをより多く提供します。

既存の資産運用会社が、新たな機能を取得し実行できること、あるい

は、自動サービス提供業者との提携を受け入れること。

既存の資産運用会社が、個人的な関係を通じてのみ入手可能な高価値

サービスをうまく特定し、提供することができること。

個人投資家が従来必要とされていた専門知識やインフラなしに、投資専

門家としての役割を果たします。

リテールアルゴリズム取引プラットフォームやソーシャルトレーディングプ

ラットフォームは、個人投資家が投資の専門知識を共有したり、売ったり

することの効果的な手段となり、従来型の投資マネージャーと直接的に

競合します。

投資専門家が顧客の信頼を得るのに十分な運用実績をこれまで上げて

いること。

投資専門家がリターン、リスク、費用面で競争力のある価値提案を提供

すること。

投資アドバイザリーサービスの一定の質の確保に関する規制がよく理解

されていること。

潜在的な影響 必要な条件



保険の将来 

 パーソナル化。保険料の設定は集団のリスクよりも個別のリスクに基づいて行われる

でしょう。

 正確性。集団の内部補助がなくなり、自己のリスクに見合った保険料を支払う顧客が

多くなるでしょう。

 透明性の向上。保険会社が保険金請求を巡る状況をより可視化できるようになること

から、保険金の不正請求が減少するでしょう。

 データの充実。保険会社は、過去の静的データ（例えば、所有自動車の型式）に加え

て、行動データ（例えば、自動車の動作）も管理できるようになるでしょう。

 積極的な関与。保険会社は、よりよいデータを入手できることで、顧客により適切な内

容の保険条件を策定することになるでしょう。

保険

コネクティビティ（接続性）

の拡大
ンサー。コミュニケーションプロ

トコル。アドバンスドアナリティ

クス。モノに接続するインターネット。 

私たちにコネクテッドライフ（常にインターネットに

接続した生活）をもたらしたのと同じテクノロジー

が保険業界で変化を引き起こしています。

自動車は変化しています。最近の自動車は、オ

ペレーティングシステムを搭載しており、ユーザー

がインストールしたアプリを起動させ、インター

ネットに接続しています。センサーによって車の

あらゆる部分に関する情報がネット経由で収集

できるようになっています。事故の発生を未然に

防げるように車同士でコミュニケーションをとるこ

とができます。

ヘルスケア（健康管理）も変化しています。人々

はウェアラブル端末（身体に装着して利用するこ

とが想定された端末）を通じて自分の日常的な活

動を管理することができます。カテーテル治療の

ために特定の症状を測定、追跡、分析することが

できます。医療専門家はデータに基づいて症状

のパターンを把握し、治療の提言をすることがで

きます。

コネクティビティは家庭も変えています。デバイス

が室内環境を監視し、測定基準や機械学習の表

示に従って室内環境を修正します。また、デバイ

スは予防措置が必要となるリスクを感知すること

ができます―煙を感知し、警報やスプリンクラー

を作動させます。

これらのシステムすべてをリンクするテクノロジー

は既に存在します。これらのシステムは相互操作

可能になりつつあり、標準化されたプラットフォー

ム全域でストリーミング配信を行い、生活状況を

描写しています。車、人、家庭を接続するデバイ

スが、テレマティックス保険モデルをもたらす仕組

みを形作っています。

細分化の

勢い 

常時接続

された世界

代替融資

プラット 
フォーム 

顧客選好の

変化

代替資本

調達プラット 
フォーム 

次世代のプロセス

権限を付与

された投資家

よりスマートかつ 
高速な機械

売り手と買い手

を結びつける 

キャッシュレス

社会

非伝統的な

ペイメント方式

専門化された
ニッチ商品

顧客エン
パワーメント
（権限移譲）

自動化

インフラの

効率化 データの戦略的

な役割

仲介業者の
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こうしたコネクティビティの実現からもたらされる

