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読者の皆様へ
Inside誌10号へようこそ。Inside誌10月号を最高情報責任者（CIO）の特集号とする試みは今年で3年目に
なり、本号でも引き続き金融サービス業界に焦点を当てております。
本号ではこれまでと大きく変わり、黒とグリーンのビジュアルを採用しています。金融サービス業界が直面
するデジタル・ディスラプションを映し出して前面に押し出すとともに、新しいDeloitte Digital DNAをお伝え
するためです。皆様に気に入って頂けますよう願っております。
この創造的破壊の時代にあって、CIOが果たす役割は極めて重要です。CIOはテクノロジーに精通してい
るため、その可能性と限界について経営幹部に伝え、新しい事業戦略とオペレーションモデルを幹部ととも
に策定するとともに、将来の仲介機能が失われる業界に導入していかなければなりません。本質的な変容
の時代にこれらを成し遂げることは一筋縄ではいきません。まさに新しい冒険です。
しかし、世の中はめまぐるしく変わっています。新しく生まれてくる概念やトレンドをすべて把握し、スマート
コントラクトなどのテクノロジーの中からどれを実現するか、どのフィンテックが検討に値するかを決定するこ
とは至難の業です。CIOだけでなく、経営幹部全員が、金融セクターでデジタル化の浸透を図るためのあら
ゆる要素を真に理解しなければなりません。
エキスパートである本誌の執筆者は、創造的破壊に関するトピックに対して意欲にあふれています。彼ら
は、意思決定者が新しいパラダイムのすべてを理解するとまではいかずとも、認識できるようお手伝いする
ために記事を寄稿し、金融業界の次なる時代で競争力と効率を維持するために企業がどのように変わって
いくべきかについて知見を提供してくれています。
Inside誌最新号をお楽しみ頂けますよう願うとともに、ご意見、ご感想をお待ちしております。
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パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
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編集者より

読者の皆様へ
今年のInside CIO特集号のテーマを決めるにあたって、私たちは「創造的破壊を予定することは可能だろ
うか」と自問しました。情報技術が生活や仕事に重大な影響を及ぼすようになることを知ることは心躍るも
のですが、近い将来のことであれ、将来がどうなるかについて予想しようとするほど愚かな人はいません。
なぜなら、コラボレーティブ・エコノミー、モノのインターネット（インターネット・オブ・シングス（IoT））、フィン
テック、人工知能、ロボットなどの諸々がビジネスモデルやオペレーションモデルを根底から大きく変えて
いくからです。金融業界は仲介機能を失い、公務員はデジタル機器に取って代わられます。医療業界では
ロボットが手術を行い、個人が3Dプリンターを使って部品を作り始めるでしょう。
水晶玉がないとき、あなたは将来についてどう計画を立てますか…。
まず、注目を集めているテクノロジーをすべて明確に理解して、それらの本来の意義や限界を解明するこ
とから始めるでしょう。本号では、コラボレーティブ・エコノミーやIoT、オープンデータ、ブロックチェーンな
ど、関心を集めている概念に関して知見をお届けします。
次に、自社の情報システムが創造的破壊とそれに付随して生じる新たなオペレーションモデルを理解し、
サポートできるかどうかを評価しなければなりませんが、それは、デジタルネイティブ世代でもなければ無
理というものです。あなたは、デジタルネイティブ世代でしょうか。本号ではCIOの役割にフォーカスしなが
ら、金融サービス業界の基幹システムの置き換え、2速IT（速度の異なる2つのIT）、システムの無形化
（dematerialization）などの変革を伴う道のりについて分析していきます。
最後に、皆さんはベンチャーキャピタリストになる必要があります。冒険へと足を踏み出し、リスクの伴う意
思決定を下す覚悟をしなければなりません。すなわち、スタートアップ企業への投資あるいは提携、ビジネ
スモデルとオペレーションモデルの刷新のほか、未来のユニコーン（上場前の評価額が10億ドルを超える
事業）となる大きなポテンシャルを秘めた小規模事業に助力を求めたりする必要があります。当然ながら、
今後のEUの規制がデータ保護やプライバシーにどのような影響を与えるのか、競争優位を得るために現
在のデータセンターにおけるトレンドをどう活用すべきか、SaaSソリューションを活用して従業員の管理を
向上させるためにはどうすればよいのか等、皆さんが現在抱えていらっしゃる懸念や注目しているトピック
も取り上げています。
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Inside本号を皆様にお楽しみ頂き、新たな知見をご提供できますよう願っております。
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フィンテック
CIOはベンチャー
キャピタリストたれ
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金融技術は、サービス業界で成功した多くのスタートアッ
プ企業のモデルを踏襲しています。つまり、商品やサー
ビスを自ら保有せずとも、それを改良し、関連するさらな
るサービスを構築することができるのです。例えば、
ウーバーは世界最大のタクシー会社ですが、営業車両
を一台も保有していません。フェイスブックは世界で最も
人気の高いメディアを保有していますが、コンテンツは何
一つ制作していません。エアビーアンドビーは世界最大
の宿泊施設プロバイダーですが、実際には施設を保有し
ていません。ここでは、非常に興味深い現象が生じてい
るのです。
金融サービス業界では現在、ITスタートアップ企業が非
常に活発な動きを見せており、「フィンテック」という、独自
の名称も生まれました。
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はじめに
スタートアップ企業やテクノロジーに詳しい人々は今や、
有力金融機関のビジネスモデルを揺るがすチャンスを手
にしています。技術革新と創造的破壊（ディスラプション）
をもたらしうるこの新しいチャネルを活用するため、CIO
はこれまでの買収路線から提携へと軸足を移していかな
ければなりません。こうした新しいプレーヤーと協力して
いく方法には複数あり、それらは往々にして、大規模金
融機関の視点とはかけ離れています。CIOが将来のト
レンドに対して自社組織の準備を整えるには、ベンチャー
キャピタリストの視点に立って、フィンテック企業を見てい
くことが必要になります。
近年、テクノロジーの世界では大規模なM&Aが進んでい
ます。広く知られているのは、フェイスブックが190億ドル
でワッツアップを買収した事例です。ワッツアップは、デジ
タルコミュニケーションの世界の革命を目指していた大企
業から生まれたわけではありません。同じ企業に勤めてい
た2人の技術者がアップルのアップストア、スマートフォン
向けの一連の新しいアプリケーションといった幅広いイノ
ベーションのサポートからメリットを享受する改善点を特
定したところから誕生しました。フィンテックのスタートアッ
プ企業は、創業当初のワッツアップと何ら変わりはありま
せん。銀行や金融サービスの中核事業は明確ですが、こ
うしたサービスのデジタル化によって生まれる大きな改善
余地は内部の人間の視点からは必ずしも見えません。
フィンテックのスタートアップ企業は、エンドユーザーと近
く、業界外部の視点というメリットを享受しています。CIO
がフィンテックに注目すべき理由は多数に上りますが、す
ぐにもそれを実行すべき理由はそれ以上に多く存在して
います。
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フィンテックはなぜ注目の的なのか?
金融機関は近年、厳しい環境の中で事業を展開してきま
した。大規模プレーヤーのビジネスモデルは消費者と規
制当局のプレッシャーにさらされ続け、より柔軟な小規模
プレーヤーにとって有利な状況となっています。フィンテッ
クの傘の下で事業を展開するこうした企業は、金融サービ
スの提供方法に対して一層の変化をもたらす恐れがあり
ます。一方、顧客は金融機関とのかかわり、とりわけデジ
タルプラットフォームの利用に対して、一層大きな期待を
抱くようになっています。

銀行業務に活用されるITに構造的な変
化が生じており、ITソリューションを社内
で開発する必要はなくなりました
フィンテックが今日ブームを巻き起こしている背景には、主
な理由が2つあります。まず、2008年の金融危機を受け、
大規模な金融機関で新規採用の凍結とレイオフが行わ
れ、金融の優秀なエキスパートがスタートアップ企業に転
職したり、起業する余地が生じました。
2番目の理由は、技術費用の低下と関連しています。CB
Insightsによると、起業コストは2000年以降、約1,000分
の1に縮小しました。金融サービス業界への参入を図りた
いスタートアップ企業にとっては、コストが大きな障壁でし
たが、クラウドコンピューティングをはじめとするサポート
技術の台頭により、市場への参入コストが大幅に低下し
たのです。
さらに、サービスのデジタル化があらゆる業種で一般的に
なり、顧客はデジタルプラットフォームを通じて一層の柔軟
性と双方向性を期待しています。優れたユーザー体験を
提供することのできる小規模で柔軟性の高い企業にとっ
て、この種のサービスの開発は容易ではあるものの、たい
ていの場合、これらの企業はそれを活用する中核ビジネ
スを欠いています。かたや大規模金融機関プレーヤーで
は、中核ビジネスが強固ではあるものの、革新的なサービス
を迅速に市場へと導入する柔軟性と能力を欠いています。
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金融サービス会社はなぜ、フィンテックのスタートアップ企
業にベンチャーキャピタル投資を行うのか？
しかし、銀行などの金融機関は、なぜフィンテックに投資し
ているのでしょうか。これまでと同様、成長分野の企業にい
ち早く投資することが目的なのでしょうか。それとも、顧客
ニーズに対応するため、流れに乗り遅れず、デジタルサー
ビスの提供に特化した革新的なITセクターの発展に加わろ
うとしているのでしょうか。2008年に始まった金融危機 ―そ
の発端がリーマン・ブラザーズの破綻か、あるいはその1年
前のノーザン・ロックの崩壊かについては議論の余地があ
りますが― 以降、銀行はコスト削減に向かいました。多額
のIT予算をカットし、ITサポートスタッフも削減しました。
銀行業務に活用されるITに構造的な変化が生じており、IT
ソリューションを社内で開発する必要はなくなりました。最も
重要な基幹系のITシステムですら、サードパーティーのサ
プライヤーで実施可能であると考えられるようになりまし
た。しかし、最大の変化はデジタル革命によってもたらされ
ました。基幹系システムのメンテナンスや、ますます厳格化
し、絶えず変化する規制に対応しなければならないという課
題は、極めて多大なコストを必要とします。
しかし、こうしたレガシーシステムの入れ替えがほとんど計
画されていない反面、銀行は顧客の求めるサービスを提供
するためにアプリケーションへの投資を避けて通ることはで
きません。同じ調査によれば、ほとんどの欧州の銀行では
銀行の基幹系システムの更新が議題にあがっておらず、現
行システムの維持とビジネスニーズに対応するための漸進
的な変更に投資を実施している例がほとんどでした。
オンラインバンキングやモバイルバンキングサービス、非接
触型決済、モバイル機器間の決済、さらにはウェアラブル
技術を銀行業務に活用する案までが、いずれもすでに設
計・計画されたり、検討されたりしています。銀行にとって、
社内開発がすでに既定路線ではない現在、デジタル革命と
は銀行にとって、ITの開発手法を新たに見出さなくてはなら
ないということです。一方で、グーグルやフェイスブックと
いったITを熟知した企業が特定の金融サービス提供におい
て、規制当局の認可を得ています。こうした企業にとって、
金融機関の中核業務は魅力的ではないものの、彼らは金
融サービスに情報の拡充をもたらす絶好の位置につけてい
ます。金融会社にサービスを提供するITスタートアップ企業
へのベンチャーキャピタル投資を行うことで、うまくいけば
CIOは信頼できるサプライヤーのエコシステムを構築し、そ
こから最終的に求める製品を手に入れられるかもしれま
せん。現在の優位なポジションを維持するため、CIOはデジ
タルサービスを早急に導入する必要があります。

スタートアップ企業や小規模企業が創出してきた勢いと同
時に競合企業が銀行業界の情勢を変える宝石を発見し、
投資するかもしれないというリスクから、一連の明確なイン
センティブが出現しています。この新しい業界が集めてい
る資金は2008年の20億ドルから2014年には120億ドル
（CB insights – The future of Fintech and banking,
2014）に膨らむなど、年を追うごとにますます多くのベン
チャーキャピタルを惹きつけており、リスク選好度が高い投
資家は、この業界への投資に確信を抱くようになるでしょ
う。フィンテックへの投資額は大きく伸びています。保険関
連のテクノロジーを手がける企業は広義のフィンテック業
界の一部であり、2010年以降で21億2000万ドルを調達し
ました。そのうち実に13億9000万ドルは、2014年の年初以
降に調達された金額です。今年はすでに過去最高の水準
に達しており、この分野において、投資家からの調達額は
当初の9倍にも達しています（CB Insight）。このような成長
著しい企業と銀行業界が抱える多額の資金との間を結ぶ
仲介役を果たすのが、CIOです。

フィンテックのスタートアップ企業にベンチャーキャピタル投
資を行うことは、従来通りの投資よりも難しいのは明らかで
す。IT費用は短期的な利益を生まないばかりか、失敗する
確率が高いものと見なされることが多いという点を、CIOは
ベンチャ ーキャピ タリ ストとして乗り 越えなく ては なり ま
せん。とはいえ、構想が軌道に乗ればスタートアップ企業と
の提携は大きなリターンをもたらす一方、失敗した場合は
CIOの組織の責任は限定されます。提携は、資金協力やス
タートアップ企業が手に入れにくい資源へのアクセスという
形でも可能です。但し、スタートアップ企業は大手プレー
ヤーとの提携を嫌う場合が多いため、CIOは投資妙味があ
るベンチャーに対して適切なインセンティブをもってアプ
ローチすることを学ぶ必要があります。
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スタートアップ企業に対するベンチャーキャピタル投資の
現状
フィンテックに投資している大規模金融機関は当然、最高
のスタートアップ企業、つまり、創造的破壊の最大の潜在
性を秘めたスタートアップ企業を支援したいと考えていま
す。ここに、シリコンバレーに押し寄せる大手金融機関の
抱える重要な矛盾が横たわっています。こうした金融機関
には、スタートアップ企業からアイデアを借用したい企業
や、すぐさまテクノロジーを購入したいという企業すらあり
ます。しかし、金融業界の収益性の高い事業活動に創造
的破壊をもっとも成功裏にもたらすスタートアップ企業は、
大手銀行と手を組むメリットについて最も納得しそうもない
企業です。また、規模が大きく、動きの鈍い銀行や保険会
社の企業風土は、敏捷なスタートアップ企業のそれとは正
反対です。しかも、注目を集めるスタートアップ企業は、ベン
チャーキャピタル投資家を 選べる立場にあります。その
一方で、信用度や信頼、事業免許（銀行免許や保険免
許）等、フィンテックのスタートアップ企業がとかく必要とし
ているものを保有しているのは金融機関であるため、金
融機関がスタートアップ企業の眼中にないわけではありま
せん。
一方、金融機関の支援を必要としない規模の大きな企業
も金融技術の開発に力を入れています。こうした技術開
発の最前線を走るのがアマゾンやグーグルをはじめとす
る大規模企業で、こうした企業は、顧客の嗜好や期待値
に対して銀行よりも大きな影響を与えられます。例えば、
アマゾンがビットコインでの支払いを認めれば、アマゾン
に知名度があるためビットコインの信用度が大幅に高まり
ます。その一方で、銀行が戦略を明確に説明しないまま
ビットコインの預金を受け入れれば、顧客にプラスの影響
を与えないかもしれません。
規制当局はこれまで、仮想通貨の流れを追跡することが
難しいとの理由から、金融機関に対して、仮想通貨の運
営会社に銀行サービスを提供したり、顧客が仮想通貨を
購入および保有できるようにしたりしないよう目を光らせて

10

きました（Coindesk, 2013）。規制当局は、マネーロンダ
リング対策や米国が制裁を科している国々への資金の流
出をチェックする体制が不十分な銀行を取り締まってきまし
た。しかしながら、銀行は、最新のトレンドやテクノロジーに
遅れを取らずについていくために、こうした企業に対する投
資を続けています。デロイト・ベルギーがフィンテックのス
タートアップ企業のアクセラレータを構築するためにINGベ
ルギーと提携したのも、まさにこれが目的です。
仮想通貨はイノベーションとしてなお大きな可能性を秘めて
おり、銀行はこの分野の小規模企業をどうしても素通りでき
ません。運営会社自体は投資対象として適格ではなかった
としても、仮想通貨が使用されているエコシステムやそれを
支えるテクノロジーには、大きなポテンシャルがあります。
例えば、ビットコインのアーキテクチャが取引を記録するた
めに活用しているブロックチェーンの概念が拡張され、ス
マートコントラクトという新たな概念をサポートするように
なっています。
仮想通貨業界が規制当局から幅広い認可を得て、利用で
きる銀行のバックオフィスサービスの範囲を広げられれば、
こうした投資は最終的に金融機関と仮想通貨との間の関係
性を深める可能性があります。また、このビットコインの話
は、金融サービス業界に到達しつつある創造的破壊のイノ
ベーションのほんの一例にすぎません。
進化のシナリオ
フィンテックのスタートアップ企業は次第に、地理的クラス
ターに集中するようになっています。非常に有望なアイデア
にとって、シリコンバレーやロンドンをはじめとする地域には
好機が存在しています。大規模企業がインキュベーターや
アクセラレータを提供し、この分野における将来のリーダー
との提携のチャンスを広げているためです。
フィンテック企業は金融サービス会社に引き続きデジタル
サービスの拡充を呼び掛けていますが、フィンテック業界は
極めて細分化されており、人々の資金を扱う性質上、能力
と信頼性を示す明確なイメージが必要です。金融機関が小
規模なフィンテック企業に対する影響力を持つのは、この点
です。人々は自身の利用する金融機関について理解してお
り、当該金融機関を取り巻く規制環境に対して信頼を寄せ
ています。こうして生まれた信頼関係をテコに、新しい金融
技術の普及を促進することができます。

このトレンドを分析しているのは、金融機関だけではあり
ません。アップルペイやグーグルウォレットは、フィンテッ
クの商品やサービスは銀行や大手金融機関の排他的な
領域ではないことを明確に示す例です。次なる最高の
フィンテックの商品やサービスを開発しようと銀行とデジ
タルサービスプロバイダーが凌ぎを削れば、そうした企
業が提携したいと考える、フィンテックの最有力企業も明
らかになるはずです。
現在は、動乱期の幕が開いたところです。フィンテック企
業が増えるに伴い、市場に導入される商品やサービスも
増えます。従来型のモデルが衰退すると、新しく、改訂さ
れ、仲介機能を失った金融サービス産業において、従来
型サービスを統合するために何もしない場合、フィンテッ
クの新しい商品やサービスが例外ではなく多数派になる
可能性があります。金融機関とそのCIOは今すぐに、こ
うした変化に対して準備を進めなければなりません。ま
た、銀行は、顧客がこうしたテクノロジーの採用を受け入
れる可能性について評価をスタートさせるべきです。顧
客は明らかに銀行の現行サービスを改善してほしいと
考えていますが、あれこれ細かく指示してくれるわけで
はありません。ただ提供されたものを評価して、利用す
るかしないかを決めるだけです。

結論
フィンテックのスタートアップ企業への指針はな
く、誰かがフィンテックに革命を起こすまでこの状
況は変わりません。大手金融機関のCIOは、自
社と小規模企業との間を結ぶ架け橋の構築に
着手しなければなりません。フィンテックの世界
は再現が困難な変化に見舞われる可能性が高
いため、早期にその変化に関与する企業に競争
優位がもたらされるはずです。
CIOは、伝統的な経営幹部と金融業界に画期的
なソリューションを開発している新世代との間の
架け橋として機能しなくてはなりません。テクノロ
ジーが信頼性が高いかを判断し、それを金融
サービスの文脈の中でとらえる専門知識がCIO
にはあります。CIOはこの専門知識を活かして、
提携が成功への最短距離であると、双方を説得
しなければなりません。

フィンテック企業がIPOや大規模な上場企業との合併を
開始すれば、この分野の注目度はますます高まり、明ら
かなリーダーが現れます。そうすれば業界の進む方向
性が明確になり、規模が小さすぎる企業や自力で生き
延びるほどの革新性を持たない企業は淘汰されていくで
しょう。

出典：
https://medium.com/bull-market/a-cynic-s-guide-to-Fintech-3cd0995e0da3 - A cynic’s guide to Fintech
http://venturebeat.com/2015/03/16/8-emerging-sectors-in-Fintech-that-global-investors-should-explore-now/ - Categories of Fintech
Tech Trends 2014 - Deloitte - Technology Services - Insights:
http://www.seattletimes.com/business/insights-not-profits-draw-banks-to-tech-startups-big-banks-court-tech-startups-for-insights-more-than-profits/
http://www.computerweekly.com/news/2240227585/Financial-services-startups-whats-in-it-for-the-banks
http://cdn2.hubspot.net/hub/310641/file-1445626583-pdf/Rise_of_Fintech_in_Finance/Fintech_DEF.pdf?t=1413451665739
http://www.ukFintech.com/future-of-Fintech/the-Fintech-revolution-its-only-just-begun
http://hollandFintech.com/money-of-the-future-2015/
http://uk.businessinsider.com/these-2-simple-slides-show-just-how-hot-Fintech-is-right-now-2015-5?r=US#ixzz3g45EZpmo
http://www.coindesk.com/eu-banking-regulator-warning-virtual-currencies/
https://www.cbinsights.com/
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コアITトランスフォーメーション（基幹系システムの変革）
は、金融サービス業界における新しい規制環境と競争情
勢において効率的に事業を運営するために不可欠なだ
けではありません。CIOにとって、新しい収益の柱を育成
する絶好の機会でもあります。
はじめに
現在の規制、経済、テクノロジーの状況は、適応するか、
さもなければ市場シェアを縮小するかの選択を金融サー
ビス業界に迫っています。そんな中、ITトランスフォーメー
ションがCIOにとって、かつてないほど注目すべきトピック
になっています。
変革が必要な理由
先般の金融危機に伴い、規制圧力が高まりました。規制
当局から求められるKPI（重要業績評価指標）や報告書は
増加の一途をたどり、コストの大幅な増大を招きかねま
せん。デロイト・ルクセンブルクがITの効率性に関する調
査の一環でインタビューした銀行のうち、69％は投資の最
優先事項として「規制とコンプライアンス」を挙げ、この項
目がIT総費用に占める割合は平均18％に達しました。
EMIR、FATCA、AIFMD、税の透明性、MiFID IIは、ます
ます増え続ける規制リストのほんの一部にすぎません。法
令遵守を徹底するためのコスト急増を回避するため、多く
の企業は効率性追求プロジェクトに着手し、レポーティン

グや業績指標に使用する質の高いデータの提供源となる
データストアへのデータの収集・集約を合理化しようとして
います。しかし、多くの特別報告書が残されることとなり、こ
れがITコストに悪影響を及ぼしています。
新しいプレーヤーはレガシーシステムのメンテナンスに多
額のコストを負担する必要がないため、基準コストが低く、
通常はより安価なサービスを顧客に提供できます。このた
め、現行ビジネスモデルが脅威にさらされています。例え
ば、決済業界は2014年に力強い成長を示しました。テクノ
ロジーの巨大企業であるアマゾンやアップルは、決済市場
に資金を投じ長期的に事業を拡大する意欲を隠そうともし
ていません。この業界の様々なニッチ市場（送金／振替、
決済手段、決済処理、決済ゲートウェイ等）に資金を投じて
いるスタートアップ企業も次第に増え、これらの企業は従来
型の銀行から市場シェアを奪っているばかりか、エンドユー
ザーとの関係において銀行に取って代わっているため、銀
行と顧客との間で断絶が生じています。
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顧客は、サムスンのような大手企業が存分に活用してきた
ようなテクノロジーの進歩のスピードにあらゆる産業が歩
調を合わせるべきであると考えており、企業に対する要望
はますます高まっています。テクノロジー関連の巨大企業
は今日、顧客体験を向上させるためのテクノロジーの有効
活用におけるベンチマークとなっています。数多くの銀行
は現在この分野に投資を行い、旗艦支店の開発・建設な
どに着手しています。しかし、銀行における究極の顧客体
験の完成まではなお道半ばであり、ディボールドの
Responsive Banking Concept（ハイテクを駆使したキオ
スク型の店舗環境が予め構築された小型支店）のようなプ
ロトタイプが未来の銀行への道を切り開きつつあります。
競争も圧力を高めています。例えば、フォレスターの最近
の調査によれば、金融サービス業界では対象企業のうち
42％が現在、ITプラットフォームの大幅な改革プロジェクト
に取り組んでおり、9％はすでに取り組みを完了、37％が
2015年中に改革に着手する計画です。ここでも、営業力
の強化だけでなく、顧客サービスや顧客体験の向上が、こ
うしたプログラムの主な動因と考えられています。
ITトランスフォーメーションを売上拡大の好機として利用する
CIOは最近まで、コストの管理と基準コストの削減を求めら
れていました。CIOは、今後もこれを続けるか、あるいは現
状を好機ととらえて競合企業の一歩先を行き、自社の売
上を拡大させることができます。売上の拡大を実現するに
は、CIOはビジネスを担う他の幹部（最高マーケティング責
任者、最高デジタル責任者等）と協力し、新しい収益の柱
を特定する必要があります。これを実現する方法は、複数
あります。
最も明快な方法はおそらく、既存の顧客基盤を維持するだ
けでなく、競合企業から顧客を奪い、次世代の顧客を惹き
つけるための手段として、画期的な新機能を導入すること
でしょう。つまり、企業が素早く、相次いで、着実にイノベー
ションを起こさなければなりません。このためには小幅の
変更を短期間で、かつ合理的なコストで組み込むことがで
きる基幹システムが必要で、カスタム開発されたレガシー
システムではとうてい対応できません。
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このほか、情報システムを新しいインタラクション・チャネ
ルに開放する方法もあります。そうすれば顧客は、好みの
コミュニケーションチャネルを選べるようになります。当然
ながら、基幹システムは、正確かつ最新の情報を提供し、
エンドツーエンドのトランザクションをリアルタイムで実行し
なければなりません。ただ単に、夜間バッチ処理で掲載さ
れた古いデータを閲覧するための端末を顧客に提供した
り、数時間後にバックオフィスで処理される注文を行ったり
するだけでは不十分です。しかも、この影響は顧客だけに
留まりません。情報システムを提携先にも開放すれば、企
業は新たな収益の柱を得られます。繰り返しになります
が、第三者とシームレスに統合するには、電子チャネルに
おいて合理的なコストでストレート・スルー・プロセッシング
（STP）を迅速に提供できることが必須条件になります。
顧客サービスや商業上の生産性は、プレディクティブ・ア
ナリティクスによって改善が可能です。企業は得てして、
顧客が不満を募らせて連絡し、クレームをつけてからでな
いと行動しません。しかし、通常は、顧客がプロバイダー
を変更する前に事前に連絡したり、理由を説明したりする
ことはほとんどありません。現在では、大量の顧客データ
を活用して顧客のニーズや行動を見越し、適切なサービ
スを自ら率先して提案することも可能です。プレディク
ティブ・アナリティクス、先進のビジネスルール、自動化プ
ロセスを利用すれば、クロスセリングの機会を特定した
り、顧客が自身のニーズを把握または問題点を特定する
前に、問題点を指摘したり、解決策を提案したりすること
ができます。可能性は無限です。例えば、顧客が時々し
か使用しない口座に月額手数料を支払っている場合、顧
客が不満を募らせる前にコンタクトを取り、ニーズに見
合った口座を提案できます。「ネクスト・ベスト・アクション」
もまた、様々なチャネルを通じた適切かつ整合性のある
価値提供を支援することのできるソリューションであり、テ
イラーメイドの的確かつ迅速なサービスを適切なチャネル
を通して堤案することができます。
収益を伸ばすもう一つの方法は、人間が従来行っていた
タスクの自動化を進め、最新の人工知能エンジンを駆使
することによって情報処理量を増やすことです。ロボットで
も実行できる「知的な作業」は次第に増えており、これが
大きな潮流になりつつあります。ロボットによる投資などで
は、多くのプライベートバンクのサービスの利用に必要な
現金資産が不足している顧客層に投資ポートフォリオの
構築・開発手段を提供しています。

最も明快な方法はおそらく、既存の顧客
基盤を維持するだけでなく、競合企業から
顧客を奪い、次世代の顧客を惹きつける
ための手段として、画期的な新機能を導
入することでしょう
また、ロボットによる投資は現在パッシブ運用戦略を採用し
ているものが主流ですが、プライベートバンクが一般に適
用しているアクティブ運用戦略と比較して必ずしも長期的な
パフォーマンスが悪いというわけではありません。これは、
ウェルスマネジメント業界に脅威と見なされるでしょうか。必
ずしもそうとは限りません。プライベートバンクは通常、フィン
テック企業が利用できない投資機会にアクセスできるから
です。また、個人富裕層（HNWI）顧客それぞれに対応した
個別サービスを提供するうえで、人と人とのコミュニケー
ションを中心に据える銀行が依然として大半を占めていま
す。また、銀行は顧客に提供する投資アドバイスのスピード
アップと量の拡大に利用できることから、ロボットによる投
資は好機とさえ見なされる可能性もあります。
ITインフラをすでに近代化し優れたコストパフォーマンスで
サービスを提供できるITパートナーにオペレーションの一部
をアウトソーシングするメリットがあると考えている企業が外
部あるいはグループ内にあれば、銀行はそうした企業に対
して現行システムや新設したIT能力をサービスとして最終
的に提供できます。また、バリューチェーン全体を自社で運
営するために必要な組織能力を必ずしも保有していない新
規参入企業にそうしたサービスを提供することも当然考え
られます。さらに、コアトランスフォーメーション・プログラム
を完了した銀行にとっては、BPOを通じてバックオフィス
サービスを提供することで多額の投資を有効活用すること
も理にかなっています。しかしながら銀行は、新規参入企
業のバックオフィスとなることで自身を制限しないように注
意する必要があります。
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どこから始めるべきか？
では、IT組織の変革はどのように行うべきでしょうか。ビッ
グバン・アプローチを採用するべきか、それとも反復的に実
施すべきでしょうか。また、社内で実施すべきか、あるいは
社外の助言を仰ぐべきでしょうか。ここでは、4つのターゲッ
トモデル（入れ替え、改修、マルチソーシング、全面的な無
形化（dematerialization））を明確に区別します。いずれに
おいても、CIOとそのチームに対して求められるスキルセッ
トは異なります。
入れ替えは新しい基幹パッケージへの移行を伴い、新たに
導入する基幹システムが提案するプロセスにスタッフを適
応させるため、通常はコア・オペレーションモデルを根本的
に変えなくてはなりません。
改修は入れ替えとは別のタイプのトランスフォーメーション
であり、レガシーコードを最新技術に合わせて大幅または
全面的に書き直し、ソフトウエアアーキテクチャも合わせて
再編成することを目的としています。一般にプロセスには
触れないため、コア・オペレーションモデルのそうした変更
は不要です。
これほど大掛かりなトランスフォーメーション・プログラムを
成功に導くには、CIOは「ナビゲーター」として、本番稼働ま
で取り組みを支えるとともに、最も重要な要素である大規
模プログラムのデリバリーにおける組織能力の強化に向け
て体制を整えなくてはなりません。
マルチソーシング・アプローチはベストオブブリード（最高品
質）により近い概念で、業務が分野ごとに様々な外部のビ
ジネスプロセスアウトソーシングプロバイダーにアウトソー
スされ、複数の市販パッケージや社内もしくはソフトウエア
開発の受託会社が構築したカスタム製品によってサポート
されます。企業は自社の強みや差別化要因と見なされる
部分に専念し、それ以外の部分はエキスパートに任せるこ
とになります。この場合、CIOは「橋渡し役」となり、オペ
レーション（無駄のない、エンドツーエンドのプロセス構築に
向けた協力）の面だけでなく、プロジェクトのデリバリーやア
プリケーションのサポートの面でも様々な関係当事者をま
とめていかなくてはなりません。大手企業は次第にこうした
システム構成を採用するようになっており、マルチソーシン
グ・インテグレーター（MSI）という新しい役割の導入が求め
られています。この役割には、2つの面があります。まず、
オペレーションに関する役割では、サービスリクエスト（簡
単なリクエスト、インシデント、問題）の発生時に、それが
適切に対処され、最終的には外部の適切なサービスプロ
バイダーに報告されるよう確保します。2番目はプロジェク
トに基づくもので、効果的かつ効率的なエンドツーエンドの
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ソリューションの構築、テスト、導入に向け様々な関係者を
束ねる役割です。この役割は社内のIT部門が担う場合も
あれば、外部にアウトソースする場合もあるでしょう。いず
れにおいても重要なのは適切なアーキテクチャを明確化
すること、そして、各当事者の役割と責務を明確化して周
知させ、問題点が生じた場合に当事者間の論争を最小限に
抑えられるよう、しかるべきガバナンスを導入することです。
全面的な無形化（dematerialization）においては、自社
の情報システムをあくまで最小限に抑制します。この概念
では、情報と実行業務が複数のサービスサプライヤーに
振り分けられ、おそらくはクラウドに配備されるか、あるい
は外部のプライベートインフラストラクチャに配備される
ケースも考えられます。CIOの役割は「アグリゲーター」の
一種であり、その責務は、核となる情報システムの構築と
維持です。この情報システムは、実行サービスを集約し、
外部のサービスサプライヤーがサポートする情報をまとめ
る役割を担います。こうした無形化を目指す企業のCIOは
ある意味、自身の役職名の示す原点（つまり、最も重要な
責務はオペレーションの実行ではなく、情報）に回帰しつ
つあるということになります。
トランスフォーメーションは、もはや一度限りのプログラム
ではない
こうしたトランスフォーメーション・プログラムは通常、多額
の投資を伴い、失敗する確率が非常に高くなっています。
主たるリスクは、ビジネス側の関与と承認が不十分な点に
あります。つまり、ビジネス側は往々にしてトランスフォー
メーション・プロジェクトを単なるITプログラムととらえ、初
期段階では特に、必要要件の定義などの必要なインプット
を提供しないということです。プロジェクトが仮に失敗した
場合、その責任はCIOにあるとみなされるため、CIOは特
にそのリスクにさらされます。また、一般的には、自社組織
のIT部門やビ ジ ネス部門が こうした大規模 なトラン ス
フォーメーション・プログラムをデリバリーした経験がない
という経験不足によって生じる課題もあります。最後に、新
しいパッケージへの移行に際しては、ベンダーの関心や経
営資源を必要とする競合プロジェクトが複数存在している
ため、ベンダーの協力を確保することがプロジェクトの成
否を分けます。
失敗リスクを最小限にとどめるため、企業はプログラムを
進めながら調整を加え、新たな要求を集約していくべきで
す。最終的にはビッグバンプロジェクトとして展開される長
期プログラムにおいて終盤で失敗が判明することを避ける
ため、CIOは2速ITを導入し、最終的に目標とする状態の

結論
•

基幹系レガシーシステムの変革は、企業が現在の経済環境、規制環境
で生き残るために必要であるだけでなく、画期的なサービスと優れた顧
客体験の市場への投入により収益拡大と競合企業との差別化を実現す
る好機でもあります。

•

企業は、こうしたITトランスフォーメーションに乗り出す前に、その目的を
明確にすべきです。目的と企業規模に応じて、入れ換え、改修、マルチ
ソーシング、全面的な無形化という複数のターゲットモデルがあります。

•

「ナビゲーター」「橋渡し役」「アグリゲーター」等、各モデルでCIOに求め
られるスキルセットやマインドセットは異なります。

大規模なITトランスフォーメーション・プロジェクトに乗り出
す主な理由は、IT効率の向上の必要性と、収益拡大の機
会にあります。しかし、この変革は一度限りのプロジェクト
と考えるべきではありません。テクノロジーの進化のペー
スが急速なため、将来にも絶えず適応が必要になります。
このように変化が常態となれば、CIOは社内でしかるべき
職務能力と技術力を構築し、将来にわたってこのようなト
ランスフォーメーション・プログラムを推進し、支えていかな
ければなりません。そうするには、プロジェクトのデリバ
リーにおいて、無駄をそぎ落としたITプロセスを導入するこ
とが必要です。例えば、IT部門内の開発・運用業務間の
ギ ャ ッ プ を 埋 め る た めの ソ フ トウ エ ア 開 発 手 法 であ る
DevOpsなどが求められます。トランスフォーメーション・プ
ログラムは、ITに対して柔軟性と敏捷性の向上を求めるビ
ジネス需要に直接対応する種類の取り組みであり、CIO
がITプロバイダーから本当の意味でビジネスパートナーへ
と進化を遂げる助けとなるはずです。

出典：
Forrester’s Q3 2014 Global Financial Services Architecture Online Survey

€

€

ITプラットフォームを段階的に構築します。つまり、現行
アーキテクチャで一部ビジネスを運営しながら、他の部分
あるいは既存・新規機能を準備ができた時点で段階的に
新規アーキテクチャに移行または同アーキテクチャに構築
していくわけです。この手法は、本質的に従来型のITと異
なる導入手法を必要とするデジタルプロジェクトに特に適
しています。デジタルプロジェクトを別のプラットフォームで
実行すれば、ビジネス部門とIT部門は「実践しながら学習
を繰り返す」反復的アプローチを採り、フィードバックルー
プや開発・テストサイクルを短期化させることになります。
しかし成功させるには、ビジネス部門とIT部門のリーダー
が従来のクライアントとプロバイダーの関係を超越しなけ
ればなりません。強力なパートナーシップを築き、両部門
のリーダーが自身のマインドセットを広げ、ビジネス部門と
IT部門間の整合性、イノベーション、連携を高めるために
互いの立場に立たなければならないのです。また、IT部門
はソフトウエアを迅速に開発し、リリースする反復プロセス
を最適化することも求められます。
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銀行の将来像
創造的破壊の波に乗り、
新しいパラダイムに備える
パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション・リーダー
デロイト

チボー・ショレ
（Thibault Chollet）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

新しい規制の遵守、コスト削減、機動性の追求、優れ
た顧客体験の提供等、銀行は今日、大きな課題に直
面しています。しかしながら、行く手に横たわる脅威に
比べれば、こうした課題はさほど大きな問題ではあり
ません。すなわち、フィンテック企業や他の専門サー
ビスプロバイダーによって具体化された創造的破壊の
脅威です。生き残るための準備は万全でしょうか。
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はじめに
銀行は現行の要求に効率的に対処すべく、情報システム
の変革をなお推進しています。その一方で、テクノロジーに
裏打ちされた新規参入企業から今まで以上の大きな圧力
にさらされ、創造的破壊に直面する新たな経済の中で生き
抜くためにビジネスモデルや銀行プラットフォームの見直し
を迫られています。
銀行は従来、カスタム開発するか銀行ソフトウエア・プロバ
イダーから購入するかのいずれかの方法で、基幹系のレ
ガシーシステムに多額の投資を行ってきました。しかし、ビ
ジョンやアーキテクチャ・プランニングを欠いていたことに加
え、新しい技術領域であるソフトウエア・エンジニアリングの
経験も不足していたため、幾つものソフトウエアの山と、融
通の利かない硬直的で高額な銀行プラットフォームが形成さ
れる場合が得てして多くなっていました。その結果、合理的
な費用で変更することもままならないばかりか、市場への対
応までに時間がかかり、イノベーションも阻害されています。
銀行は機動性を高め、コストを削減するとともに、新機能の
実現や新規参入企業との連携のため、すでに自行のレガ
シーシステムの近代化と合理化に乗り出しています。
これには様々なアプローチが考えられます。
•

ソフトウエアのリエンジニアリングにより、レガシーシス
テムを刷新する

•

レガシーシステムを銀行パッケージシステムに入れ換
える

•

レガシーシステムをMambuなど の純粋なクラウ ドソ
リューションに入れ換える

•

プロセスの一部を外部のビジネスプロセスアウトソー
シング（BPO）サービスプロバイダーに委託する

あらゆる銀行に適用できる万能薬はありません。特に規模
の大きい銀行は、多数のサテライトシステムを伴う銀行基
幹系のレガシーシステムを入れ換えるのが容易ではないこ
とに気づいています。実際、それは長い道のりです。多額
の投資が必要であるばかりか、多大なリスクを伴い、適切
な組織がなければ手に負えないでしょう。それは本当に合
理的に実現可能でしょうか。
フィンテック企業が出現しつつある今、銀行業務が乗っ取ら
れるのではないかという脅威が生じている一方で、多くの
銀行はいまだトランスフォーメーションに着手すらしていま
せん。しかし、フィンテック企業は本当に脅威でしょうか。あ
るいは、フィンテック企業がビジネスエコシステムに加わる
ことがいずれにしても不可避であれば、それはより迅速にト
ランスフォーメーションを実現し、将来に向けて備えるため
の純粋な好機にはならないでしょうか。
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銀行がトランスフォーメーションを成し遂げ、時代の流れ
に取り残されず、将来に向けて一歩踏み出す――これら
すべてを同時にこなすためには、どうすればよいでしょう
か。情報システムを細かく分類し、社内の最高のシステム
と市場の最高のシステムを組み合わせるのも一つの手で
す。自行の強みや差別化要因にフォーカスし、残りは専
門企業に任せる銀行もあるかもしれません。つまり、新規
参入企業のもたらす脅威を好機としてとらえて効率的な
事業運営に活用したり、新規顧客の開拓や、少なくとも既
存顧客のつなぎ止めに役立つ画期的な商品のホワイトラ
ベル化に活かしたりするわけです。
検討材料
リテールバンクは、本当に送金・決済サービスを差別化し
ているでしょうか。ブロックチェーンを使ってタダ同然の手
数料で送金できるようになれば、顧客は10ドルの海外送
金のために銀行にわざわざ足を運ぶでしょうか。
投資ロボットを活用すれば数分の一の手数料で同じ成果
が得られるときに、プライベートバンクやウェルスマネジ
メント会社には投資アドバイザーが必要でしょうか。
オンラインやP2P（ピアツーピア）融資プラットフォームで
低コストかつ迅速、柔軟で顧客のニーズにより添った融資
を直接申請できるとすれば、顧客はわざわざ本格的な銀
行に来店するでしょうか。
そもそも最初にクラウドソーシングで資金調達を申請でき
る場合、十分な資金を調達できるほどの信用度がない若
き起業家が取引銀行に融資を求めるでしょうか。
自身のビットコインの交換を通じて直接、株式を売買でき
るとすれば、銀行に足を運び、株式取引所を通じて株取
引をするでしょうか。
中央情報および信用度プラットフォームで必要な情報を
入手し、即時に個人の信用評価ができる場合、銀行が自
身で顧客の本人確認（KYC）プロセスや信用評価プロセ
スを実施する理由があるでしょうか。

銀行は機動性を高め、コストを削減するとともに、新機
能の実現や新規参入企業との連携のため、すでに自
行のレガシーシステムの近代化と合理化に乗り出して
います
新 規参 入企業 は銀行 業界 の従来 のバ リュー
チェーンを破壊し、銀行に自身の役割の再考を
迫るでしょう。
デロイトが協力した世界経済フォーラムの報告
書には、以下が記されています。
•

金融商品は次第に単独で提供されるようにな
り、競争的に採算事業の利益を不採算事業
に充当する既存の能力が制限される。

•

非伝統的なプレーヤーなどの機関と連携す
る能力が、金融機関にとって不可欠になる。

•

金融機関はどの領域に特化し、どの領域を
外部パートナーに任せるかの選択を迫られる
（例えば、商品の製造vs.顧客体験の創出）。

実際、銀行は将来、現行モデルと破壊的モデル（すなわ
ち、商品の製造と顧客体験の創出）とをクリエイティブな方
法で組み合わせていくことが予想されます。
こうしたクリエイティブなモデルを実現するため、金融機関
は以下の多くのプレーヤーと連携していかなければなりま
せん。
•