結果として考えられるのは、保険のパーソナライ

ゼーション（個々人向けにカスタマイズすること）

です。保険契約や保険料の個別化が非常に進む

場合には、現在のように多くの保険契約者間で

相互連帯するモデルはもはや実行不可能となる

でしょう。

もう1つの反応としては、被保険者のリスクの積

極的な管理があるかもしれません。これを実行す

るためには、保険会社は保険ブローカーなどの

従来の保険ルートを避けて、顧客と直接接し関

わっていかなければならないでしょう。また、保険

会社は、顧客にもこのレベルの関与を受け入れ

ることや、行動を改めることを実行してもらう必要

があるでしょう。

3番目の可能性は、保険会社が個人データを活

用して、顧客により関連する価値を提供すること

です。このことは、保険会社が小売業者との関係

を管理するためのよりよい方法を構築しなけれ

ばならないことを意味しています。

既存の保険提供業者にとって、これらの結果は

いずれも非常に大きな変化を意味することは間

違いありません。保険会社はこれまで、主にリス

クを報告かつ軽減する方法としてデータを使用し

てきました。しかし、こうした新たなデータ流にア

クセスする能力を得ることによって、いままでの

機能はコモディティ化されつつあると同時に、消

費者にさらに力を与える体験機会を提供する魅

力的な競争相手が新たに生まれています。

こうした状況に対応するためには、保険会社は

保険契約の発行時や更新時だけでなく、保険契

約期間を通じてデータを収集、分析して、顧客の

財務状況やニーズをよりよく把握することが必要

となるでしょう。保険会社は対顧客対応リスクアド

バイザーとしての役割を強化しなければならない

でしょう。保険会社がこのように変化していくこと

はたやすいことではないでしょうが、こうした変化

をすぐに起こす必要があります～引っ張りだこの

顧客が逃げてしまえば、彼らを取り戻すのは至

難な業となるでしょう。

保険会社はコネクテッドデバイスを利用して、リスクプロファイルを追跡

し、経験的データに基づいてそれを継続的に改善することで、個々のリス

クをより正確に引き受けることが可能となります。

顧客はコネクテッドデバイスを活用してイベントベースの保険を購入し、

よりよい補償範囲を設定するために保険契約のパーソナライゼーション

を行います。

個人用コネクテッドデバイスの広範囲に及ぶ採用。

リアルタイムデータを使用してリスクの引き受けを常時更新することがで

きるアナリティクス。

保険会社、デバイスメーカー、電気通信会社間の協業。

顧客が保険会社に追加の個人データを開示することを受け入れること。

コネクテッドデバイスによって、保険会社はより頻繁に顧客と交流するこ

とができるとともに、積極的に顧客のリスクを管理する（例えば、ウェアラ

ブル端末を経由して収集したデータに基づいて健康相談を行う）ことがで

きます。

保険会社はリスクマネージャーに進化し、顧客の損失を食い止め、顧客

へより大きな価値を提供します。

将来リスクを予測できる高度なアナリティクス。

アドバイスに伴う責任を明確に把握すること。

リスク管理や適切なアドバイスの提供に関して顧客が保険会社を信頼し

ていること。

コネクテッドデバイスによって、保険会社は継続的に行動データを収集

し、顧客の身元やライフスタイルをよりよく把握することができます。

保険会社は小売業者など他の外部の第三者と連携してより的を絞った

アウトリーチ（周知・広報）活動（例えば、保険の提案）を行うために顧客

情報を収集します。

顧客の個人データが安全に管理されること、個人データの提供がより大

きな価値の提供につながることについて、保険会社が顧客に説得できて

いること。

個人データの使用に関する現在および将来の規制への準拠。

潜在的な影響 必要な条件

11 離陸許可：金融サービスを変える 5 つのメガトレンド 



結論

クノロジーが金融サービスを劇的に変化させつつあります。消費

者行動が進化するに伴い、従来型のプレーヤーはダイレクト

バンキングやモバイルバンキングの分野で新たな競争相手に直面し

ています。ペイメント市場では、現金決済や（恐らく）クレジットカード決

済がデジタル決済に取って代わられつつあります。このことはペイ

メント取引に対する金融機関の影響力を少なくとも多少失わせること

になるでしょう。分散型資本調達プラットフォームの出現によって、資

本市場が開放されつつあり、従来型の投資仲介業者は勝ち抜くため

に新たな価値提案の構築を余儀なくされています。

ロボアドバイザーやソーシャルトレーディングプラット

フォームの出現によって、資産運用が民主化され、大

衆富裕層市場が衰退する一方で、高級な投資アドバイ

ザリーサービスの提供へ回帰する兆候がみられていま

す。保険に関しては、我々にコネクテッドライフスタイルを

もたらしたテクノロジーによって非常に強い保険のパーソ

ナライゼーションが進行しており、顧客の「ウォークアウェ

イ費用（解約金）」がかつてないほど高くなっています。

こうした変化は破壊的ですが、突然起こるものではあり

ません。また、無作為に起こるわけでもありません。こ

うした変化は最も可能性の高い領域を狙って起こりま

す。つまり、顧客がイライラしており、小資本型で拡張

性のあるテクノロジーが適用できる領域です。これらが

組み合わさって、長期的なトレンドが生まれ、その中

から既存の金融機関が積極的で順応性のあるイノベー

ター（革新者）として台頭し、スタートアップ企業エコシス

テムの最も優れたアイデアに飛びついて、アイデアを実

現させていくことになるでしょう。

本稿では、新規参入企業やイノベーションがどのように

現在および将来の金融サービスビジネスを継続的に変

えているのかに関して一部だけ言及しています。世界経

済フォーラムとの連携を通じて、効果的な対応をまとめ

ることに特に注意しながら、複数の潜在的破壊領域につ

いて徹底的な調査を実施しました。本稿で考察したアイ

デアに関して読者の皆様とさらに話し合う機会を持てれ

ば幸いです。

詳細については、当社のウェブサイトのURL www.deloitte.com/future-of-fsi にアクセスしてください。デロイト

と共同で作成された「世界経済フォーラム報告書」を含む、本件に関する追加資料をご覧いただけます。

テ 
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