カストディアン、支払機関、中央銀行といった現行の銀
行エコシステムの伝統的プレーヤー

•

BPOサービスプロバイダーやクラウドアプリケーション
サービスプロバイダー等、現行の銀行エコシステムか
ら生じた新たなサービスプロバイダー

•

現行の銀行エコシステムやパラダイムに破壊をもたら
す新規参入企業

しかしながら銀行は何よりも、非金融サービスの統合に
よって差別化を図り、金融商品と非金融商品を組み合わせ
てイノベーティブな商品パッケージを提供しなければなりま
せん。
将来の銀行は、サービスを集合させます。したがって、将
来の銀行のインフラは単一の垂直型の生産チェーンという
よりサービスの集合体、すなわち、社内外で調達した金融
サービスと非金融サービスに顧客がアクセスできるバー
チャルハブとなるでしょう。
サービスの仲介段階の排除や、従来型の決済ルート解体
の波に乗り、様々なビジネスモデルが形成され、グローバ
ル化や低価格化がさらに進むとともにスピードと透明性が
向上するでしょう。
特定の業務に特化し、それによって差別化を図ろうとする
銀行も出てくるはずです。こうした銀行は旧来の資産を活
用して、金融機関や新規参入企業にインフラや特定サー
ビスへのアクセスを提供していくことになります。一方で、
複数の融資プラットフォーム上に存在し、様々な仮想通貨
を組み合わせた幾つものポートフォリオの顧客口座を集約
するサービスに特化する銀行も出てくるでしょう。また、顧
客がビットコインで支払いをするたびにロイヤルティポイン
トやクーポンを配布することで、他行との差別化を図る銀
行もあるでしょう。こうしたロイヤルティポイントやクーポン
は、特定のオンライン商店や実店舗での支払いに使用で
きるほか、ロイヤルティ専門のP2P市場で交換可能となり
ます。このほか、KYCやリスク評価プロセスを極めて効率
的に行える銀行は、他の領域に注力・特化したい他行に
そうしたサービスを販売する可能性があります。
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従来は、自己完結型の、閉鎖的で垂直的なエンド
ツーエンドの運用モデルでしたが、これからは「バンク・ア
ズ・ア・サービス（サービスとしての銀行）」というパラダイ
ムに切り替えていかなければなりません。すなわち、開
放するにせよ、提供するにせよ、すべてをサービスとして
相互に結びつけていかなくてはならないのです
一般的サービスはほぼ確実に、テクノロジーを駆使して低
コストでありながら効果的なソリューションを提供するフィン
テック企業に委ねられることになりそうです。一方、高付加
価値サービスは社内で提供するか、あるいは外部の専門
企業や他行に委ねられるでしょう。銀行基幹系システムで
さえ、MambuやYuboraといった純粋なクラウドソリューション
に外部委託される可能性がある今日では、どこまでアウト
ソーシングできるか、どこまで専門銀行が社内で手がけら
れるかといった境界線はほとんどありません。
したがって、銀行は将来、無数のプレーヤーと取引する必
要があり、それらプレーヤーをシームレスに統合しなけれ
ば、一体化され、包括的でフレンドリーな顧客体験を提供
できません。しかし、こうしたあらゆるプレーヤーの連携を
図り、銀行自身のサービスをパートナーや顧客に開放する
には、強力な統合技術が必要です。これがアプリケーション・
プログラミング・インターフェース（API）の目的であり、それ
は、システム間のファイル交換による情報の単純なやり取
りを超えています。
APIは、システム間のデータのやり取りを支える基盤です。
APIがなければ、自社の情報システム内の様々なアプリ
ケーションが関わるプロセスやサービスを合理化できま
せん。ましてや、複数の当事者の情報システム上に分散す
る多数のアプリケーションを合理化できないことは言うまで
もありません。APIはアプリケーションと対話するための手
続を定めることによって、アプリケーションとの対話を促進
しています。ソフトウエア開発者が開発中のシステム内に
別のシステムの機能を統合したい場合、APIの文書に従っ
て、別のシステムが開放している機能やサービスを「指定」
するわけです。
つい最近まで、APIは独自技術であり、特定のソフトウエア
アプリケーション固有のものでした。APIの利用は特定の
状況に限られていたためにオープン性、機動性、柔軟性、
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相互運用性が限定されていました。例えば、注文管理シス
テムを変更しようとした場合、システムと接続しているアプ
リケーションすべてのソフトウエアコードを変更しなければ
ならず 、多 大 な労力 、リ スクおよびコストが伴 います。
標準APIが登場してから数年が経過し、特殊なシステムや
プラットフォームと対話するための共通・共有のプロトコル
が規定されたため、こうした障害が排除されつつあります。
例えば、Financial Information eXchange（FIX®）プロトコ
ルでは、注文管理システムや取引システムと対話する方
法を文書化しています。
ソフトウエア会社に加え、ペイパルやBilltrust、Tilt、フェイ
スブック、ネットフリックスのようなインターネット関連企業も
また、いわゆるオープンweb API（RESTやSOAP等、web
プロトコルを通じて利用できるAPI）を通して、自身の情報
やサービスを一般に開放しています。無料で開放されてい
るものもあれば、有料のものや、広告によって料金が支払
われるものもあります。
同様に、オープンバンキング・プラットフォームでは送金・
決済、クレジット、投資、ロイヤルティ、融資サービスが切り
離されるため、誰でも（人間でなくとも）、プログラムでこうし
た サ ー ビ ス を 利 用 でき る よ う に なり ま す 。 Open Bank
ProjectやYodleeはオープンソースのバンキング・プラット
フォームであり、銀行などの金融サービス会社が自社の
データやサービスを標準的な形式で開放し、第三者がそ
れに付随する新しいアプリケーションやサービスを開発で
きるようにしています。セキュリティは、OAuthなどの標準
プロトコルで管理されます。

BBVA（ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行）やRBS
（ロイヤルバンク・オブ・スコットランド）をはじめとする数行
はすでにAPIを検討しており、なかにはハッカソン（オープン
性や迅速な開発能力、ハッキング耐性を試す優れた方
法）の方式で機能性やセキュリティの堅牢性をテストして
いる銀行もあります。

内面的なメリットが生じるのは、銀行で以下が可能になるか
らです。
•

特定の商品、サービス、プロセスに特化し、専門プロバ
イダー（フィンテック企業等）のサービスやデータをシー
ムレスに統合できる。

•

情報システムを交換可能なパーツに分割することで、柔
軟性を高められる。

•

自行の複雑な情報システムの利用を制限することで、
機動性を高められる。

•

金融、非金融を問わず、様々なプロバイダーのサービス
を集約することにより、画期的な商品やサービスを販売
できるようになる。

銀行にとって、バンキングAPIのメリットは何でしょうか。
外面的なメリットと内面的なメリットの2つがあります。
外面的なメリットは、銀行が自行のサービス、トランザク
ション、データを開放できることに加え、以下が可能になる
ために生じます。
•

自行のサービスを世界に向けて開放し、モノのインター
ネット（IoT）を取り入れ、いつでも、どこでも、誰でも、そ
して人間でなくとも利用してもらえるようになる。

•

外部デベロッパーが開発する、新しいクリエイティブな
ソフトウエアアプリケーションを通じて自行のサービス
が利用できるようになるため、チャネルと顧客体験が
増大する。

•

オープンスタンダードにより、第三者金融機関のシステ
ムやアプリケーションとシームレスに統合できる。

将来も生き残りを図りたい銀行はサービスを集約し、専門
サービスプロバイダーのプロセスをシームレスに統合する
だけでは不十分です。オープンAPIを通じて、自行の情報シ
ステムを外部に開放しなければなりません。従来は、自己
完結型の、閉鎖的で垂直的なエンドツーエンドの運用モデ
ルでしたが、これからは「バンク・アズ・ア・サービス（サービ
スとしての銀行）」というパラダイムに切り替えていかなけれ
ばなりません。すなわち、開放するにせよ、提供するにせ
よ、すべてをサービスとして相互に結びつけていかなくては
ならないのです。
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デジタルソリューションを
テコに、クロスボーダーの
金融サービスを容易に

パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

サイード・カシーム
（Said Qaceme）
ディレクター
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

クァンタン・フォン・ステルンベルグ
（Quentin von Sternberg）
コンサルタント
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

ルクセンブルクの金融サービス業界は元来、クロスボーダー取引を
中核事業としてきました。このため、ルクセンブルクのウェルスマネジ
メント業界やプライベートバンク業界で働く顧客関係担当マネジャー
（CRM）は、規制や税制が異なる海外の顧客と接することが多く、結
果的に日常業務におけるリスクが高くなっています。
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金融機関は、恒久的施設を構えるよりも、顧客が
必要な時に必要な場所でサービスを提供するた
め、顧客と同様に機動力を高める方法を選択して
います

これは明らかに、他の国・地域に所在する金融機関で働く
CRMでも同じです。デロイトとEFMAが今年初めに公表し
た調査によると、向こう5年間の戦略的優先課題には、顧
客関係担当マネジャーのデジタルツールの操作とより複
雑な顧客要請への対処に関するトレーニングの必要性が
挙げられました。
はじめに
欧州を中心として、新たに税の透明性が求められ、規制
上の制約が課されています。これを受け、地元政府との対
立を避けようと、個人が居住国に保有資産を移す動きが
生じています。このようなオフショアからオンショアへの資
産の大きな移動を機に、ルクセンブルクの銀行やファミ
リー・オフィスは顧客へのサービス提供方法の見直しを迫
られています。この「オンショア化」を受け、顧客の居住国
において国内の競合企業への顧客流出を防ぐため、興味
深い動きとして、一部の銀行やファミリーオフィスは顧客に
追随し国外に支店を構えることを選択しています。一方、
恒久的施設を構えるよりも、顧客が必要な時に必要な場
所でサービスを提供するため、顧客と同様に機動力を高
める方法を選んだ金融機関もあります。

.
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これは、税法と規制の遵守を心掛ける富裕層（超富裕層）
や、グローバルに事業を手がけ、資産と家族が複数の国
に分散することが多い資金力豊富な起業家にとって重要
です。こうした顧客は本質的に機動性が高く、世界各国を
移動する傾向があり、通常は場所を問わず、常に信頼で
きる同じアドバイザーからサービスを受けたいと考えてい
ます。

プライベートバンクやウェルスマネジメント
会社はクロスボーダーのオペレーションモ
デルを見直すべきであり、規制や税制違
反の問題を回避するために今こそ、デジタ
ルソリューションやモバイルソリューション
を有効活用すべきです
欧州では、国外の顧客にサービスを提供するウェルスマ
ネジメント会社やプライベートバンクには、「サービス提供
の自由」）（FPS）という原則が適用されます。この原則に
より、顧客の居住国に恒久的施設を構えていなくとも、欧
州企業の顧客関係担当マネジャー（CRM）が国外の顧客
に会い、サービスを提供することが可能です。
しかし、欧州の各国政府は、一般的なFPSの原則に対し
て次第に厳しい規則を課すようになっています。CRMは
自国のみならず、顧客が居住する国々の規制上、税制上
の最新の動きに常に目を配っていなければなりません。こ
のため、プライベートバンクやウェルスマネジメント会社は
クロスボーダーのオペレーションモデルを見直すべきであ
り、規制や税制違反の問題を回避するために今こそ、デ
ジタルソリューションやモバイルソリューションを有効活用
すべきです。
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規制要求の増大
金融危機の余波を受けて、ウェルスマネジメントやプライ
ベートバンク業界に対する規制の圧力が増大しています。
消費者保護に関する国内規制、外国口座税務コンプライ
アンス法（FATCA）、それにMiFID等の投資家保護規定と
いった規制の枠組みにより、クロスボーダーの銀行のオペ
レーションモデルに影響が及び、その効率性や収益性に影
響が出ています。国内外で規制の枠組みが変わっている
にもかかわらず、クロスボーダーの銀行のオペレーションモ
デルは変わっていないようです。これでは、重大な違反リス
クを招きかねません。
EU内における部分的な調和
欧州運営条約（TFEU）第56条は、EU圏内におけるサービ
スの自由な提供を制限することを加盟国に禁じています。
この権利は、二次的な様々なEU法によって導入されていま
す。今日の金融サービスにおいて最も重要なのはEU指令
2004/39/ECおよび2013/36/EUであり、それぞれ投資会社
および金融機関の「EUパスポート」の利用について規定し
ています。
このEUパスポートは、加盟国に拠点を構える金融機関なら
びに投資会社に対し、支店設立または直接的な「サービス
提供の自由」（FPS）を通じてEU圏内でサービスを提供する
権利を認めています。このパスポートは関連指令とともに、
関連法規の部分的な調和と、主要分野における（受入れ加
盟国（Host Member State）の法ではなく）加盟本国（Home
Member State）の法体系の適用を通じて、クロスボーダー
のサービスの提供を大幅に容易にしています。FPSにおい
ては、受入れ加盟国に施設がないため、この加盟本国管
理の範囲が一般に広くなります。

関連規定がまだ調和されておらず、加盟本国管理の原則
が適用されない場合、前述の指令では、域内全域におけ
るサービスの利用とかかるサービスの提供を保証するよう
加盟国に求めています。また、前述の条約は、国内の規
定を国外のサービス提供者に課し、自由な移動を制限す
ることを加盟国に対して原則的に禁じています。但し、認
められた少数の正当化事由（justification）の一つを尊重
するためにかかる措置が必要であり、当該措置が適切で
あることを加盟国が実証できる場合は、例外としていま
す。欧州司法裁判所（ECJ）は2013年、サービスの自由な
移動を制限する正当な要件としてマネーロンダリングとテ
ロ資金供与の防止を認めました。
クロスボーダービジネスに伴うリスク
欧州で規則が部分的に調和されているとはいえ、加盟国
間では多くの差異が残っています。プライベートバンクや
ウェルスマネジメント会社の最高コンプライアンス責任者
やCRMに課された主な課題は、現地の規制間に存在し得
る差異を把握し理解することによって、規制上、レピュテー
ション上のリスクを回避することです。こうした潜在的なリ
スクは、アジア太平洋諸国や東欧諸国等の新興国市場の
顧客にサービスを提供する場合に特に大きくなります。プ
ライベートバンクやファミリーオフィスが検討すべき要素
は、以下の通りです。
•

顧客の居住国や事業運営手法から生じる潜在的リスク

•

CRMが欧州内外をますます飛び回るようになる中、ク
ロスボーダーの規則に関するCRMの知識に依存する
ことに関する規制上（およびレピュテーション上）のリス
クの増大

•

多数の金融仲介業が新たに生じることに伴う競争激化

•

情報共有および提携に関して、マネーロンダリング対
策（AML）や税務上の要求の強化

このように規制環境が複雑で、各国間で差異があるという
ことは、つまり、金融機関は顧客の居住国固有の規制要求
を考慮し、それに合わせて自社の商品と顧客のデューデリ
ジェンスの枠組みを変更しなければならないということで
す。こうした業務上の変更を施すには、時間のかかることが
多い上、規制に関する情報は、それぞれ多数の異なった問
題を扱う多くの指令や法規に分散している可能性があるた
めに手間もかかります。これによって業務コストが一層膨ら
み、業界の収益力に直接影響が及んでいます。
デジタルソリューションのおかげで認識が向上
クロスボーダーの金融サービスに関わる規制上、コンプラ
イアンス上、税制上のリスク軽減は複雑ではあるものの、
競争力を維持するためには欠かせません。クロスボーダー
の事業活動が複雑なのは、投資適格性、クロスボーダーの
規制、税の透明性に関する個々の国の要求のためです。こ
れらが、低減すべき主たるリスクです。
デ ロ イ ト と EFMA の 調 査 「 Wealth Management and
Private Banking—Connecting with clients and
reinventing the value proposition」（ウェルスマネジメント
とプライベートバンキング―顧客とつながり、価値提案を再
構築する）によると、顧客との最も重要なコミュニケーション
チャネルはCRMとの直接のやり取りであるものの、CRMの
役割は依然、営業志向が強いままであり、今後はサービス
志向を強め、顧客ニーズに対して最適な専門家の支援を
要請できるようにしなければなりません。顧客関係モデル
は業界全体で異なりますが、CRMの主な役割は、顧客の
ニーズ、目的、リスク選好度、そしてこれらの長期的な変化
を把握しておくことです。金融危機を経て、顧客関係モデル
は受動的なものから、より能動的な顧客関係へと変わりま
した。
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しかしながら、顧客との関係性は依然として商品を勧める
傾向が強いままです。質の高い助言を提供するための専
門的なスキルが十分育成されていません。顧客にとって
は、CRMの質の高いサービスの方が絶対リターンよりも重
要な場合は多いものです。顧客が離れる理由はたいてい
の場合、投資パフォーマンスではなく、CRMとの理解不足
です。助言サービスに対して高まる顧客の期待に応えるた
め、CRMは専門的な営業力を磨いて顧客サービスや価値
管理に巧みに対処していかなければなりません。
CRMは、クロスボーダービジネスに対する意識を高めなけ
ればなりません。なぜなら、国境を越え、自行のレピュテー
ションを日常的に高めているのは、他ならぬCRMだからで
す。但し、機動性の高いCRMと同様、様々なコンプライ
アンスソリューションも機動性を高めなければなりません。
デロイトとEFMAの調査において、戦略的な優先課題とし
て上位に挙がった課題には、ウェブとモバイルチャネルの活
用推進、助言プロセスの再設計、個々の顧客に合わせた

新たな付加価値サービスの導入、より複雑な要請に対処
し、質の高いサービスを提供するためのCRMのトレーニン
グなどがありました。いずれも、価値提案や銀行の顧客と
の接し方に直接影響を及ぼす課題です。
国内外の法規で規制上、コンプライアンス上、税制上、どの
ような事業活動や商品、サービスが認められているのか、
禁じられているのかの各国別の情報をデジタル化して、情
報を総合し凝縮すべきです。そうすれば各国の規制要求を
比較したり、特定のサービスや業務が認められている国を
明確化したり、銀行サービスや業務に対する開放度に応じ
て各国を順位付けしたりといったことにより、プライベートバン
クが自身の戦略を見直せるようになります。デジタルソリュー
ションは最大限に柔軟性を高め、顧客が銀行まで足を運ぶ
のか、逆にプライベートバンクの方から顧客のいる場所ま
で出向くのか、あるいは遠隔でサービスを提供するのかを
問わず、クロスボーダーで考えられるあらゆる状況を網羅し
なければなりません。

国内外の法規で規制上、コンプライアン
ス上、税制上、どのような事業活動や商
品、サービスが認められているのか、禁じ
られているのかの各国別の情報をデジタ
ル化して、情報を総合し凝縮すべきです
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結論
クロスボーダービジネス向けの規制・税制関連情報のソリューション
は理想的には、デジタルで携帯が容易でなければなりません。CRM
はオフィスのデスクトップから顧客とのミーティングを準備する機会が
常にあるとは限らず、「外出先」で準備することも多いからです。デジ
タルでは接続性について言及することが多いですが、CRMはイン
ターネット接続が不能な場所でミーティングに出席する可能性もあり
ますから、ソリューションはデータベースをオフラインでも利用可能に
しておく必要があります。
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一歩先を行くイノベーション

Trends

コンシューマーバンキングの
5つのトレンド
ニール・トムリンソン
（Neil Tomlinson）
パートナー
英国・銀行関連業務統括
デロイト
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銀行業界において、技術的なイノベーションがこれほど
迅速に進んだ時期はありません。チャレンジャーの銀
行と個別商品に特化した専門プレーヤーの双方が、既
存の銀行の牙城を切り崩しています。そして、その戦い
は、新しい金融技術という肥沃な市場で繰り広げられて
います。
はじめに
一般に知られている現行の銀行業務が終焉を迎えるという
予想が立てられずに一月が過ぎることはありません。
イノベーションは急速に金融サービス業界を変えつつあり
ます。その担い手は、規模の大きい既存の銀行、完全な
チャレンジャーの銀行、敏捷な金融技術（フィンテック）企
業、さらには金融以外の技術系大手企業（アップルペイ、
グーグルウォレットを考えてください）など、様々です。
革新的な新規参入企業は、既存企業の市場シェアを侵食
しているでしょうか。「生体認証」「ウェアラブル」「ゲーミフィ
ケーション」といった専門用語は、あちこちにあふれていま
す。それらは一体、何を意味し、どのような影響を与えるの
でしょうか。
激変期にあって、すでに事業を確立した既存の銀行は2つ
の課題に直面しています。第一に、イノベーションの「先端」

エリアに対応することであり、例えば新しい決済チャネルを
開発するといったことがそれに当たります。第二に、行内に
イノベーションオフィスを設置して構想を練るのか、フィン
テックのスタートアップ企業と提携するのかにかかわらず、
イノベーションを活用するために全行にフレームワークを
導入することです。本稿では最初の課題、すなわち、銀行
がイノベーションにどのように対応しているかというよりも、
銀行業務に関わるイノベーションについて、現在の動向を明
らかにすることに焦点を当てます。
本稿で取り上げるイノベーションの一覧は元来、主観的で
はあるものの、2011年以降の銀行業界のイノベーション
から550件以上をケーススタディとしてまとめたデータベー
スに基づいています。こうしたトレンドは、これまでに起き
た動きを捉えようとするものでもなければ、将来を占うもの
でもありません。これらは主流としての採用を目前にした、
向こう12～18カ月間に注目を集める重要なトレンドです。
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01

指紋による識別と認証
（ID&V）が、銀行業務における
次世代の生体認証を可能に

アップルのiPhone 5S以後のモデルで指紋スキャナーが採
用されたことを受け、生体認証の消費者層への普及に拍車
がかかっています。世界中の銀行が、モバイルアプリケー
ションのログインに指紋認証を導入しています。英国の
RBSやナショナル・ウエストミンスター銀行は他行に先駆け
て、自行のアプリに指紋認証のログインを導入しました1。
銀行業界には、次なる生体認証の波がすでに押し寄せて
います。バークレイズ銀行（英国）は日立（日本）と提携し、
指静脈認証（指表面の指紋ではなく、静脈を読み取る）技
術を開発する計画を発表しました 2 。日立は2005年にこの
技術で初めて特許を取得しましたが、携帯電話で使用でき
るように磨きをかけています。
一方、ハリファックス（英国）がユーザー個々の心拍を分析
してユーザー認証を行う技術をテストしているほか、アリバ
バ（中国）は本質的に「自撮り」を利用して決済を承認する
顔認証技術を発表しています3 4。

この技術の重要性：（特に年齢の高い顧客層を中心に）、サ
イバーセキュリティに対する懸念から、デジタル技術の採用
がなかなか進んでいません。生体認証は本質的に複製が
難しく、個人識別番号よりも処理が速いため、セキュリティを
高めると同時に顧客サービスの向上が一気に図れます。
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02 03
金融サービスとソーシャルメ
ディアが収斂

テクノロジー関連のスタートアップ企業が相次いで株式を公
開する中、こうした企業は、特に消費者向けにサービスを無
料で提供する場合に、収益を生み出さなければならないと
いう圧力の増大に直面しています。これを受け、多くの企業は
決済をはじめ、幅広い金融市場に目を向け始めています。
フェイスブックやツイッター等のソーシャルメディアは、決済
機能を自社の既存プラットフォームに統合することによって
生まれる可能性を利用する方法をいち早く見出しました5 6。
バークレイズ銀行はツイッターと手を組み、銀行口座の情報
がなくともツイッターのアカウントさえあれば、アプリケーション
のPingitを使って送金可能にする手法を開発しています。同
様にシンガポールでは、フェイスブックがオンライン上で迅速
に送金できるようにするためFastacashと提携しました7。
フェイスブックは自社のメッセンジャー機能経由でもユーザー
間の送金サービスを開始する計画と見られていますが、詳
細はまだ公表されていません。
一方、eToro（スペイン）は、ソーシャルメディアとトレーディン
グを組み合わせており、為替やコモディティー、株式を取引
できるほか、トレーダー同士がフォローし合うソーシャル
ネットワークが形成されています8。
大手金融機関もソーシャルメディアの活用を模索しており、
英国のネーションワイドはツイッターの自社アカウントを通じ
て直接、顧客サービスを提供しています。

この技術の重要性：ソーシャルメディアは少なくとも、新しい
銀行チャネルです。しかし、送金のロジックをもっと幅広く展
開すれば、資金力の豊富なソーシャルメディア運営企業は寄
付、クラウドファンディング、キャッシュマネジメントのほか、与
信判断や融資すら提供できる可能性があります。ソーシャル
メディアは、金融サービスの仲介機関離れをけん引する次
なる存在になりかねません。

ウェアラブルのバンキング機
能が主流に

アップルウォッチの発売でウェアラブルのバンキングアプ
リの開発に拍車がかかっており、Mysisはすでに多数の
アプリ内機能を開発すると発表しています9。競合の動き
も活発化しており、アナリティクスに基づく個人金融資産
管理（PFM）プロバイダーのMoven（米国）は、アンドロイ
ド向 けの ア プ リ を 導入 しま した 。ま た 、従 来型 の 時計
メーカー、スウォッチ（スイス）はモバイル決済への参入を
示唆しています10 11。
この数カ月間で最も注目を集めたのは、2015年4月に発
売されたアップルウォッチですが、競合企業は同社から教
訓を導き出して、自社製品を改善、調整しようと同社の動
向を注視しています。
バンキングにおける可能性は大きく、NFC（近距離無線
通信）対応のウェアラブル機器で決済が可能になるだけ
でなく、より複雑な銀行サービスである送金や地理情報
に基づくアラート機能、さらには銀行アドバイザーとのテレ
ビ会議も実現されつつあります。
これらは、最近のウェアラブル技術のトレンドに基づいて
います。スペインのラカイシャは全顧客に決済機能を搭
載したリストバンドを配布したほか、オーストラリアのヘリ
テージ・バンクはジャケットの袖口に決済機能を内蔵した
スーツを開発しています12 13。

この技術の重要性：ウェアラブル機器は実質的に、まだそ
れほど重要ではありません。しかし、ウェアラブル技術が
普 及 す る に つ れ 、銀 行 が 最 新 の ハ ー ド ウ エ ア の イ ノ
ベーションに合わせてソフトウエアやアプリに多額の資金
を投じるインセンティブが大きくなるはずです。
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04 05
金融サービスの「ゲーミフィ
ケーション」が始まり、拡大し
ていく見通しに

ファイナンシャルインクルー
ジョン（金融包摂）の推進に向
け、銀行のデジタル技術活用
が次第に拡大

ゲーミフィケーション ―（主としてコンピュータ）ゲームの
仕組みをゲーム以外に活用していくこと― は、シリコンバ
レーではすでに数年、注目を集めていますが、コーチング
やTED（Technology, Entertainment, Design）の講演か
ら抜け出し、金融の世界へと浸透するには驚くほど時間
がかかりました。しかしながら、早い段階からサービス提
供で成功を収めたイノベーターが登場しています。

モバイルウォレットやアプリ経由のデジタル決済が先進諸
国で注目を集め、相次いで提供が開始されている一方、途
上国ではデジタルモバイルの金融サービスが多大な影響
をもたらしています。

ブルガリアのDSK銀行は、DSK Gameoというモバイル貯
金アプリの提供を開始しました。これは、金融資産目標や
特典を利用して、顧客に貯金を促すアプリであり14、銀行
側ではユーザー層に対する理解も深められます。
バーチャル取引アプリのBUX（オランダ）は、アプリをダウン
ロードしたユーザーがリアルタイムの株価に基づいてバー
チャル環境でトレーディングを練習できるアプリであり、運
用成績に基づいてスコアを得られたり、友人と運用成績
を競い合ったりすることができます。その後で、ユーザー
は実際の資金の投入へと進みます15。

この技術の重要性： ゲーミフィケーションは、顧客体験の
拡充から新商品のテスト、社内研修の実施（主としてコン
ダクトリスク等）に至るまで、様々な利用法が考えられま
す。ゲーミフィケーションを使って顧客や同僚に金融の面
白さをわかってもらえるかどうかは、今や銀行次第です。
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サハラ砂漠以南のアフリカにおいて、M-Pesa（Mはモバイ
ル、pesaはスワヒリ語でお金を意味する）がファイナンシャ
ルインクルージョン（金融包摂）に与えた影響については、
多くの文献があります16。
しかし、このファイナンシャルインクルージョンの拡大におい
て、今日最も大きな影響を受けているのはインドです。
2014年8月以降に開設された新規口座は推定1億件に上
り、インド政府独自の個人認証システムであるAadharに繋
がっています17。この仕組みにより、貧困層を対象とした補
助金や福祉政策の代わりに、対象世帯の口座に資金が直
接振り込まれるようになっています。
また、マスターカードはエジプト政府と提携し、国民のID
カードのデジタル化を進めています。このカードには給与が
ロードされ、商品の購入にも使用することができます。エジ
プトで高水準に達している携帯電話の普及をテコに、ファイ
ナンシャルインクルージョンが推進されているわけです18。

この技術の重要性：フィナンシャルインクルージョンの実現
は、PRを目的とした単なる成功物語では終わりません。金
融サービスの利用拡大は、本流の銀行の最終利益に直接
影響を与えます。バークレイズ銀行のデジタル・イーグルを
利用して金融教育を推進しているように、画期的な手法を
活用して顧客を取り込めば、銀行を世論の本流と再び結び
つけ、世界的な金融危機によって影響を受けた関係性を修
復する一助となるはずです19。

結論
銀行業界のイノベーションは活発化
新しいツール、商品、ビジネスモデルが毎月のように登場し、銀行業界のイノベーションは加速しています。
他の業界と同じように銀行業界も創造的に破壊されるかどうかについて、特に、銀行業界に対する規制が
今後どの程度強化されるかを考えると、マクロのレベルでの予測は難しいものです。
私たちが目にしているのは、根本的な業界の再構築とはまったく別物です。金融サービスの新しいエコシス
テムがイノベーションによって構築されているのです。このエコシステムでは、既存のプレーヤーと新しいプ
レーヤーが銀行のバリューチェーンのある部分では競合し、別の部分では協働している状況です。
例えば、ソーシャルメディアは少額の支払を大量に処理する領域においては銀行と競合する一方で、与信
判断の幅広いデータポイントの提供においては銀行と手を結んでいます。
銀行にとっての新たな標準が進化し続ける中、一つだけ確かなことがあります。すなわち、何も策を講じ
ず、手をこまねいていることを選ぶわけにはいかないということです。

脚注:
1
2
3
4
5
6
7

18 February 2015 - www.rbs.com
Daniel Schäfer, 5 September 2014 - www.ft.com
13 March 2015 - www.finextra.com
16 March 2015 - www.marketwatch.com
Amit, Chaudhry, 30 June 2015 - www.forbes.com
25 February 2015 - www.newsroom.barclays.co.uk
Philip Ryan, 27 February 2015 www.bankinnovation.net
8 www.etoro.com
9 www.misys.com
10 3 January 2015 - www.mobilemediaxchange.com

11 Corinne Gretler, 5 February 2015 www.bloomberg.com
12 3 July 2014 - www.press.lacaixa.es
13 www.heritage.com.au
14 12 November 2013 - www.misys.com
15 Sudip Kar-Gupta, 16 February 2015 www.finance.yahoo.com
16 11 July 2015 - www.economist.com
17 29 July 2015 - www.pmjdy.gov.in
18 3 March 2015 - www.finextra.com
19 www.barclays.co.uk
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金融サービスのリーダーが知っておくべき創造的
破壊

ロブ・ガラスキ
（Rob Galaski）
Future of FSIプロジェクト
のデロイト・リーダー
デロイト

デロイト*は先頃、世界経済フォーラムと手を組み、創造
的破壊のイノベーションが金融サービス業界をどのよう
に再構築しているかに関する調査に乗り出しました。
この調査の一環として、大手金融機関、金融サービスの
スタートアップ企業、学界研究者、業界オブザーバーの
幅広い関係者から話を聞きました。その結果、以下の結
論に達しました。
ほぼあらゆるサービスが創造的に破壊されている
イノベーションは、金融サービスのほぼあらゆる側面を再
構築しています。インターネットに常時接続可能な暮らしを
もたらしたテクノロジーは、保険の著しい個別化を招き、顧
客の「流出コスト」がかつてないほど膨らんでいます。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
は資産運用を大衆化して規模の大きい資産家市場を侵食す
る一方、高級な助言サービスへの回帰も示唆されています。

銀行、証券業界では、非主流のプロバイダーが顧客関係を
引き継ぐ態勢にあります。キャッシュや（かなり確実に）クレ
ジットカードはデジタルの代替品に取って代わられており、
金融機関では少なくとも取引実績にいくらかの影響を受け
るでしょう。
また、分散する資金調達プラットフォームが資本市場を開
放することにより、伝統的な仲介機関は競争に勝ち残るべ
く新しい価値提案の構築を迫られています。

* 本稿では、「デロイト」とは、デロイト トゥシュ トーマツ リミテッドとそのメンバーファームを指します。
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イノベーターの出現

創造的破壊は、予想以上に長期に及ぶ

金融サービスでは、イノベーションは複数のクラスターに分
散して起きています。しかし、そのクラスターは、何らかの
形でサービスを十分に受けていないことがよく知られてい
て、潜在的に収益性の高い顧客層の周囲に形成されてい
ます。言い換えるならば、既存の金融機関が識別した好機
と同じものにイノベーターが目を向けているということです。
次に押し寄せる変革の波は、周到な計算の下に予測可能
な形で現れるはずです。

創造的破壊は、一度限りの事象ではありません。一会計
年度に限って起きるわけでもありません。イノベーションを
起こし、顧客の行動やビジネスモデルを形成すべしと絶え
間なく迫る圧力であり、金融サービス業界を長期的に構築
せよとの圧力が増大しています。

そのうえ、台頭しているイノベーターには相違点よりも共通
点の方が多くなっています。その多くは新しい機関というよ
り、市場プラットフォームです。多額の資金を必要とせず、
データの収集や共有、アナリティクスを有効活用していま
す。こうしたビジネスモデルゆえに、イノベーターは少なくと
も、伝統的な金融機関の競合企業となり得ると同時に、顧
客やパートナーにもなり得ます。
すでに影響は出始めている
創造的破壊を最初に受けるのは、リテールバンクです。決
済の領域では、ユーザーは携帯アプリを使えば財布を持ち
歩いたり、レジの前に行列したりしなくて済むようになりま
す。統合し、一本化する技術により、勘定の決済が容易に
なります。また、ジオタグや生体認証、トークンにより、全当
事者を不正から保護することも可能です。
一方、融資ビジネスは次第にバーチャル化しつつあります。
実際の支店を構えず、ATMのみを有するダイレクトバンク
が技術の改善を受けて競争を展開できるのは、価格面だけ
ではありません。このほか、非伝統的なプレーヤーもピア
ツーピア（P2P）の送金や請求書の写真撮影による支払、音
声認識といった便利なサービスを携帯電話ユーザーに提供
しています。
しかし、最大の打撃を受けるのは保険業界です。自動車に
はすでにオペレーティングシステムが搭載され、ユーザー
がアプリをインストールし、インターネットにも接続できるよ
うになっています。ウェアラブル機器で健康管理が可能に
なり、問題になりそうな点は医療の専門家に連絡できま
す。自宅をモニタリングする機器もあり、予防措置が必要
なリスク要因も特定できます。昔ながらの顧客リスク測定
方法は、みるみる時代遅れになります。

イノベーションのクラスターはどれをとっても、既存のプ
レーヤーとその顧客だけでなく、金融サービスの全体的な
エコシステムにとって大きな意味を持ちます。規模のメリッ
トは崩れ、ユニバーサルバンクのビジネスモデルは分割さ
れ、新しい資金源が出現するでしょう。
総体して見ると、こうした動きが長期的なトレンドを形成し
ており、その中で既存のプレーヤーは好戦的で弾力性に
富むイノベーターとなり、スタートアップのエコシステムから
最高のアイデアを素早く手に入れて実現させるでしょう。そ
の結果、金融サービス会社の事業運営の方法が様変わり
するはずです。

創造的破壊は、一度限りの事象ではあ
りません。一会計年度に限って起きる
わけでもありません
創造的破壊が金融サービスの構造、提供方法、利用方法
をどのように再構築しているかに関する世界経済フォーラ
ムの調査結果からは、まだまだ多くを導き出すことができ
ます。しかしながら、調査結果を読んだからと言って、必ず
しもどこに賭けるべきかがわかるわけではありません。そ
れよりも、どこから調査に着手すべきかがわかるでしょう。
調査結果全体の報告書は、www.deloitte.com/future-offsiでダウンロードできます。
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IoTの本格化、
金融サービス業界の準備は
万全か？
ジャン＝ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト
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ローナン・ファンデル・エルスト
（Ronan Vander Elst）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ニコラス・グリードリッヒ
（Nicolas Griedlich）
シニアマネジャー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

モノのインターネット（IoT）とは何物なのでしょうか。そして
ビジネスにはどのような影響があるのでしょうか。IoT機
器の数は急速に増え、多様化しています。こうした機器が
生み出す大量のデータは、価値創造に極めて重要です。
行く手には数多くの課題が待ち構えていますが、IoTの発
展に向けて準備を整え、積極的に関与していくことで、競
合企業に差をつけた際立つ存在となり、顧客に革新的な
サービスを提供することができます。
はじめに — IoTとは？
インターネットがどのようなものかは、既に誰もが知ってい
ます。しかし、「モノのインターネット（インターネット・オブ・シン
グス（IoT））」（あるいは「インターネット・オブ・エブリシング
（IoE）」）と呼ばれる、この新しいトレンドは一体、どのような
ものなのでしょうか。この話題に対する関心は、日増しに高
まっています。IoTは複雑な層が何層にも折り重なった非
常に大きなテーマですが、その背後にある基本的な概念
は、実は非常にシンプルです。IoTとは、機器がデータを収
集し、またインターネット上あるいは別の機器にデータを転
送することを可能にする技術を搭載した、物理的なオブ
ジェクトのネットワークです。
IoTという非常に大きく包括的な仕組みに入るデバイスは
既に多数に上り、 その種類は送信機能を搭載した温度
センサーに特化したものから、自動機能や遠隔コントロー
ル機能を内蔵し、スマートデバイスという名の下に「グレー
ドアップ」された日常的な機器（例：スマートホーム）等の複雑
なシステムまで、多岐にわたります。今日、IoTの概念は次
第に浸透し、ウェアラブルの台頭に伴ってスマートデバイス

に対する関心も高まっています。この言葉は、何を意味して
いるのでしょうか。ウェアラブル－「ウェアラブルテクノロ
ジー」や「ウェアラブルデバイス」の略称－は、実はIoTの一
部です。スマートウォッチなど、衣服やアクセサリーに組み
込んで装着できるスマートデバイスのすべてがIoTです。
これらデバイスはすべて、データの収集や表示が可能で
す。この種のデバイスは今後も多様化が進み、私たちの生
活に占める割合もますます大きくなっていくでしょう。アナリ
ストによって数字は異なりますが、IoT対応機器は2020年
までに260～500億台に達する見通しです 1 。この結果、
データの量と多様性により保管とセキュリティの面で新たな
課題が生まれますが、さらに重要なのは、ビジネスモデル
と経済モデルに新たな可能性も生まれることです。将来へ
備えることは効果的ですが、それよりさらに有効なのは、積
極的に将来を形成していくことです。自ら積極的に関与しよ
うとするプレーヤーは、競合企業の中で突出し、差別化を
図るために価値を創造できることでしょう。

モノのインターネットの中心的柱
モノ
インテリジェントに接続
された実体のある機器
やモノ

+

データ
データを有用性
の高い情報に
転換し、意思決
定に活用する

+

プロセス
的確な情報を的確
な場所に適時に送
信する

+

人
関連性と重要性の
より高い形で、人と
人とをつなぐ

=

価値

€

1 http://www.cisco.com/web/solutions/trends/iot/portfolio.html
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金融サービス業界がIoTに注目すべき理由
IoTの急増とともに、金融サービス業界は新しい時代に突
入しています。経済界の新しい分野であるフィンテックが頭
角を現しつつあります。フィンテックとは、金融サービスの
エコシステムに革命をもたらすべく、テクノロジーを駆使す
る企業を指しています。ユーザー情報のセキュリティに関
連するリスクが高いため、伝統的な銀行や保険会社は保
守的になりがちです。一方で、多くのスタートアップ企業や
大手IT企業は、新しい技術の力を利用して革新的な金融
サービスやソリューションを提案しようとしています。事例と
して、多くのIT企業は既にモバイル決済ソリューションを提
案しています。
現在は、主に限定的な相互作用をもつマイクロサービスが
ありますが、時間の経過とともに、こうしたサービスの地位
は強固なものとなって金融業界の変革を推進していくこと
でしょう。市場への参入は容易になりつつあるとはいえ、ほ
とんどの新規参入企業にとって、伝統的な銀行や保険会
社は依然として手の届かない存在です。実際、機密性の
高い顧客データの処理においては、銀行や保険会社には
豊富な経験があるため顧客からの信頼を得ています。
IoTは、顧客価値をどのように高めるか？
IoTのメリットは、金融サービス企業にとってはさほど明確
ではないかもしれません。しかし、IoTは銀行や保険会社
に実に大きなポテンシャルをもたらします。
銀行業務においては、モバイル決済がここ数年、人気を集
めています。しかし、IoTが銀行にもたらすメリットは決済だ
けではありません。不正決済やなりすましの検知に多大な
努力が払われているにもかかわらず、事件はなお起きて
います。例えば生体認証センサーであれば、提供サービス
に強力な認証レイヤーを追加することによって、サービス
のセキュリティ向上に役立ちます。また、特定の顧客への
融資を承認する際、複数のソースからデータを集約すれ
ば、より正確なクライアントプロファイルを設定することに
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よって、特定の顧客のローンを引き受ける際に生じるリス
クをより詳細に評価することも可能です。
保険会社においては、テレマティックス市場が有効なツー
ルとして台頭しつつあります。保険会社は顧客に関わるリ
スクを算定する際に複雑な計算式を用い、顧客のプロファ
イルに基づいてサービスの価格を決定しています。しかし
ながら通常は、顧客の実際の行動に関して数多くの仮定
を 必 要 としま す。地 理 的 なロ ーカラ イ ゼ ーシ ョ ン （ geolocalization）技術を利用すれば、テレマティックスによって
運転者の運転習慣に関する貴重な情報を入手して計算式
における不確実性を一掃し、顧客一人ひとりに帰属するリ
スク測定値がより正確なものになります。この方法を導入
すれば、サービスを顧客のニーズにより合わせることがで
きるようになるだけでなく、走行距離に応じて保険料が決
まる保険プランのような画期的なプランによって、優れた運
転習慣に対しては特典を提供し、ドライバーの責任を高め
ることも可能です。
保険会社の前に出現しつつあるもうひとつの傾向は、ヘル
ス・ベルト型のウェアラブル端末が収集した健康データを
活用するより柔軟性の高いサービスの提供や、収集した
データにモニタリング技術とアナリティクス技術を駆使して、
救急時にサポートサービスを提供すること等があります。
保険会社がIoTを活用できるのは、テレマティックスや保健
医療関連だけではありません。顧客の資産を保護するた
めに様々な場所に埋め込めるセンサーの種類は幅広く
揃っています。現在はこれらのセンサーにより、自宅の水
道管の水漏れを検知し、損害コストが手に負えない状況に
陥る前に修理することも可能です。さらに、収集したデータ
から、不正請求を識別し予防することもできます。
IoTというアドベンチャーを牽引する原動力は、顧客とデー
タの2つです。保険ビジネスの中心にこの2つを据えれば、
好循環が形成されます。顧客に対する理解を深めれば親
密な関係が生まれ、顧客のニーズが把握できるようになる
と同時に、顧客が保険会社に信頼を寄せることでデータ収
集が円滑になります。新しいデータを集めれば、ひいて
は、顧客をより理解することにもつながります。

5

デバイスを使用／
措置を講じる
（またはクローズドループ）

顧客／業務

4

データ、トリガー事由を
（リアルタイムで）感知

スマートデバイス／センサー
クローズドループ

推奨案を
提示

接続とデバイスの管理

サービスプロバイダー

2

社会的統合

3
データ を 提 供 し 、
レスポンスを生成

1

クラウド

データ保管

データ分析

データを収集し、
処理

意思決定の
レ ス ポンス

開発したいのは、どのサービスですか？ あるいは、開発
すべきサービスをどのように決定しますか？
金融サービスの過去から将来への発展過程

パッケージ
- 定義済みプラン
- わずかなオプション

顧客志向
- テイラーメイドのサービス
- 構成要素の選択が可能

ユーザー体験
- シンプルさ
- 反応性
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銀行や保険会社は近年、顧客の実際のニーズにサービス
を適応させ、そのニーズに顧客の個性をプラスしてカスタマ
イズしたサービスを提供するために、顧客との距離を縮め
ようとしてきました。顧客との近接性が実際のニーズの把握
に必要な知見をもたらすため、これは重要な動きです。これ
を実施していない金融業界はすでに競合企業から遅れを取
り、次のステップを踏み出す準備ができていないはずです。
IoTの世界に足を踏み入れることで情報源が増えるため、
金融サービスのパーソナル化の水準が高まるという機会が
生み出されています。これは、アナリティクス分野の進化が
功を奏した結果です。シンプルなアナリティクスからリアルタ
イムのアナリティクス、機械学習ソリューションの検討に至
るまで、データの理解向上を図る方法は多岐にわたってお
り、画期的なサービスの開発時にはこれらが貴重な資産と
なります。
私たちは一方で、人々がプライバシーに懸念を抱く時代に
も生きています。機密性の高い顧客データを扱う専門の担
当者には、かかるデータのセキュリティを確保し、悪意のあ
る第三者がアクセスできないようにする責任があります。顧
客データは顧客自身だけでなく、企業にとっても貴重です。

銀行や保険会社は近年、顧客の実際の
ニーズにサービスを適応させ、そのニー
ズに顧客の個性をプラスしてカスタマイ
ズしたサービスを提供するために、顧客
との距離を縮めようとしてきました
データの保護は最低限必要なことですが、顧客の視点から
見れば、他にも必要なことが数多くあります。顧客は、金融
サービスを提供している企業なら、どのような企業も盲目的
に信頼すべきでしょうか。答えは断固として「ノー」です。金
融サービス会社それぞれが、なぜ顧客から信頼を得られて
いるのか、その理由を示す義務があります。それでは、金
融サービス企業はプライバシーに対する顧客の懸念をどの
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ように払しょくできるのでしょうか。これは非常にデリケート
なテーマです。自身の個人データに他人がアクセスするこ
とを好む人はほとんどいません。ブラックボックスモデル
は、ここでは最悪の解答です。
顧客は通常、企業に対して個人情報の使用に関する透
明性を最大限高めてほしいと考えています。顧客データ
の中でも、極めて機密性の高い情報にアクセスする銀行
や保険会社に対しては、特にそうです。データの保護やプ
ライバシーの重要性に対する認識が高まっているとはい
え、認識していない人や十分に注意を払っていない人も
依然、多数に上ります。この理由から、規制当局は個人
情報の悪用を防ぐための一歩を踏み出しています。これ
が、現在欧州が進めているデータ保護の枠組みに関する
改革の事例です。業界の状況、特に金融サービス業界に
おいては、個人情報の保護とセキュリティに関して明確な
方針を策定するとともに、どのようなデータが収集され、
その収集されたデータがサービスの品質向上にどのよう
に役立つのか、顧客にとってわかりやすく、かつ理解しや
すいものであるべきです。前述した顧客との距離を縮める
動きが、ここでいかに重要かがわかります。密な関係は、
信頼の形成に非常に重要です。
企業側においては、顧客に情報を提供することは良いこ
とですが、顧客を関与させることにはさらに良いことです。
顧客が喜んで使いたいデバイスはどのデバイスでしょう
か。企業が特定のデータを収集することに対し、顧客は満
足しているでしょうか。顧客が使いたくないサービスを開
発したい企業など存在しません。
つまり、顧客中心に考えながら、以下の質問に答えていく
ことが出発点になります。
•

顧客のニーズにはどんなものがあるか？ 顧客は、何
を期待しているか？

•

IoT対応機器／ウェアラブル機器のうち、顧客が使い
たいと思う機器はどれか？

•

個人情報の保護やセキュリティに関して顧客に安心し
てもらうためには、どうすればよいか？

•

顧客データの使用に関する透明性を高めるために
は、何ができるか？

•

個人情報の保護に関するポリシーを、顧客にとって明
確かつわかりやすくするためには、どうすればよい
か？

どのように準備すべきか？
IoTへの取り組みを開始するのは、今が適切でしょうか？
IoTを受け入れるには時期尚早と考える意見もあるかもし
れません。こうした考え方の企業は時機を逸し、競合他社
が既に自社のソリューションを導入済みの段階になってか
らようやく重い腰を上げるような状況になってしまうかもしれ
ません。これは大がかりなプロジェクトであり、軌道に乗せ
るまでに時間がかかるため、まだ着手していなければ今日
にでも始めるべきです。
デジタルの世界で成功するには、2つの面のITのスピード
をサポートする必要があります。1つ目は昔ながらのサイク
ルであり、基盤を構築するために必要なサイクルです。2つ
目は、顧客対応業務専用の迅速なサイクルです。実際、顧
客のニーズが変わっていく中で、対応までに要する時間を
短縮することが求められます。
次に、何から始めるべきでしょうか？サービスを開発する
土台となる確固とした基盤が不可欠です。ここでは、データ
を保管し、データアクセスのセキュリティを確保するための
基盤のインフラを確実なものにするために長期的なサイク
ルを用います。
次は、短期的サイクルの決定です。ビジネスの視点から見
れば、金融業界にとって実際に重要なのは、データの収集
法ではなくデータ自体です。前述した通り、ビジネスの中心
は顧客であり、便利で有効なサービスの開発においてカギ
を握るのは顧客ニーズや期待値の把握です。それらを把
握すれば、必要なデータは、サービスを開発する必要条件
を確立することによって決定されます。
IoTに取り組めば、大抵の場合にビッグデータとの関わりが
あります。そのため、先に進む前に、今後処理しなければ
ならない大量のデータにインフラが対応できるかどうかを確
認しなければなりません。ニーズや制約事項を見直すこと
は膨大かつ複雑な作業になりますが、手始めに以下を検
討するといいでしょう。
•

ス ト レ ー ジ と ク エ リ （ SQL 、 MongoDB 、 Hadoop 、
ElasticSearch、Graphsなど）

•

複製（ストレージによる）

•

セキュリティ（ユーザーアクセス、暗号化、ファイヤー
ウォールなど）

•

可用性（障害時の復旧、リアルタイムなど）

•

スケーラビリティ

•

アグリゲーション

•

アナリティクス

ツールの選択肢は多数に上るため、必要条件を満たすツー
ルを選ぶことは気の遠くなるような作業かもしれません。
前述の基準リストではすべてを網羅してはいませんが、必
要な種々のテクノロジーを選ぶ際の出発点にはなります。
データの移行には常に慎重を期すべきであるため、丹念
に比較して、的確なツールを選ぶとよいでしょう。
インフラスタックの準備が整えば、データを送信する段階
に入ります。まず、データソースと各ソース間の相互作用
性を明確にします。ここでは、APIのデザインから始めると
よいでしょう。実際のところ、APIがアプリケーションやサー
ビスの中核として機能することもあります。センサーが収
集したデータをAPIに送信すると、APIがストレージとやり
取りします。一方で、アプリケーションレイヤーがAPIから
データを取り込み、ユーザー向けに表示することもできま
す。APIはマイクロサービスと考えることもできるため、そ
れを基盤（マクロサービス）としてアプリケーションを構築で
きるわけです。
このような形にすればグローバルのアーキテクチャを明確
にできるだけでなく、インフラの拡大に伴い機能性を拡充
することもより容易になります。どのようなデータが入手可
能であり、どのようにアクセスできるかについて明確に理
解していれば、新しいツールや代替的なデータソースの統
合もシンプルになります。アーキテクチャにエントリーポ
イントを多数設ければ設けるほど、セキュリティ侵害の危
険性も大きくなる点には注意が必要です。
それでは、データソースの選定プロセスに移りましょう。第一
に、利用できる様々なデバイスを検討すれば、必要なデータ
の収集と提供できそうなデバイスを特定できます。この方
法が常に可能とは限りませんが、デバイスの長所と短所
のバランスを取る最良の方法は、まず試してみるというこ
とです。
金融機関は、データソースを1つのデバイスに限定する必
要はありません。実際、IoTの強みのひとつは利用可能な
データの多様性にあり、異なるデータソースからデータを
集約し分析する能力にあります。こうした強みは、長期的
な運用の中で違いを生み出していくでしょう。
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当然ながら、様々なソースからできるだけ多くの情報を収
集し、必要な際には常にデータが手元にあるという状態に
しておきたいと思うかもしれません。しかし、顧客に対して
透明性へのコミットメントを表明することの方が重要です。
実際に必要性がない場合に、データを収集する正当な理
由を挙げることはできるでしょうか？
以下に、データソースとして1つあるいは複数のIoTデバイ
スを選択する前に検討すべきすべての要素を要約しまし
た。
•

デバイスで収集するデータ：必要条件を満たしている
か？

•

デバイスの接続性：どのように収集したデータを回収す
るのか？

•

データの品質と信頼性：ユーザーがデータを変更できる
か？

•

拡張性：新しい機能を追加するのは、どの程度容易
か？

•

コスト：デバイスの費用は？ その費用を負担するのは、
会社か顧客か？

•

ライフサイクル：デバイスはどの程度頻繁に更新しなけ
ればならないか？

ちなみに、自社のプロジェクトの各要素に対処するために
必要なリソースを金融サービス会社が所有している場合も
あれば、していない場合もあるでしょう。所有していないか
らと言って、プロジェクトをこれ以上進めないという理由に
はなりません。専門企業との提携が解決策となる場合もあ
ります。例えば、一部のデバイスに必要なプログラムの組
込みに不安を覚える企業もあれば、それに特化した企業も
あるでしょう。データインフラにも同じことが言えます。中に
は、自社でデータセンターを保有していない企業のため
に、すでにツールをインストールした装置を用意しているプ
ロバイダーもあるかもしれません。社内で危険なサポート
体制を敷くよりも、外部委託した方が得策という点を忘れな
いでください。一方で、個人情報の保護とセキュリティポリ
シーに影響するため、提携先の選定には慎重を期すべき
です。また、類似するプロジェクトに従事する前途有望な
フィンテックの新興企業も存在するかもしれません。その場
合、その企業を買収することもひとつの選択肢です。そうし
た企業が問題に取り組む際に異なるアプローチを提案する
ことにより、彼らの技術的なバックグラウンドが商品に価値
をもたらすこともあるかもしれません。
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要約すると、状況に応じて複数のソリューションがあります。
•

社内のリソースを開発する

•

適切な提携先を探す

•

有望なスタートアップ企業に投資する

最後に、インフラやサービスの各レイヤーをテストしなけれ
ばなりません。実際、IoTの世界は急速に進化しており、そ
のペースに合わせて進んでいくことは並大抵ではありま
せん。こうした状況では、新しい機能がリリースされたり既
存の機能がアップデートされたりした場合に、互換性が簡
単に損なわれてしまいます。継続的インテグレーションや
テスト駆動開発といったアジャイル手法の一部の原則は、
特にこの面で適応されますが、唯一可能なアプローチはア
ジャイルだけではありません。重要なのは、ツールや手法
に馴染み、着手することです。
簡潔に言えば、データを重視し、グローバルな全体像を念
頭に置いておくことです。
•

インフラの準備は万全か？ どのような変更が必要か？

•

どのようなデータが必要か？

•

サービスアーキテクチャは、明確に定義されているか
（マイクロサービスか、マクロサービスか）？

•

データ収集に、どのソースを使用するか？

•

プロジェクトを社内で実施するために必要なリソースが
すべて揃っているか？

•

グローバルのテスト範囲は、十分か？

結論
ウェアラブル機器をはじめとするIoT対応機器は、ユーザー体験という点において
新しい視点をもたらしています。こうしたデバイスでデータがすべて収集可能にな
れば、個人情報の保護やセキュリティ、ビッグデータの解析といった新たな課題が
生じます。IoTの世界へと足を踏み入れる行程で、マイルストーンを設定するため
に役立つポイントを以下に挙げておきます。
•

後れを取りたくなければ、変化をもたらすプレーヤーになること

•

顧客のニーズにフォーカスすること

•

ユーザー体験が新たなトレンドであると認識すること

•

透明性を確保すること。信頼を築くには時間がかかるが、その信頼を失うのは
一瞬である

•

IoTの動きに注目すること。IoTの世界は動きが速い

•

データの背後にある力を活用する方法を学ぶこと
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謎を解く
脅威か、
それとも好機か？
エリック・コラード
（Eric Collard）
パートナー
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト
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グイネール・ギャブレイ
（Gwenaël Gavray）
ディレクター
ビジネストランスフォーメーション
デロイト

メディアで大々的に報じられているにもかかわらず、ビッ
トコイン等の仮想通貨は誤解されています。多くの記事
は、取引所の崩壊や価格変動、政府の取り締まりばかり
を報じています。不安定で破壊的な通貨とさえも報じるこ
うしたビットコインへの注目は、既存の概念を打ち砕く新
しい通貨技術としてビットコインが秘めている長期的な重
要性から、ビジネスを遠ざける可能性があります。
はじめに
ビットコインは、単に購入の新しい手段ではありません。仲
介機関を介さずに、インターネット上で価値を交換するプ
ロトコルです。ビットコインの支払用途については何度も取
り上げられていますが、近い将来、ビットコインは不動産の
譲渡やID管理など、仲介機関に依存する他のシステムに
進出する可能性があります。
ブロックチェーン技術に依存するビットコインのエコシステ
ムが進化し、活用事例が見られるようになるに伴い、官民
セクターはともに新しい課題や好機、責任に直面すること
でしょう。企業は、このテクノロジーを踏まえて革新的な商
品やサービスを開発するかもしれません。ビットコインとブ
ロックチェーンは将来、事業活動に革命をもたらす可能性
があります。この新しいテクノロジーが秘めた可能性を官
民セクターがより早く理解すればする程、課題を削減しつ
つ、ビットコインやその他同様の仮想通貨の便益を実現す
るべく、より周到な準備期間を得られることでしょう。
ビットコイン誕生の理由
歴史上、価値保存や交換手段として多くのアイテムが使
用されてきました。粘土板や貨幣に始まり、現在では紙幣
が使用されています。価値の保存、交換手段、計算単位と

しての通貨に対する理解が進むと同時に、価値の交換方
法や手法も同時に進化してきました。そこには常に、利用
可能なテクノロジーの機能が存在していました。
貴金属を使用した貨幣から紙幣へと移行し、その後に小
切手、次にクレジットカードが発明されました。しかし、クレ
ジットカードは、インターネットの時代を想定して生まれた
わけではありません。ネットワーク化されたデジタル社会
で、単に消費者のニーズに対応できる形で適応されてきた
だけです。消費者がインターネットにアクセスできるように
なって20年を数える今日、インターネット向けに設計された
通貨がなぜ登場したのかを疑問に思うよりも、そうした通貨
が登場するまでに、なぜこうも長くかかったかを疑問に思う
べきです。
インターネット上で生まれ、実体経済で使用されるように
なった仮想通貨の先駆けの一つがビットコインです。ビット
コインが誕生して以降、同じオープンソースのコードからは
他の仮想通貨も誕生しており、その数は日増しに増えてい
ます。こうした通貨の中には、取引スピードやセキュリティ
といった、ビットコインの技術上、運営上の課題を踏まえて
改良していくことを目的にするものもあります。しかし、ビッ
トコインはこれまでのところ、先駆者としての優位性を保っ
ています。最も人気が高く、最大流通量を誇るのがビットコ
インです。2015年8月1日現在、ビットコインの流通量は
1,445万BTC（ビットコインの略）に上り、時価総額で41億ド
ルが流通しています。
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ビットコインの仕組み

技術システムとしてのビットコインの資質とは？

ビットコインは、インターネット上で仲介機関を介さずに価
値を交換できるプロトコルです。取引は、ブロックチェーンと
呼ばれる、公開された元帳システム上で暗号を使って認証
されます。ユーザーは、秘密鍵というパスワードを使ってア
カウントにアクセスします。この取引は、採掘者と呼ばれる
ユーザーのネットワークによって認証されます。この採掘者
とは、ビットコインの追加発行を獲得するチャンスと引き換
えに、自らのコンピュータ処理能力を取引の認証プロセス
に提供するユーザーです。追加のビットコインを受取る唯
一の収入源である取引の認証作業の中で、採掘者は新た
に発行されたビットコインを受け取ります。ビットコインの発
行を管理している金融当局はありません。発行量は最大
2,100万BTCに固定されており、予め公開されているレート
で徐々に発行されます。また供給量は、時間の経過ととも
に、予測可能な方法で減少します。価値の保存手段として
見た場合、ビットコインは本質的にデフレ性の通貨と言えま
す。また、発行量を自由裁量で決定したり、金融政策措置に
よって通貨を保護したりする政府や中央機関はありません。

ビットコインには、他の通貨や決済システムとは異なる3つ
の資質があります。第一に、ビットコインはピアツーピア
（P2P）であり、仲介機関を介さずにインターネット上の分
散化ネットワークを通して直接、送金できます。クレジット
カードやペイパルのような現在の決済システムは、取引の
承認のために仲介機関を必要としますが、ビットコインに
は必要ありません。このため、ビットコインは今日の紙幣の
ように人から人へ渡っていくため、「インターネットキャッシュ」
と呼ばれています。

ビットコイン建ての取引を処理するには、以下の2つの事実
を認証します。
1. ユーザーAがユーザーBにビットコインを送金する際、
ユーザーAに残高があること（偽造防止）
2. ユーザーAがユーザーBにビットコインを送金する際、
ユーザーAが同じビットコインを別のユーザーCに同時
に送金しようとしていないこと（二重使用の防止）
ビットコインが成熟するにつれ、ビットコインの保存、交換、
財やサービスの対価としての受け取りにおいて消費者や
小売業者を支える企業のエコシステムが形成されつつあり
ます。
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•

オンライン上または「コールドストレージ」と呼ばれる
オフライン上で、銀行やウォレットがビットコインをユー
ザーのために保管

•

取引所が通常の通貨をビットコインに交換し、その逆に
ビットコインを通常の通貨に交換することで、ビットコ
インのプロトコルへのアクセスを提供

•

ペイメント・プロセッサーが、商品やサービスの対価とし
て小売業者がビットコインを受け取るのを支援

第二に、ビットコインはオープンでありながら、安全な認証
を誇ります。従来の決済システムはセキュリティを維持す
るために、取引情報の保護に頼っています。例えば、クレ
ジットカードのトランザクションが改ざんされれば、将来ト
ランザクションを行う際に使用する貴重な情報の漏えいに
もつながりかねません。これに対してビットコインは、暗号
に依存しています。取引はすべて、採掘者のネットワーク
によって暗号で認証されるため、ビットコインはオープンで
あるにもかかわらず、ではなく、オープンであるからこそ機
能しているのです。
第三に、ビットコインは自走式です。つまり、取引の認証シ
ステムの原動力となっているコンピュータ処理能力を提供
してくれた採掘者に自身の商品であるビットコインを使って
報い、報酬を「支払って」いるのです。その結果、従来型の
決済システムで必要な人件費と同様のコストが不要です。
以上の3つが、ビットコインに今日成功をもたらし、グロー
バルにスムースな決済システムを実現している一因です。
しかし、以上の要因によって課題も生じています。

BITCOIN

ビットコインの主な課題とは？
通貨として今以上の普及を図るには、ビットコインは不安
定な変動、規制の不確実性、取引上のセキュリティ、使い
やすさ、取引量に関する重要な問題に対処していかなけ
ればなりません。
投機家がビットコインを利用したために値動きが荒くなり、
交換手段としてのビットコインの実用性が損なわれていま
す。一夜にして価格が30％も変動すれば、人々はビットコ
インの利用に二の足を踏むでしょう。また、ビットコインを
巡る世界的な規制環境も不確実なままです。政府が新た
に規制に乗り出すとのニュースや政策変更の噂が流れれ
ば、ビットコインの価格に大きな影響が出て、通貨として
の安定性が低下してしまいます。

BITCOIN

ビットコインやブロックチェーンのもたらす好機
ビットコインは、新しい通貨以上の存在です。ビットコイン
などの仮想通貨は、インターネット上で情報を交換する新
しいアーキテクチャを築きつつあります。すなわち、オー
プンでありながら安全で、手間がほとんどかからない
「P2P」と呼ばれるシステムです。現在、個人が送金する場
合には第三者を介さなければならず、往々にして手数料が
課されます。ビットコインは、世界のどこにいても、誰にで
も、いつでも直接送金できます。結果的に企業は、今日課
している手数料の引き下げを迫られる可能性があります。

TRANSACTION

OPPORTUNITY

BITCOIN

取引所崩壊の大々的な報道で中断されるセキュリティ上
の問題は、通貨としてのビットコインの本格的な実用性を
阻む可能性があります。ビットコインを成熟させるには、
取引所のセキュリティを伝統的な銀行と同等の確固たる
水準に引き上げる必要があります。ウォレットサービスの
使いやすさやコインの安全な保管方法が向上するまで、
一般消費者はビットコインの使用に踏み切れないでしょう。
取引の認証には、大量の電力、帯域幅、データ記憶容量
が必要です。比較的少量なビットコインの取引のサポート
に必要なリソースは、すでに限界に達しつつあります。現
時点で、ビットコインは1日当たり約12万件の取引量であ
るのに対し、ビザは21億件以上のクレジットカード取引を
処理しています。本格的な取引量をサポートするために、
ビットコインの取引認証システムは、電力や帯域幅、デー
タストレージの使用方法を変えていかなければならないで
しょう。

MOBILE

?
MOBILE

THREAT

ビットコインは、インターネット上で仲介機
関を介さずに価値を交換できるプロトコル
です。取引は、ブロックチェーンと呼ばれ
る、公開された元帳システム上で暗号を
使って認証されます

それではここで、財産の譲渡やID管理など、仲介機関に
頼っている他のシステムが、同様のオープンなP2Pシス
テムによっていかにして破壊されていくかを想像してみま
しょう。
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ビットコインは、世界のどこにいても、誰にでも、いつでも
直接送金できます。結果的に企業は、今日課している手
数料の引き下げを迫られる可能性があります
財産の譲渡

ID管理

ビットコインのプロトコルは、この業界を支えるサービスに
革命をもたらし、複雑な資産譲渡を簡素化することができ
ます。大きな資産の譲渡には現在、多大な時間とリソース
が必要です。例えば、個人から自動車を購入する場合、事
故歴や過去の点検履歴を調べるために専門のサービスを
利用する必要があります。ビットコインが公開している元帳
であるブロックチェーンを使えば、これを変えることができ
ます。ビットコインは実在する資産に相当する、というような
方法で、ビットコインを適格とみなすことができます。カラー
ドコインのような企業のビットコイン起業家は、物理的特性
を示すためにビットコインのごく一部を使用する方法に既に
取り組んでいます。ビットコインのほんの一部を使って、そ
の財産の現在の所有者を公的に特定し、過去の所有者や
その他の履歴の両方の記録を網羅することができるので
す。自動車を購入する場合、ブロックチェーン上で過去の
事故歴や点検履歴をすべて確認し、名義変更もその場で
できるようになります。

ブロックチェーンは、ID管理の方法も変革します。パスポー
ト等のID管理のほとんどは、依然として紙ベースのシステ
ムで運営されています。こうした文書は偽造や盗難が避け
られませんが、偽造できない独自の認証可能な「鍵」を作り
出す方法があるとしたら、どうでしょうか。ブロックチェーン
に基づく暗号ネットワークは、個人のIDの認証や国境を跨
ぐ移動のモニタリングにも使用可能です。国境の検問所で
紙のパスポートを提示してスキャンする代わりに、ビットコ
インの「鍵」を提示すればよいのです。政府機関はその鍵
を認証し、入国記録をブロックチェーンに登録できます。

同様に、不動産や金融商品の取引もすべてブロックチェーン
のプロトコル上で実行できるかもしれません。そうなれば、
ブローカーや弁護士、司法書士等の助けを借りずとも、個
人が直接、資産を譲渡できるようになり、近い将来、効率
が向上し手間が省けることになります。
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以上の仕組みは、社会保障番号や納税者番号、運転免許
など、他のID管理にも活用できます。

財産の譲渡

1

2

3

4

Aさん

Bさん

Cさん

Dさん

ディーラーから自動車を購入。この
車は、ブロックチェーン上でビット
コインとして表現されているた
め、公開されている元帳上のこ
の自動車の履歴から今回の購
入を閲覧することができる。

Aさんから自動車を購入し、ブ
ロックチェーン上で履歴を閲覧
した結果、過去の事故歴を確
認。

Bさんから自動車を購入し、ブ
ロックチェーン上で履歴を閲覧
した結果、定期的に点検を受
けていたことと、1度事故を起
こしていることを確認。

Cさんから自動車を購入し、ブ
ロックチェーン上で履歴を閲覧
した結果、事故歴、点検履歴の
ほか、排出ガステストをクリア
するために最近行われた作業
を確認。

ID管理

010101011001
101010101110
101100110100
1011001
1010110
1010
11001100

図: Deloitte University Press | DUPress.com
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ブロックチェーンに関するデロイトの見解
デロイトの世界中の顧客の多くは今日、ブロックチェーン
の技術を評価中です。ただ、そのほとんどがビットコインと
他のブロックチェーンとの違いを見分けようとしている段階
にあります。
しかし一部の企業は、特定の問題にこのテクノロジーを活
用し、追加的な収入源を得ようとするか、あるいはコスト削
減に努める動きを見せています。デロイトの顧客である銀
行の一部は、主としてトレード、送金、取引の決済にブロッ
クチェーンを利用しようと考えているようです。このほか、
リテールバンクの顧客報酬制度の管理にブロックチェーン
の利用を検討しています。今後の課題は、異なる顧客体
験の提供やコスト削減と同時に、収益が拡大できる方法
を探ることです。
デロイトでは、社内で活用する方法として幅広い対象領域
が挙げられています。例えば、デロイト米国では現在、監
査プロセスを迅速化するためにブロックチェーンを利用す
るソリューションを開発中です。企業があらゆる取引をブ
ロックチェーンに入力すれば、デロイトはこの企業の監査
に際してブロックチェーンを査閲して取引をすべて確認で
きるようになります。ブロックチェーンは改変できず、時間
も特定できるためです。

コンサルティング業務では、P2Pのクラウドソーシングプ
ラットフォームを通じたコンサルティングサービスの調達の
面で可能性があります。例えば、ある戦略について顧客が
デロイトにコンサルティングを依頼するのではなく、ブロック
チ ェ ーン 上 でコン サ ル ティ ン グ を 要 請 する と、ブ ロ ッ ク
チェーンが顧客と適任者をマッチングするわけです。
好機を割り出す
決済業務がビットコインとブロックチェーンに影響を受ける
のは間違いありませんが、法人顧客は現在、より幅広い分
野でこれらの技術を活用したいと考えています。ビットコ
インは金融だけに限らず、あらゆる取引に利用できるテク
ノロジーであると認識すべきです。
ビットコインは、あらゆる取引を管理したい企業にとって興味
深いテクノロジーです。この取引は、個人間のビットコイン送
金かもしれませんし、空港送迎のドライバーを依頼する取
引かもしれません。ブロックチェーンは徐々に、資産の譲
渡やスマートコントラクト、投票等の基盤となるでしょうが、
こうした用途それぞれに特化した異なるブロックチェーンが
生み出されるかもしれません。こうした進化は、データ保護
に関する規制を考慮に入れつつ、慎重に推し進めていくべ
きでしょう。

結論
•

ビットコインは、新しい仮想通貨を超える存在です。ブロックチェーン技術に依存するエコシステムであり、そ
の用途は決済だけにとどまりません。

•

ビットコインとブロックチェーン技術を活用した場合、その潜在的な創造的破壊力は金融業界のみならず、
特に仲介機関に頼る業務に多大な影響を及ぼします。

•

規制や技術的革新、経済情勢等、ビットコインの進化に影響を与える要素は多数に上ります。

•

今日、ビットコインとブロックチェーンの未来を予測することは、1990年代にインターネットの重要性を推し測
ろうとすることがどのようであるべきだったのかに似ています。しかし、幕を開けたばかりのビットコインの歴
史が何らかの指標になるならば、このテクノロジーの未来は期待に胸が弾むものになるはずです。

出典：
www.blockchain.info
http://www.coindesk.com/deloitte-blockchain-auditing-consulting/
Deloitte University Press – Bitcoin. Fact. Fiction. Future.
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コラボレーション世代
経済に革命をもたらす
破壊的シフト
ジョエル・ファノーフェルシェルデ
（Joël Vanoverschelde）
パートナー
アドバイザリー＆コンサルティング・
リーダー
デロイト

チャールズ・デランクレー
（Charles Delancray）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

コラボレーティブ・エコノミー：重要な定義と文脈化
ギリシャ危機が繰り広げられた最中、トム・フィーニー氏は
政治家の「煮え切らない」さまにうんざりしていました1。そこ
で英国のビジネスマンである同氏は、ブリュッセルやアテネ
の政府高官協議でギリシャとユーロ圏の将来が決定され
るのをただ傍観するのではなく、インターネットに向かい、
大掛かりなクラウドファンディング・キャンペーンに乗り出し
ました。「ギリシャ救済基金」と題してIndiegogoで展開され
たこのキャンペーンでは、国際通貨基金（IMF）の融資返済
に必要な16億ユーロの資金集めを目標とし、最終的には
この金額には達しませんでしたが、たったの8日間で200万
ユーロをわずかに下回る額2が集まりました。結果としては
目標額には及ばず、全額が寄付者に返金されました。しか
し 同 氏 は 、 こ の 結 果 に 屈 する こ と な く 、 非 営 利 団 体 の
「Desmos」とのコラボレーションで新キャンペーン「ギリシャ・
クラウドファンド（Greek Crowdfund）」を立ち上げました。こ
のキャンペーンでは最終的に集まった額を問わないという

1

ルイザ・バルトロー
（Louisa Bartolo）
コンサルタント
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

形で、ギリシャ全土の若年層失業者を支援する慈善活動
に直接寄付する意向を人々に呼びかけ3、募金額はキャン
ペーン開始から6時間で2万ユーロを超え4、3日後には9万
ユーロ超の寄付が殺到しました5。
ギリシャ情勢は政治的色合いが濃かったため、同氏の
キャンペーンはメディアで大々的に報じられましたが、この
種のキャンペーンはこれだけではありません。クラウドファン
ディング、すなわちオンライン上でインターネットユーザー
に資金提供を呼びかける組織は、投資環境が停滞ムード
に包まれていた2008年に誕生し、今では「数十億ドル規模
の業界」へと成長しました。その資金は、先進国や途上国
を問わず、世界中の数えきれないほどのベンチャーに流入
しています6。このトレンドが、「コラボレーティブ・エコノミー」
と称される拡大中の変革的現象を形成する一因となって
おり、デロイトはこの領域に非常に大きな期待を寄せてい
ます。早速見ていきましょう。

4
5

Hazel Sheffield, 7 July 2015: http://www.independent.co.uk/news/business/news/greece-debt-crisis-live-campaign-tocrowdfund-greek-bailout-ends-with-2m-or-0-of-total-needed-10371792.html
Lauren Finch, 7 July 2015: http://globalvoicesonline.org/2015/07/07/donations-surge-for-second-crowdfunding-campaign-aftergreek-bailout-falls-short/
Ioanna Zikakou, 10 July 2015: http://greece.greekreporter.com/2015/07/10diegogo-greek-bailout-fund-failed-britishbusinessman-relaunches-the-campaign/
Umberto Bacchi, 7 July 2015: http://www.ibtimes.co.uk/greek-crowdfund-failed-bailout-organiser-thom-feeney-starts-new-fundraiser-greece-1509726
Lauren Finch, 7 July 2015: http://globalvoicesonline.org/2015/07/07donations-surge-for-second-crowdfunding-campaign-after-greek-bailout-falls-short/

6

InfoDev/ The World Bank, 2013: http://www.infodev.org/infodev-files/infodev_crowdfunding_study_0.pdf
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クラウドファンディング、すなわちオンライン上でインター
ネットユーザーに資金提供を呼びかける組織は、投資環
境が停滞ムードに包まれていた2008年に誕生し、今では
「数十億ドル規模の業界」へと成長しました。その資金
は、先進国、途上国を問わず、世界中の数えきれないほ
どのベンチャーに流入しています
コラボレーティブ・エコノミーとは、そもそも何を意味するの
か？
もしあなたが混乱しているとしても、それはあなただけでは
ないことが調査によって明らかになっています 7 。「シェア
リング・エコノミー」「コラボレーティブ・エコノミー」「コラボ
レーティブ・コンサンプション」といった言葉がほぼ同じ意味
合いで頻繁に使用されており、様々な人がそれぞれの言
葉に多少なりとも拡大解釈や縮小解釈を加えています8、9。
デロイトは「コラボレーティブ・エコノミー」を、伝統的な企業
が彼らのニーズを満たすためではなく、互いに直接取引を
行う個人の活動として考えています。この新しい組織的な
枠組みの中で、モノの所有に重きを置いた従来型の消費
は、財やサービスの利用や共有へと、その形を変えてきて
います10。
コラボレーティブ・エコノミーに詳しいレイチェル・ボッツマン
氏は、この組織的なモデルを4つの重要な要素（生産、消
費、ファイナンス、教育）に分類しています11 。生産の面で
は、個人が他の個人と協働し、共同制作者や共同生産者
となり、それぞれの能力やリソースをプールして、テクノロ
ジーの力を活用する形で自分たちの商品やサービスを市
場に売り出します。その好例がクリテイティブ・コミッション
（Creative Commission）で、ここでは音楽アーティストが自
身の才能をオンライン上のプラットフォームで披露し、企業
側は自社のプロジェクトニーズにふさわしい最高の人材を
選ぶことができます。

7

消費の面では、エアビーアンドビー（長短期の宿泊施設の
レンタル企業）やBlaBlaCar（同じ方面を旅行している個人同
士の長距離ドライブ旅行の共有プラットフォームを運営する
フランスのスタートアップ企業）から、GirlMeetsDress.com
（特別なシーンのために女性がドレスをレンタルできるオン
ラインプラットフォーム）、Zilok.com（個人が各種ツールや
家電製品を共有できるプラットフォーム）に至るまで、幅広
い企業が市場で事業を展開しています。実際のところ、生
産と消費は通常、それぞれ異なる2つの分野であると考え
られていますが、従来の境界線を曖昧にするところにコラ
ボレーティブ・エコノミーの力があります。つまり、コラボ
レーティブ・エコノミーでは、消費者は実質的に生産者でも
あるのです。
ファイナンスの面では、トム・フィーニー氏のような取組み
がピアツーピア（P2P）融資やクラウドファンディングとい
う、高まるトレンドの一角を成しています。伝統的な銀行や
金融機関を通さない方法、個人がオンライン上のプラット
フォームを利用して互いに資金を融通したり、ファイナン
ス・イノベーション（これは特に、コラボレーティブ・エコノ
ミー自体のイノベーションの中心）であったり、あるいはト
ム・フィーニー氏のような例で、人々が資金調達の価値が
あると考えるケースもあります。シンギュラリティ・ユニバー
シティは先頃、金融業界に巻き起こっているより広義な技
術革新の驚異的なペースに焦点を当てたカンファレンス
「Exponential Finance（指数関数的な金融）」を主催しまし
た12。引用されることの多い「Millennial Disruption Index｣

Collaborative Consumption Team 2014: http://www.collaborativeconsumption.com/2014/12/18/what-do-people-really-think-asummary-of-findings-across-this-years-studies-on-the-collaborative-economy/
8 Rachel Botsman – 21 Nov 2013: http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition
9 Toon Meelen and Koen Frenken - 14 Jan 2015: http://www.fastcoexist.com/3040863/stop-saying-uber-is-part-of-the-sharingeconomy
10 Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
11 Rachel Botsman – 21 Nov 2013: http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition
12 http://exponential.singularityu.org
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（MDI）は、ミレニアル世代によって破壊される可能性を業
種別に見た指数で、これによると、ミレニアル世代は従来
の金融機関に対する不信感が強く、銀行業界は破壊の
機が最も熟したセクターであると見られています 13 。この
指数は米国での調査結果に基づくものですが、欧州での
結果との深い関連性がすべてにおいて見て取れます。
2012年のギャラップ調査によると、EU加盟国では銀行業
界に対する信頼度が極めて低い水準にあることが確認さ
れており、信頼度が30％未満の国は実に7カ国に達しま
した14。こうした伝統的な金融機関への信頼の欠如がコラ
ボレーティブ・エコノミーに影響を及ぼし、「banking on
each other」(個人が互いに資金を融通する)を優先させ
て、銀行の利用を控える傾向が拡がっています15。
クラウドファンディング市場は成長しています。ある調査16
によると、2014年に北米でクラウドファンディングによって
調達された資金は、前年比で145％増となる94億6,000万
ドルに達しました。2014年は北米がクラウドファンディング
の主導権を握っているように見えますが、アジア市場も次
第に力強い伸びを示すようになっており、調達額は34億ド
ルと、欧州（調達額は32億6,000万ドル）をわずかに上回
りました。この調査報告によると、2015年のクラウドファン
ディング市場は全世界で344億ドルという、開いた口が塞
がらない驚異的な額の資金を調達するという試算が出て
います。例えば、クラウドファンディングのサイトとして知
名度が最も高いKickstarterでは、個人がキャンペーンや
プロジェクトのために予め目標額を設定して資金を調達
することができます。Kickstarterは調達総額の5％を手数
料として徴収し、個人は設定した目標額に届かなければ
全額を得られません（この場合、Kickstarterは取引手数料
として3～5％を徴収します17）。別のクラウドファンディング
のサイトはこれとは異なるモデル（例えばIndiegogoでは
柔軟性の高い選択肢を用意しており、目標額に届かなく
ても全額を失うわけではありません）で運営されており、
ターゲットとする市場も異なります（例えば、英国の
Crowdcubeは、より経験豊富な投資家を対象としていま
す18）。欧州にはクラウドファンディングのプラットフォーム
が数多くあり、Funding Circle（英国）、Ulele（フランス）、
FundedByMe （ ス ウ ェ ー デ ン ） 、 MyMicroinvest （ ベ ル
ギー）、Symbid（オランダ）など枚挙に暇がありません19。
こうしたプラットフォームが資金調達の新しいチャネルを
切り開くに伴い、目が眩むほどの幅広い分野で資金集
めやイノベーションを模索している個人のために、クラウ
ドファンディングは新規参入のチャネルを切り開いてい
ます。
13
14
15
16
17
18
19

http://www.millennialdisruptionindex.com
http://www.gallup.com
「Banking on Each Other」は、コラボレーティブ・ファイナンスの台頭を中心に分析しているマーケター、Simone Baldassarriの著書名。
Massolution 2015: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376
Kate Taylor 2013: http://www.forbes.com/sites/katetaylor/2013/08/06/6-top-crowdfunding-websites-which-one-is-right-for-your-project/
Priti Ambani – 30 May 2014: http://crowdsourcingweek.com/top-15-crowdfunding-platforms-in-europe/
Ibid
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クラウドファンディング以外では、P2P融資の市場も急成
長しています。P2P融資では、複数の投資家が様々な融
資パッケージを提供し、借り手は提示されている金利の中
から最も低いパッケージを提供している投資家を選ぶこと
ができます 20 。仲介機関（すなわち、伝統的な金融機関）
の排除に基づくビジネスモデルでひときわ突出しているの
が、レンディングクラブ（Lending Club）です。借り手と貸し
手を直接結びつけている同社は、「テクノロジーの力を借
りて従来の銀行融資プログラムより低コストで信用市場を
運営し、浮いたコストで借り手には低金利、貸し手には堅
実なリターンという形で報いる」21というマーケティング手法
で自社事業を展開しています。2015年5月にブルーム
バーグが報じたところによれば、P2P融資額は2015年に
770億ドルと、わずか3年前の15倍の規模に跳ね上がる
見込みです22。欧州では英国とフランスが先陣を切ってい
ますが、欧州大陸全体でもP2P融資市場は健全な伸びを
見せています。金融業界は、最も確実な破壊が進んでい
る業界です。

最後に、コラボレーティブ・エコノミーは学習方法にも影響
を及ぼします。オンライン上で無償で学べるオープンアク
セス講座や、コーセラを始めとするムーク（MOOC）の爆発
的増加によって、まだ破壊には至らずとも、従来の教育業
界には影響が出始めています23。コーセラは開設から4カ
月ですでに、登録者が実に100万人に達しました24。また、
コーセラだけにとどまらず、エデックス（EdX）やNovoEd、
Udacity、カーン・アカデミー（Khan Academy）といった
オン ライ ン上の 教育 プラ ッ トフ ォームが急 増しており 、
Udacityとエデックスではそれぞれ150万人および180万人
が登録しています25。今日まで、こうしたオンライン講座が
示してきた最大のポテンシャルは企業に資するものであ
り、企業は容易かつ手軽なトレーニングを自社の人材のた
めに購入することが可能です。
デロイトのCenter for the Edgeの共同創設者であり、この
分野のエキスパートであるジョン・ヘーゲル氏とジョン・シー
リー・ブラウン氏は、特にIT担当者のスキルベースの向上
と拡充を求める企業にとって、こうしたオンライン上の教育
ツールがいかに大きなポテンシャルを秘めているかを指摘
しています26。例えばITのような日進月歩の業界では、従
来通りの教育モデルの欠点が特に際立ち、オンデマンドで
利用できる研修素材が不可欠です。

20 European Commission: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/types/p2p/index_en.htm
21 https://www.lendingclub.com
22 Edward Robinson, 2015: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-14/wall-street-loves-peer-to-peer-loans-despite- concerns-ofa-bubble
23 Deloitte 2014: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt2014prediction-MOOCs.pdf
24 Tamar Lewin - 6 Jan 2013: http://www.nytimes.com/2013/01/07/education/massive-open-online-courses-prove-popular-if-not-lucrativeyet.html
25 Deloitte 2015: http://deloitte.wsj.com/cio/2015/02/12/moocs-and-more-external-learning-for-corporate-it/
26 Ibid
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市場規模を見極める
2014年に実施したデロイトの調査27によれば、コラボレーティ
ブ・エコノミーの一翼を担う企業500社に対してベンチャー
キャピタルが投資した資金は、わずか2年で20億ドル超に
達しました 28。エアビーアンドビーのサービスを利用した宿
泊者は2013年に600万人に上り 29、カーシェアリング市場
の利用者は2020年までに約2,600万人に達する30とデロイ
トは予測しています。ウーバー（Uber）は、6カ月ごとに収益
が倍増していると言われています31。実際、クラウド・カンパ
ニーズの創業者ジェレマイア・オーヤング氏は2015年6月
現在、「コラボレーティブ・シェアリング・エコノミー」は、時価
総額が10億ドルを超える企業を既に17社輩出したと算出し
ています。こうした巨大企業17社だけで従業員数は6万
人 32に上るなど、各種データは途方もない数値に達してい
ます。コラボレーティブ・シェアリング・エコノミーの成長率
は、フェイスブックやグーグル、ヤフーを合算した率を上
回っているのです33。

2015 年 5 月 に ブ ル ー ム
バーグが報じたところによ
れば、P2P融資額は2015
年に770億ドルと、わずか
3年前の15倍の規模に跳
ね上がる見込みです

現在提供されているサービスは、非常に広範囲に及ぶもの
です。そこで、「シェアリング・ブラザーズ」と称する男性3人
組が、コラボレーティブ・エコノミーが提供するサービスのみ
を利用して、南北アメリカ大陸（総距離2万1,000キロ）を縦
断するというミッションをスタートしました。シェアリング・ブラ
ザーズは実際に旅を進めながら、その冒険を詳細に記録し
ており、彼らのサイトは読み応えがあります34。そのうえ、高
まる需要を根拠とする、さらなる成長を予測するだけの理
由は十分にあります。

27 Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
28 ビクラム・マヒダールとデイビッド・シャツキーが2014年に執筆した記事において、CB Insightsのデータとデロイトの分析（2014年3月）が引用されている。
29
30
31
32
33
34

http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
ビクラム・マヒダールとデイビッド・シャツキーが2014年に執筆した記事で引用されているライアン・ローラーの試算。http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
ビクラム・マヒダールとデイビッド・シャツキーが2014年に執筆した記事で引用されているニック・ビグスの予測。http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
Evelyn Rusli – 6 June 2014: http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/06/uber-ceo-travis-kalanick-were-doubling-revenue-every-six-months/
2015 - http://www.web-strategist.com
Benita Matofska – March 2015: http://www.compareandshare.com/what-we-know-about-the-global-sharing-economy/
http://thesharingbros.com
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ソーシャルネットワークサイトやモバイル技術、オン
ライン決済システムの急増により、地理的に離れた
個人同士を結びつけるダイナミックなネットワークの
形成は、これまでになく簡単になりました
2015年の最初の数ヶ月に実施した調査によると、2016年
にかけて、シェアリング志向が高まると予測した欧州の消
費者は32％に達し、米国でもこう予測する回答者はほぼ
同程度（28％）に上りました35。提供者としての役割につい
ては、所有物を有料で貸し出してもよいと答えた回答者
は、欧州で54％、北米で52％と半数以上に達しました36。
さらに、この動向は欧州だけに限りません。2014年にニー
ルセンがアジア太平洋、欧州、中南米、中東、アフリカ、北
米の60カ国のインターネットユーザー3万人超を対象に、
どのようなものを共有したいかを調査37したところ、電化製
品 が 2 8 ％ 、 レ ッ スン ／ サ ービ ス は 2 6 ％ 、電 動 工 具 は
23％、自転車が22％、衣料では22％、家庭用品は22％と
いう結果となりました。中国のカーシェアリング市場は年間
で80％に届くペースで成長することが見込まれており38、
これらを単に、欧米企業が欧米以外の市場に進出してい

35
36
37
38
39
40
41
42
43
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るという理由だけでは片付けられないでしょう。北京のスター
トアップ企業である途家网（TuJia.com）が頭角を現し、エ
アビーアンドビーにとって手ごわい競合企業であることも証
明されています39。シンガポールではエアビーアンドビーの
予約が急増（顧客数はほぼ60万人）していますが、現地の
スタートアップ企業であるRoomaramaも同様のコンセプト
で事業を展開して話題を呼んでいます40。ウガンダでは、東
アフリカ全域でバイクタクシー向けの「ウーバー」を目指して
いる「Safeboda.com」がある41ほか、起業家のレイモンド・
ベシガとその同僚がオンライン上のプラットフォーム
「akkabo」を開設しています。このプラットフォームでは個
人がプロジェクトを立ち上げ、モバイルマネーウォレットを
使って資金を調達するクラウドファンディングを利用するこ
とができます42。調査データによると、アジア太平洋諸国の
消費者はシェアコミュニティへの参加意欲が高く、78％が
自身の所有物を共有したいと答えたほか、81％が他者か
らレンタルしたいと回答しました。中南米と中東／アフリカ
では、個人の所有物を共有したいとの回答はそれぞれ
70％と68％に、他者からレンタルしたいとの回答はそれぞ
れ73％、71％に達しました43。

Ipsos on behalf ING 2015
Ibid
May 2015 - http://www.nielsen.com
Roland Berger, 2014 - Sharing the future
Colin Shek - 3 Feb 2015: http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/02/03/consumers/no-purchase-necessary-the-sharing-economy-in-china/
Tanya Angerer – 16 July 2015: http://skift.com/2015/07/16/singapore-singles-have-created-airbnbs-strongest-market-in-southeast-asia/
TechMoran - 5 March 2015: http://techmoran.com/introducing-safeboda-com-ugandas-uber-motorcycle-taxis/#sthash.mEnbYlXe.dpbs
Watch his TED talk here: https://www.youtube.com/watch?v=hUmFRwvnosc
Nielsen 2014: http://www.nielsen.com/apac/en/insights/reports/2014/is-sharing-the-new-buying.html

「今後12カ月間にシェアリングエコノミーに参加する場合、何らかの取引、交流、動員につながると思いますか」
国別の回答結果

32%

欧州の消費者

チェコ共和国

13%

61% 4%
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20%

ルクセンブルク
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英国

25%

ベルギー

28%

フランス

29%

ルーマニア

33%

イタリア

35%

ポーランド

18%

オーストラリア

変わらない

43% 4%

27%

41% 5%

26%
33%
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24%

40% 3%

24%

23% 5%

49% 5%
28%

米国

24%

40% 5%
47%

トルコ

減る

24%

50% 5%

39% 4%

37%

ドイツ

23%

22%

33% 3%

36%

オーストリア

24%

52% 6%

36% 2%

29%

スペイン

増える

40% 4%

49% 5%

30%
21%
18%
25%

28%
18%

わからない

出典： Ipsos on behalf of ING 2015. Mobile Banking, New Technologies and Financial Behaviour. What’s mine is yours – for a price.
Rapid growth tipped for the sharing economy, p. 5
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なぜ、今なのか？ それは、テクノロジーが重要だからだ！
（しかし、景気後退という状況も・・・それから価値観も重要）
経済環境の見直しを迫ってくる現在の情勢とは、一体何な
のでしょうか。それはテクノロジーに他なりません。ソーシャ
ルネットワークサイトやモバイル技術、オンライン決済シス
テムの急増により、地理的に離れた個人同士を結びつけ
るダイナミックなネットワークの形成は、これまでになく簡単
になりました。すなわち、消費者間の商品やサービスの共
有や、「中抜き」と呼ばれる「仲介機関」（つまり、従来型の
ビジネス）を省くことが可能になりました。商品の共有、空
部屋の提供、車の同乗。これらすべてが、今やボタンをク
リック（または画面をタップ）するだけで可能になりました。
オンラインプラットフォームを介せば、これまで想像もできな
かったスケールでこれらの実現が可能になります。オンラ
インプラットフォームの使命は、これまでまったく接点のな
かった個人同士を結び付けること、そして商品やサービス
を人々の手の届くところ、今までは不可能だった地域にま
で届けることです（ここでは特に、位置情報サービスを提供
するGPSが重要な役割を果たしています 44 ）。要するに、
「インターネットとスマートフォンが優勢となり、調査や取引
のコストが下がった」 45わけです。「ハイテク企業」という名
称がもたらすメリットを虚実ともに利用しようと、一部のス
タートアップ企業が「ハイテク企業」を名乗っている46ことに
対してはもちろん議論の余地があるものの、原動力として

コラボレーティブ・エコノミーを支えているテクノロジーの重
要性を過小評価すべきではありません。コラボレーティブ・
エコノミーに相当批判的なある記事の言葉を借りれば、
「実際、ありとあらゆる取引が一種の出会い系サイトのよ
うなもので取り扱うことができる」47のです。
ここでは、ビッグデータが大きな役割を果たしています。個
人が必要としているものを、なぜ他の人が正確に知り得る
のかと言えば、それはつまりデータの共有によるもので
す。そのうえでニーズを既存の供給元とマッチングし、そ
の状況に応じて個人に提案するのはビッグデータのアル
ゴリズムです48。
テクノロジーが成功のカギであることは間違いありません
が、より深遠な社会経済学的な動きもコラボレーティブ・エ
コノミーに拍車をかけています。厳しい経済環境下では、
利用していない資源を現金に換えられる可能性、商品や
サービスを安価で手に入れられる可能性、以前は手の届
かなかった高級品の一時的な利用や手元での保管が可
能になるコラボレーティブな消費は、消費者にとって魅力
的な取引です。こうした経済的要因と、有望なプロジェクト
に対するベンチャーキャピタルの投資（コラボレーティブ・
エコノミー企業の資金調達額は既に160億ドルを上回って
います49）とが相まって、新たなシステムが成長しやすい肥
沃な土壌が形成されています。そこでは、ラッセル・ベルク
が言う通り、「あなたの価値は、何を所有しているかで決ま
る」という考え方が「あなたの価値は、何を利用できるかで
決まる」という原理へと、ほぼ切り替わってしまいました50。

44 H.O. Maycotte – May 2015: https://powermore.dell.com/business/how-big-data-is-driving-the-sharing-economy/
45 デロイト・スイスがシェアリングエコノミーについて2015年に報告している。
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/consumer-business/ch-cb-shared-economy-share-and-makemoney.pdf
46 Jim Kerstetter – 2 Aug 2015: http://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/02/in-search-of-the-slipperydefinition-of-the-modern-tech-company/
47 Charles Arthur – 21 Dec 2014
48 H.O. Maycotte – May 2015: https://powermore.dell.com/business/how-big-data-is-driving-the-sharing-economy/
49 Crowd Companies – 1 Sept 2015: http://crowdcompanies.com/blog/
50 2014 - Journal of Business Research 67
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社会経済的な変化によって、重要なバリューシフトも生じ
てきました。先般の危機を受けて、派手な消費や何でもク
レジットカードやローンで購入する以前の習慣に対して、
部分的な拒否反応には至らずともある程度のためらいも
あり、コラボレーティブな消費の魅力度が増しています51。
また、コミュニティの要素もあります。総じて個人主義で、
社会的な分断が進んだ現代社会の中で、リアルなつなが
りを築きたいという原始的な欲求をコラボレーティブ・エコ
ノミーが育成するという考え方は、確かに直感に訴えるも
のがあります52。もちろん一部では、否定的な向きもありま
す。例えば、エックハルト氏とバルディ氏53は実験を行い、
「消費者は企業や他の消費者と社会的関係を築くことより
も、低コストや利便性に関心がある」との結論を導き出し
ています。2人の研究者は、カーシェアリングサービスの
世界的大手であるジップカーを利用する消費者を調査し、
消費者は「ホテルを利用するのと同じように、名前を伏せ
てジップカーを利用していた」と結論づけています。この結
論を実証するため、2人はウーバーのスローガン「Better,
faster and cheaper than a taxi」（タクシーより便利、早
い、安い）と競合企業のリフトのスローガン「We’re your
friend with a car」（私たちは、車を所有しているあなたの
友人です）とを比較しています。両社はほぼ同じサービス
を提供していますが、リフトの利益はウーバーのそれを下
回っていると研究者は指摘しています54。

それでは、コラボレーティブ・エコノミーで成功するには、消
費者に何を提供すればいいのでしょうか。利便性でしょう
か。それとも人間的なつながりでしょうか。あるいは手ごろ
な価格や親近感でしょうか。
現実的には、それらの中間を取ること、と言えるでしょう。
現代のビジネスエコシステムをまとめたデロイトの報告書
の中で、ジョン・ヘーゲル氏55はこうした新しいビジネスが
利用しているプラットフォームを3つに分類しています。ま
ず、アグリゲーション（集約）プラットフォームは、求めるリ
ソースとユーザーを結びつけるもの（ウーバー等）であり、
取引は1度限りであったり、人と人との間のやり取りが限定
的だったりする傾向があります。2つ目はコミュニティを築く
ソーシャルプラットフォーム（フェイスブックやツイッター等）
であり、3つ目は共通の目的をもつさまざまな個人を目標
達成に向けてバーチャルの世界でひとつにするモビライ
ゼーション（動員）プラットフォームです（例えば、あるビジ
ネスのために個人が集まってサプライチェーンや物流ネッ
トワークを形成したり、クラウドファンディングのために結集
したりといったことがそれに当たります）。便利な商品を求
める際にはアグリゲーションプラットフォームが注目される
一方、ソーシャルプラットフォームやモビライゼーションプ
ラットフォームでは社会的なつながりという要素が特に大
きな参加動機になります。

51 これは、所有やステータスが重視される中国のような国でも同様です。中国では、個人が所有する高級車のレンタルを仲介するスタートアップ企業
「凹凸租車」が成功しています。ワルドマイヤーはフィナンシャルタイムズ（ＦＴ）で、「贅沢品に対する嗜好を裏返せば、節約志向になる」と述べてい
ます。
2014年6月23日のFTを参照。 - http://www.ft.com
52 Rachel Botsman, 2012. “The currency of the new economy is trust” レイチェル・ボッツマン氏がTEDで行った講演を参照のこと。
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust?language=en

53 Giana Eckhardt and Fleura Bardhi – 28 Jan 2015: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all
54 Ibid
55 2015 - Deloitte University Press
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取引、交流、動員の円滑化を図る一般的なプラットフォーム
の3つのタイプ

アグリゲーションプラットフォーム
•

取引の円滑化

•

ユーザーをリソースとつなぐ

•

ハブ・アンド・スポーク・モデル
を採用する傾向

ソーシャルプラットフォーム
•

社会的な交流を円滑化

•

人をコミュニティにつなぐ

•

網の目のような交流ネットワー
クを育成する傾向

それでは、消費者や雇用、企業に対してどのような意味が
あるのか？
消費者にとっては：権利は与えられるかもしれないが、保
護が不十分では？
いずれにせよ、コラボレーティブ・エコノミーは消費者にとっ
て恩恵であり、多様性、値ごろ感、瞬間的なアクセスが重
要な利点として機能してきました。言うまでもなく、こうした
チャネルを通じて購入された商品やサービスを取り巻く緩
い規制に対しては一定の懸念があり、特に現行の消費者
保護法の限界（コラボレーティブ・エコノミーに適用できる
範囲）も存在しています56。とはいえ、コラボレーティブ・エ
コノミーが消費者に概ねメリットを提供してきたことについ
ては、議論の余地があるはずです。自主規制に委ねられ
た業界を信頼することができる 57という一部の主張を受け
入れないのであれば、次のステップは、新しい現実社会に
沿った形で消費者保護の枠組みを作ることです。これに
は、熟考を重ねた政策とイノベーションの規制が求められ
る可能性があります58。

モビライゼーションプラットフォーム
•

人の動員を円滑化

•

人を動かし、協働を促す

•

共通の目標に向け、長期的な
関係性を醸成する傾向

出典：Hagel, J. 2015. ‘The Power of Platforms’ in Deloitte.
Business ecosystems come of age. Deloitte University
Press, pp. 82-83

雇用にとっては：マイクロ起業か、それとも新しい形態の
「プレカリアート」（非正規雇用）か？
雇用に対するコラボレーティブ・エコノミーの意味合いとな
ると、今の状況はおそらく曖昧です。エアビーアンドビーの
チェスキーCEOはあるインタビューにおいて、同社をはじ
めとするプラットフォームによって、1億人超のマイクロ起業
家（コラボレーティブ・エコノミー市場で商品やサービスを提
供することで生計を立てる個人の独立受託者）が生まれる
だろうと予測しています。このインタビューでチェスキー
CEOは、同社を通じて部屋を提供しているホストが景気後
退の波を乗り越えられていることに対して同社に宛てた感
謝のEメールも紹介しています。「あなたのおかげで、私た
ちは家を手放さずに済んでいます」59。

56 例えば2015年には、公正取引委員会が作業部会で、シェアリングエコノミー（特に消費者保護）を議題の一つとして取り上げています。
https://www.ftc.gov
57 Alex Howard – 15 Dec 2014: http://www.techrepublic.com/article/the-sharing-economy-will-self-regulation-by-startups-sufficeto-protect-consumers/
58 Christopher Koopman, Matthew Mitchell and Adam Thierer – Dec 2014: http://mercatus.org/sites/default/files/KoopmanSharing-Economy.pdf
59 Gregory Ferenstein – 2 July 2014: http://venturebeat.com/2014/07/02/airbnb-ceo-spells-out-the-end-game-for-the-sharingeconomy-in-7-quotes/

64

コラボレーティブ・エコノミーには様々な利点がある一方で、
非正規雇用を促す環境を形成しているのではないかという
懸念もあります。これも一理あります。こうした批判は、「マイ
クロ起業家になれる機会」を提供していると謳う企業が実際
にプラットフォームでやっているサービスは、「基本的には1
度限りの仕事を、一番に名乗りを上げた人や最も安い料金
で引き受ける人に任せるだけで…ある種の雇用者排除レー
スで労働者を互いに競わせている」だけという考え方です60。
しかも、ウーバーやエアビーアンドビーといった企業にサー
ビスを提供する人々は従業員ではなく、独立した受託者とみ
なされ、彼らが請け負う「一度限りの仕事」では社会保障や
失業保険、健康保険といった従来の保障はありません61。コ
ラボレーティブ・エコノミーで働く人々を「独立受託者」とみな
すことに対しては「誤分類」との批判的見方もあり、これに
よって 部屋を借りたりローンを組んだりといったことが難しく
なっているほか、法定福利費の雇用主負担分も支払わなけ
ればなりません62。
こうした懸念に対処しようと、コラボレーティブ・エコノミー企
業が自主規制を設ける取り組みも当然ながらあります。例
えば、タスクラビット（TaskRabbit）は自社で「最低賃金」を設
定し、受託者の最低時間給を12.80ドルに設定しました。レ
イチェル・ボッツマン氏によれば、これより高い最低賃金を設
定している州は米国のどこを探してもありません63。多くの企
業が規制による取り締まりを回避するために、従来は独立
受託者とされていた人々の雇用形態を従業員へと実際に変
更しています64。とはいえ、従来型の企業に対する自社の競
争力低下を招くような自主規制を設けることを期待するのは
現実的ではありません。しかし、個人の社会保障と雇用とが
結びつく必要性は必ずしもなく、社会保障と雇用との「デカッ
プリング」（非連動）はコラボレーティブ・エコノミーよりずっと
早くから進んでいることもまた、事実です65。

60 スタンディング教授・博士が記者のナターシャ・シンガーに語った言葉。 – 16 Aug 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/17/technology/inthe-sharing-economy-workers-find-both-freedom-and-uncertainty.html?_r=1

スタンディング教授・博士は、「プレカリアート」という言葉の生みの親。
61 ナターシャ・シンガー – 16 Aug 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/17/technology/in-the-sharing-economy-workers-find-both-freedomand-uncertain-ty.html?_r=1
62 Gillian B. White – 8 June 2015: http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/in-the-sharing-economy-no-ones-an-employee/395027/
63 Wall Street Journal – 10 May 2015: http://www.wsj.com/articles/can-the-sharing-economy-provide-good-jobs-1431288393
64 Jeremiah Owyang – 30 July 2015: http://www.web-strategist.com/blog/category/collaborative-economy
65 この点については、キャサリン・ランぺルが力強く主張している。 – 26 Jan 2015: http://www.washingtonpost.com/opinions/catherinerampell-the-dark-side-of-sharing-economy-jobs/2015/01/26/4e05daec-a59f-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html

65

もしこの点を前提とするのであれば、彼らの雇用形態とは
関係なく、自治体が市民への十分な保護を確実に推進する
方向に重きを置くべきです66。どちらの側にいるにせよ、コラ
ボレーティブ・エコノミーにおける雇用条件が議論を呼ぶこ
とには変わりありません。なぜなら、こうした条件そのもの
が、従来型の企業に対抗するコラボレーティブ・エコノミー企
業の競争力の本質であり、コラボレーティブ・エコノミーに接
する個人の体験を決定的に形付けているからです。これは
間違いなく、注意深く見守っていくべきポイントです。
従来型の企業にとっては：破壊vs適応
ここまでは、消費者と雇用の観点からコラボレーティブ・エ
コノミーの意味を探ってきました。それでは、伝統的な企
業にとってはどのような意味があるのでしょうか。従来型
の企業はもう消滅してしまうのでは？いえいえ、早合点し
てはなりません。
確かに企業は、破壊に直面している。そして、その存在意
義を本気で問われている・・・
このデータは厳しい内容かもしれません。ひとつの例を挙
げれば、カーシェアリングに提供される自動車が1台増え
る度に、自動車の販売台数が32台減少するという試算が
あります67。しかも、この減少の巻き添え被害はいくらでも
あるわけです。ユーザーが購入せずに共有することを選
べば、自動車ローン、自動車保険、燃料、自動車部品等、
従来は自動車の購入に付随していたサービスがいずれも
打撃を受けることになります68。
これは、自動車だけではありません。伝統的なタクシー
サービスにも影響が出ており、昨年はこの影響のために
パリでは抗議運動が相次いで起き、ウーバーでサービス
を提供している車両には卵が投げつけられたり、パンクや
窓ガラスの破損といった被害を受けたりしました69。
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エアビーアンドビーがホテル業界に与える影響をテキサス
州のホテル業界が調べた調査70では、同社は伝統的なホ
テルの収益を侵食しており、その影響度は8～10％と推定
されました。直接競合することになる比較的低料金のホテ
ルは、特に大きな打撃を受けています。
その一方で、適応も進んでいる…
但し、伝統的な業界の企業の多くは、この新しい現実に巧
みに適応しています。2014年にデロイトが実施した調査71
では、ネスレのような大手ブランドやアドビのようなテクノロ
ジー企業の多くが、ジェレマイア・オーヤング氏の設立した
ネットワーク「クラウド・カンパニーズ」に参画しています。
オーヤング氏の狙いは、コラボレーティブ・エコノミーの中で
伝統的な企業のナビゲーターになることです72。より一般的
には、前述した調査報告書によると、既存企業がコラボ
レーティブ・エコノミーからメリットを享受する方法が主に3つ
あると記されています。まず、前述した「マイクロ起業家」の
プールである「クラウドの活用」です。マイクロ起業家のスキ
ルは、自動車の運転や家事サービスの提供に始まり、芸術
や製品のイノベーションに至るまで幅広く、企業にとって
は、要請に応じて対応できるサービスや人材が集積した利
便性の高いプールになっています。例えばヴァージン・アメ
リカの例（これはデロイトの報告書には記載されていま
せん）を挙げると、消費者向けの有望なアイデアにスタート
アップ企業が資金を募るクラウドファンディング・プラットフォー
ムを立ち上げたCircleUpと手を組み、新しいアイデアをテ
ストして機内で提供する食事や飲料を選定しています73。2
つ目の方法は、新しい種類の需要に応えるために自社の
サービスを適応させることです。トヨタやフォード、BMWと
いった自動車メーカーは、従来型の自動車購入が減少する
中、消費者の需要を満たすためにカーシェアリングサービ
スを開始しています。

最後に、企業は「リサイクル市場」にも参加しています。デ
ロイトの報告書で紹介された例としては、イケアの「オンラ
イン蚤の市」があります。これは、消費者がイケアの中古家
具を売買できるオンライン上のプラットフォームです。
報告書でも強調されている通り、これは「マーケティング上
の戦術」（利益を上げることが目的ではない）であり、その
狙いはコラボレーティブな消費を自社のビジネスモデルに
採り入れることによって、市場シェアの低下を回避すること
にあります74。また、アパレルブランドのパタゴニアは、この
領域に多額の投資を行っています。同社は通常業務の一
環として、また持続可能性を打ち出すイメージ戦略として、
モバイルアプリのYerdleと提携し、消費者が互いに所有し
ているモノを交換できるようにしています。同社は「Don’t
Buy This Jacket」（このジャケットを買わないで）と題した広
告で、本当に必要な場合以外は、パタゴニアなどで新しくモ
ノを買う前によく考えるよう消費者に積極的に呼びかけまし
た。これは同社製品の愛用者に好評で、実際には売り上げ
が伸びています75。これだけを取ってみても、持続可能性を
重視する考え方がいかに定着しているかがわかります。
次回まで…
本稿で注目してきたのは、コラボレーティブ・エコノミーの目
覚しい躍進の背景にある要因です。つまり、コラボレーティ
ブ・エコノミーを実現し、牽引しているテクノロジーとビッグ
データがあり、その拡大を促進している社会経済的な要素
があり、かつバリューシフトに裏打ちされているということで
す。コラボレーティブ・エコノミーの継続的な成長の可能性
を示す、注目すべき動きについても概要を説明したほか、
経済組織のこうした新しい形態が消費者や雇用、伝統的な
企業に対してどのような意味を持つのかについても明らか
にしてきました。情勢が移り変わる中、消費者に権利は与
えられるかもしれませんが、消費者保護が置き去りには
なっていないでしょうか。

「オンデマンド（要請に応じる）」形の労働が伝統的な雇用
契約に取って代わるにつれ、私たちは「マイクロ起業家」の
台頭を目にするのでしょうか。それとも、労働者の脆弱性
の増大を目の当たりにするのでしょうか。消費者が所有よ
りも利用を重視するようになるに伴い、伝統的な業界は
徐々に衰退していくのでしょうか。それとも新たな改革に取り
組んでいくのでしょうか。これらは非常に重要な問題です。
皆さんに次回お目にかかるまで、デロイトはモバイルエコ
システムの急速な進展が、コラボレーティブ・エコノミーとそ
の未来に対してどのような影響を与えるかに注目していき
ます。デロイトが関心を寄せているのは、消費者のモバイ
ルプラットフォームへの依存がさらに高まっていることが、
コラボレーティブ・エコノミーの発展にどのように寄与してい
るかです。また、コラボレーティブ・エコノミーによって必要
となる新しいタイプのマーケティング（あるいは、ジョン・
ヘーゲル氏が唱えた「コラボレーティブ・マーケティング」76
に関連する、企業にとって心躍る見通し）、信頼と評判が
重要な環境下における個人データの保護 77 、新しい企業
形態を取り巻く一般的な規制の枠組みといった問題、それ
から政治的かつ社会的な組織の視点から見たコラボレー
ションの意味についても調査します。その時までに、刺激
的で信じられないほどに動きの激しいこの領域では、めま
いがするほどの変化が生じていることは間違いないでしょ
う。皆さんが、私たちと同じように心を躍らせていることを
願っております。この分野から目を離さないでいてください。

66 Catherine Rampell – 26 Jan 2015: http://www.washingtonpost.com/opinions/catherine-rampellthe-dark-side-of-sharing-economy-jobs/2015/01/26/4e05daec-a59f-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html
67 Alix Partners 2014 Press Release – 5 Feb 2014: http://www.cnbc.com/2014/02/04/car-sharing-agrowing-threat-to-auto-sales-study.html
68 Jeremiah Owyang – 4 June 2013: http://www.web-strategist.com/blog/2013/06/04/report-corporations-must-jointhe-collaborative-economy/
69 Rude Baguette – 13 Jan 2014: http://www.rudebaguette.com/2014/01/13/taxi-protest-paris-turns-guerrilla-warfare-ubercar-attacked-freeway/
70 Georgios Zervas, Davide Proserpio, John W. Byers – 7 May 2015: http://people.bu.edu/zg/publications/airbnb.pdf
71 Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
72 Ibid
73 Jonathan Shieber – 12 Feb 2014: http://techcrunch.com/2014/02/12/circleup-lands-virgin-america-partnership/
74 Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/
75 Retail Category Consultants 2015: http://retailconsultant.ca/why-retailers-should-embrace-the-sharing-economy/
76 ジョン・ヘーゲル氏の考え方については、Edge Perspectivesを参照。http://edgeperspectives.typepad.com/edge_perspectives/2006/07/mastering_new_m.html
77 レイチェル・ボッツマン氏は、新しい基準として信頼を重視している。同氏がTEDで行った講演は、
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust?language=en で視聴可能。
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欧州決済システム
（ターゲット2）
好機の
土壌となるか？
ローラン・コレ
（Laurent Collet）
パートナー
戦略＆規制コンサルティング
デロイト

ヴァシリー・シュリコフ
（Vasily Shlykov）
マネジャー
戦略＆規制コンサルティング
デロイト

未来に向けて
1989年に映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の続編が封
切られると、私たちはマーティ・マクフライとブラウン博士と
ともに2015年の世界にワープしました。本作品で描かれて
いた2015年には、車が空を飛び、家庭には核融合設備が
設置されていましたが、この年に実際に注目を集めたのは
欧州市場の決済インフラの開発であろうとは当時誰が想像
できたでしょうか。「ターゲット2決済証券」（T2S）は新しい
欧州即時グロス決済システムであり、証券の決済方法の
新しいページを開くべく検討が進んでいます。発表による
と、その目的は以下の通りです。
• 国内およびクロスボーダーの決済コストの削減
• 国外の証券へのアクセス提供
• オペレーションリスクの低減
• ポストトレード業務の標準化の促進
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この壮大なプロジェクトは2015年から2017年にかけて、4
段階（あるいは4つの移行時期）に分けて段階的に導入さ
れているところであり、20以上の証券決済機関（CSD）と20
カ国以上の中央銀行（NCB）を単一の決済プラットフォーム
で結びつけることになります。最初の移行時期の対象で
あるCSD（技術的問題を解決するために8月末まで参加
を延期したイタリアを除く）は、2015年6月22日にT2Sの
エコシステムに参加しました。今後の作業が技術的に複
雑で最初の参加者にとって厄介であることは周知の事実
であり、特に大規模なITシステムの導入プロジェクトの試
運転に詳しい人にとっては当たり前のことです。事実、
T2Sがうまく稼働するのか、問題が生じた場合にどうなる
のかという点については戦々恐々とした見方もあります。
例えて言えば、我々は、卵を1つの籠にどんどん放り込ん
でいるようなもので、卵が割れないようにする唯一の方法
は、この籠を最大限頑丈で安定したものにすることしかあ
りません。この課題はプロジェクトのオーナーであるユー
ロシステムに委ねることにして、本稿ではT2Sが参加者に
もたらす好機という明るい面に注目していきます。

T2Sのもたらす影響と好機は参加者の種類によって大きく
異なるため、当該影響等の分析にあたっては参加者の視
点 に 立 っ て行 わ な けれ ば な り ま せ ん。証 券 決 済 機 関
（CSD）では、決済ビジネスが中央プラットフォームにアウ
トソースされ、決済業務から得られる収益もなくなるため、
最大の影響を受けるものと見られます。事実、グローバ
ル・カストディアンはアセットサービスにおいてCSDとの競
争が激化しています。何も失わないのは銀行とブローカー
ディーラーだけのように思えますが、果たして本当にそう
なのでしょうか。
CSDs：予測すべきは悪夢か、それとも変革への絶好の
機会か？
前 述 の 通 り 、 CSD は 決 済 業 務 を 中 央 の 技 術 プ ラ ッ ト
フォームに移行後は自社の事業の一部を失います。さら
に、顧客は決済等の業務について自動的に自国のCSD
を利用するのではなく、CSDを選ぶ権利を有することにな
ります。フランスの投資家はフランスのCSDではなく、ドイ
ツのCSDを利用するかもしれませんし、その逆の可能性も
あります。自国のビジネスを独占できた時代は完全に終わっ
たのです。T2Sと新たに結ぶインターフェースや接続の設
定に関わるコストや手間をすべて加味すると、その全体像
は意欲をかき立てるものというよりも気を滅入らせるような
ものかもしれません。しかしながら、本当にそうでしょう
か。危機は常に好機ももたらします。但し、どこに注目すべ
きかを理解していなければなりません。T2Sは、変革を進ん
で受け入れようとする企業に競争優位性をもたらします。突
然視力を失った人は、視覚以外の感覚を研ぎ澄まして
失った感覚をカバーしなければなりません。CSDも同様
に、顧客に提供する自身の価値を強化してビジネスモデ
ルの変更を検討する必要があります。

決済はポストトレードのバリューチェーンのほんの一部でし
かなく、他の業務はCSDに残ります。このため、アセットサー
ビス、コーポレート・アクションの処理、税務・規制上の報
告、担保管理などの収益もCSDに残ります。
CSDは概ね、顧客との対応に当たるフロントオフィス業務を
継続するため、提供するサービスの質によって競争優位が
決まるということを理解すべきです。これは、議論の余地が
ありません。競争が業界再編につながることは多く、現在各
国 に 25 の CSDが あり ま すが 、4～ 5 の 欧 州 規模 の CSD
（EUCSD）が欧州のポストトレード市場を牛耳る状況へと変わ
ることまで、ポストトレードのエキスパートは予測しています。

作品で描かれていた2015年には、
車が空を飛び、家庭には核融合設
備が設置されていましたが、この年
に実際に注目を集めたのは欧州市
場の決済インフラの開発であろうと
は当時誰が想像できたでしょうか

69

グローバル・カストディアン：T2Sのもたらす好機を見逃す
と、存続の危機にさらされる可能性も
一方でグローバル・カストディアンは、アセットサービス業務
でCSDとの競争が激化するため、新たな競争に立ち向かう
べく、自身の提案価値を高めることにも力を入れなければ
なりません。ターゲット2決済証券は、顧客に総合的なソ
リューションを提供する絶好の機会をグローバル・カスト
ディアンにもたらします。有価証券の保管やアセットサービ
ス等、従来の「中核」サービスに加えて、T2Sに直接的に
参加（直接リンク（DCP）方式）することによってT2Sへの一
つのアクセスポイントを新たに提供できるようになります。
新たに生じる世界では、グローバル・カストディアンとCSD
が互いの領域に進出し、両者の業務間の境界線が曖昧に
なっていきます。つまり、競争がさらに激化し、最終的には
ポストトレード市場で淘汰が進む可能性があります。CSDと
同様、グローバル・カストディアンの業界にも再編の波が押
し寄せるかもしれません。
銀行およびブローカーディーラー：変化を受け入れるなら、
将来は明るい
最後になりましたが、銀行とブローカーディーラーが、T2S
の導入による新たな変化に伴い直面する課題は、グロー
バル・カストディアンやCSDよりも少ないと見られます。実
際のところ、CSDのように事業の一部を失うわけでも、グ
ローバル・カストディアンのように競争激化に見舞われる
わけでもありません。銀行とブローカーディーラーが取り組
むべき課題は、主として自身のビジネスモデルとオペレー
ションモデルを見直す機会を見逃さないようにすることで
す。なぜこれが得策なのかと言えば、T2Sがもたらす状況
を踏まえて自身のビジネスモデルとオペレーションモデル
を再考し、適応させることができれば、以下を行うことによ
りT2Sのメリットを享受できるからです。
• 顧客に決済サービスを提供するために利用するポスト
トレード・インフラへのインターフェースの数を見直す／
削減する（利用するCSDの数を削減する等）
• サブカストディアンのネットワークを再構築する（ローカ
ル・カストディアンの数を削減する、必要とするサービス
に応じて、利用するグローバル・カストディアンの数を減
らす／利用するグローバル・カストディアンを一本化す
る、等）
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• CSDやグローバル・カストディアンが現在提供している
担保管理サービスを利用することで、担保の利用と利
用可能性を明確にする
• 必要な時に利用できるよう担保適格の商品の利用可能
性と即応性を高めるべく当該商品の利用場所／市場を
絞ることで、担保プールの合理性を高める
将来の展望
欧州市場のポストトレードにおける主な取り組みである、
ターゲット2決済証券は、決済市場とプレーヤーの事業運
営方法に大きな変化をもたらします。そのうち最大の変化
が起きるのは、大手CDS（クリアストリーム・グループと
ユーロクリア・グループ）がT2Sに参加する2016年です。
最も影響を受けると見られるのはCSDであり、アセットサー
ビスを中心として、顧客に提供する自らの価値を高めるこ
とによってビジネスモデルの変更を検討すべきです。
CSDがグローバル・カストディアンの領域に進出し、競合
するため、グローバル・カストディアンはアセットサービス
の質の重視、クロスボーダーの決済などの新しいサービ
スの提案によって、差別化を図る方法を見出さなくてはな
りません。CSDとグローバル・カストディアン間の競争が
激化し、ある程度の業界再編を招くため、ビジネスモデル
の変更を怠った「弱者」は脱落する可能性があります。
影響度がそれほど大きくない銀行とブローカーディーラー
は、ただ傍観するという過ちを犯してはなりません。カスト
ディアンのネットワークと担保管理の最適化によって、
T2Sのメリットを享受していくべきです。
成功戦略の策定、つまり、T2Sのもたらす新しい環境にお
いて、どこで事業を展開するかを明確にすることは、複雑
な課題です。なぜなら、T2Sだけでなく、担保、EMIR、
CSDR、預託機関の改革（UCITS V、AIFMD等）などの
他の要素も関わるためです。市場の進化や規制の変更
を受け、時にはすでに策定したT2S戦略の再検討を迫られ
る場合もあるでしょう。事実、グローバル・カストディアンの
BNYメロンはCSDのライセンス取得に多大な努力を払った
に も か か わ ら ず 、CSD規 則 で一 定 の 義 務 が 発 生 し、
EMIRの導入が遅れたことを受け、事業免許を返却してい
ます。

マーティ・マクフライならば、こう警告するかもしれま
せん。「判断を誤ったらどうなるか、気をつけろ」と
また、制約の範囲内で新たなポストトレードの状況をどう
定義するかにも、複雑さを伴います。プレーヤーはこれま
で一般的だった国という枠を超えて、ユーロ圏内において
新たな決済事業と販売事業を構築するよう迫られます。
今日、関係各社が犯しがちな最も明白な過ちは空想にふ
けり、ただ傍観することです。今はT2S環境において、どこ
に自らの場所を見出すかを決めるべき時です。皆さんは、
これをご自身に問いかけているでしょうか。

新しい市場の分け前にあずかる機会は誰にでもあります。し
かし、分け前が大きくなるのは積極的かつ大胆に行動した
プレーヤーであり、変わることができなかったプレーヤーの
見通しは暗くなるでしょう。マーティ・マクフライならば、こう警
告するかもしれません。「判断を誤ったらどうなるか、気をつ
けろ」と。
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デジタルエコノミーにおける
データ保護
間近に迫る
欧州データ保護規制
ローランド・バスティン
（Roland Bastin）
パートナー
ガバナンス、
リスク＆コンプライアンス
デロイト
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イリナ・エディア
（Irina Hedea）
ディレクター
ガバナンス、
リスク＆コンプライアンス
デロイト

ロレーヌ・セネキエ
（Laureline Senequier）
シニアマネジャー
ガバナンス、
リスク＆コンプライアンス
デロイト

アレクサンドル・セスペデス・
アルクシュ
（Alexander Cespedes
Arkush）
マネジャー
ガバナンス、
リスク＆コンプライアンス
デロイト

オーレリア・シュヴァンデル
（Aurélia Schwander）
コンサルタント
ガバナンス、
リスク＆コンプライアンス
デロイト

概要および内容

個人データとは？

EU域内のデータ保護は現在EUデータ保護指令95/46/EC
に基づいていますが、欧州委員会は2012年、これを包括的
に改革すべく改革案を提示しました。

EUでは、特定された自然人または特定できない自然人（デー
タ主体）に関する情報はどのようなものであれ、「個人デー
タ」です。特定可能な人物とは、直接、間接を問わず、特に
氏名、身分証番号、位置データ、オンライン上の識別子等
の識別要素、あるいは、当人の肉体的、生理的、遺伝的、
精神的、経済的、文化的または社会的な個性に固有の1つ
以上の要素に照らして特定できる人物を指します。

EUは現在、この改革案の最終交渉を進めており、この改革
の完了が2015年の優先方針となっています。この新規則
の狙いは、一般市民が自身の個人データを今まで以上に
管理できるようにすることと、EU域内での事業に対する規
制環境をシンプルにすることにあります。データ保護改革
は、欧州委員会が重視する単一デジタル市場を実現するう
えで重要な要素であり、欧州市民と企業はデジタルエコノ
ミーのメリットを十分に享受できるようになります1。
デジタル市場の進化に伴い、個人データの収集と交換がま
すます進んでいます。しかし、収集・交換されたデータはど
うなっているのでしょうか。間違った人の手に渡る可能性は
ないでしょうか。一般市民は、自身の個人データに対してど
のような権利を保有しているのでしょうか。特に個人データ
がからむデータ侵害や漏えい事件が相次ぐ中、こうした疑
問は頻繁に起こります。重大なマイナスの結果を伴うにもか
かわらず、残念なことに最近この種の事件が増えるばかり
です。
こうした中、EUはデータ保護に関する法規を「一般データ保
護規則（GDPR）案に一本化し、個人データの保護規則の
寄せ集め状態であるEU域内の現行ルール（EUデータ保護
指令95/46/ECにより統一）を改めようとしています。この規
則案は、個人データ保護に関する一般市民の基本的な権
利を守り、デジタルエコノミーの発展を推進するうえで不可
欠になっています。

ある個人を「特定可能」とみなすことが可能な方法は複数あ
り、氏名は明らかな特定要素となり得ますが、肉体的な特
徴、仮名、職業、住所、クレジットカード番号、銀行の取引明
細、犯罪歴等の組み合わせ等、他の情報でも特定すること
ができます。
一般データ保護規則（GDPR）の施行はいつか？
欧州委員会は2012年にGDPR案を提案し、欧州議会は
2014年3月に案を採択しました。2015年6月11日には、欧
州理事会がGDPRの総合方針を作成し2、欧州理事会、欧
州委員会、欧州議会の代表者間の最終協議である「三者
対話」が2015年6月にスタートし、同年12月に終了する予
定です。最終規則は2016年初めまでに作成され、GDPRが
発効する2018年初めにはより明確な遵守目標が明らかに
されるとみられます。ただ、三者対話がなお進行中であるこ
とを考慮すると、この予定や本稿の内容が変わることも考え
られます。

1 http://ec.europa.eu/justice/data-protection
2 欧州データ保護監視官局（EDPS）が相対的な見解を公表しています。https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/Consultation/Reform_package
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「データ保護改革は、単一デジタル市場の重要な構成要
素であり、一般市民と企業にメリットをもたらします」 欧州
委員会の司法、消費者、男女共同参画担当、ヴィェラ・ヨ
ウロヴァー3
GDPRの目的

GDPRの主な特徴

GDPRの目的の一つは、経済成長の促進です。複数の予
測4によれば、EU市民の個人データの価値は2020年まで
に年間1兆ユーロ規模にまで拡大する可能性があります。
従って、高水準に達している欧州のデータ保護をさらに強
化することは、イノベーションの阻害要因ではなく、ビジネ
スにつながります。

新たに定められた責任原則では、個人データを処理する企
業にGDPRのデータ保護規則を遵守しなければならないと
いう責任を課しています。このため、企業は管理要件を整
備し、文書化しなければなりません。その結果、企業は国家
情報保護委員（CNPD） 5をはじめとする各国のデータ保護
機関（DPA）に対して、自身のGDPR遵守状況を実証できる
体制を整えなければなりません。

同規則は、統一性に欠ける各国の法規を寄せ集めた現状
に代えて、データ保護に関して欧州全域に単一の法律を
制定するものであるため、企業は28カ国の法律ではなく1
つの法律に対処するだけでよくなります。さらに、国際的な
事例としては、28の監督当局ではなく1つの当局に対処す
るだけで済むようになるため、EU域内でよりシンプルにか
つ低コストで事業を運営できるようになります。また、国際
的なデータの移動に関する一定の規則（拘束力のある企
業ルールの承認等）が簡素化されます。
加えて、EU市民をターゲットとしたEU域外の企業にも、
EU域内の企業と同様に当該データ保護規則が適用され
ます。
GDPRのもう一つの狙いは、デジタル市場の信頼性を醸
成することにより、EU市民の保護水準を高レベルなものに
することにあります。つまり、一連の権利を市民に付与して
権限を与え、自身の個人データが使用された場合にその
情報を本人に通知し、管理できるようにするわけです。
この目的を達成するため、「忘れられる権利」などの現行
の権利を強化しています。また、データポータビリティの権
利では、サービスプロバイダー間で個人データを移しやす
くすることによって個人でコントロールできる度合いを強化
するなど、目新しい権利も定めています。
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さらにGDPRでは、
プライバシー影響評価（PIA）
といった概念を重視しています。業務活動のリスク分析でリ
スクが高い（個人のモニタリングやプロファイリングまたは健
康データなど機密性の高いデータの処理業務等）と判断さ
れた場合、企業はプライバシー影響評価（PIA）を実施しな
ければなりません。PIAは、プライバシーに関するリスクを
識別し、軽減するツールですが、個人データの取扱いプロセ
スの効率性と有効性を高めるプロセス設計を支援するツー
ルでもあります。
プライバシー・バイ・デザインおよびプライバシー・バイ・デフォ
ルト
新しい業務プロセスを設定するに当たっては、「プライバシー・
バイ・デザイン」という仕組みを導入する必要が生じます。
欧州議会の案では、プライバシー・バイ・デザインにおいて
は個人データのライフサイクル全体を考慮したうえで、個人
データの正確性、機密性、完全性、物理的セキュリティを確
保し、確実に削除する保護策を重視しなければならないと
定められています。さらに、「プライバシー・バイ・デフォルト」
と呼ばれる、プライバシーに配慮した初期設定を導入する
義務も生じることになります。

3

ヨウロヴァー委員がデータ保護規則に関する三者対話開始後に発表したコメント：

4
5

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5257_en.htm
The EU Data Protection Reform and Big Data – Factsheet
http://www.cnpd.public.lu/

データ保護責任者（DPO）
GDPRの遵守を監督する社内の職務であるデータ保護責
任者（DPO）の設置義務化については、依然議論がなさ
れている段階です。欧州委員会が従業員数250人を超え
る企業に対してDPOの設置を求めているのに対し、欧州
議会は個人データの取扱いに伴うリスクのレベルに応じ
て設置すべきという意見です。また、欧州理事会は、デー
タ保護責任者の設置義務化を加盟国の国内法に盛り込
む自由を認める案を提案しています。

データ侵害の通知
企業は、個人データの特定の侵害については、自国の
DPAに通知しなければなりません。侵害が判明してから72
時間以内の通知が義務付けられるものとみられています。
特定のデータ侵害の通知義務はDPAに対してだけではな
く、場合によっては、データ侵害に関係する個人にも通知す
る義務が生じます。但し、適切なセキュリティ対策（暗号等）
が施されていた場合はこの限りではありません。

透明性
個人データの処理に関する情報（プライバシーステートメン
ト等）が容易に閲覧できるようにするとともに、理解しやす
く、明快かつ平易に説明すべきであるという透明性の原則
は、非常に重視されています。このため、企業は、どのよ
うな状況においてどのようなユーザーデータを処理してい
るのかに関してわかりやすく説明し、かかる情報を無償で
提供しなければなりません。つまり、一般的なプライバシー
ステートメントや難解なプライバシーステートメントでは不
十分であり、より詳細な情報が求められることになります。
同意
GDPRでは、同意条件がより明示的になります。個人デー
タの処理が（法的義務または契約によって）不要な場合、
企業は個人から完全な同意を得なければなりません。「同
意」とは、個人が十分な情報を得たうえで自由に示した具
体的な希望の証しであり、データ主体がステートメントまた
は明快な肯定的行動を通じて自身の個人データの処理に
対して合意を示したものです。二次的な目的に対する同
意を一般取引条件に盛り込むことは、もはやできなくなり
ます。
同意はいつでも自由に撤回できるため、企業は同意書を
慎重に作成しなければなりません。また、企業には立証
責任があるため、市民や顧客に同意を求める方法も再検
討する必要があります。
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テクノロジーついて協議している取締役会において議題
に上ることが多いITリスクとしては、個人データの保護
（57％の取締役会が協議）やサイバーセキュリティ（同
51％）が挙げられます
GDPRをどのように執行するか？
監督当局
GDPRでは、データ保護に関する監督を行うデータ保護機
関の概念が定義されています。
複数の管轄区域が関わる（データ管理者が多くの国に拠
点を有する）場合は常に、企業が主要拠点を置く国のデー
タ保護機関（DPA）が主管となり、他国のDPAと連携し、意
見を採り入れながら合意形成を目指します。しかしながら、
各管轄区域において唯一の執行機関が各国のDPAであ
ることには変わりがありません。
補償
評判または精神的な損害等、（非経済的な損害）を受けた
個人は、データ管理者または処理者に損害賠償を請求で
きる権利を有することになります。現在はこれが不可能な
国においても、損害を受けた当事者が集団訴訟によって
訴訟に加わることも可能になります。
行政処分
データ保護違反があった場合、EU域内の全DPAは違反
者に対して（公開）警告書を発行して通常の捜査対象にす
るとともに、行政上の課徴金を課すことができます。課徴
金の最高額はまだ協議中ですが、欧州委員会と欧州理事
会が最大100万ユーロまたは全世界の年間売上高の2％
を提案しているほか、欧州議会が1億ユーロまたは5％を
提案していることを勘案すると、企業は個人データ保護に
関するリスク評価を見直さなくてはならないはずです。

CIO は 、 来 る べ き 規 則 に 対 し て ど の よ う に 準 備 す べ
きか？
CIOは、個人データの保護対策を考えると夜も眠れない
かもしれません。テクノロジーについて協議している取締
役会において議題に上ることが多いITリスクとしては、個
人データの保護（57％の取締役会が協議）やサイバーセ
キュリティ（同51％）が挙げられます。また、データの保管
（38％）やデータの越境移転（21％）もしばしば協議されて
います6。
GDPRで定められている義務には制約的な傾向がある
ほか、企業は大量の個人データを現在処理し、利用して
いることを踏まえると、提案されている規制の変更が企業
のオペレーションやIT、統制環境に多大な影響を与えるこ
とは明らかです。
このため、企業はGDPR案の要件に照らして現状の成熟
度に対する評価をできるだけ速やかに行い、準備すべきで
す。また、コンプライアンスをいますぐ強化するため、規則
案に盛り込まれている概念（透明性、同意、アクセス権等）
に注目しながら迅速な対策に資金を投じていくべきです。

6 「Director 360. Growth from all Directions」第３版の要約。
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ccg-director-360-growth-from-all-directions-third-edition.pdf
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実務上、CIOは、個人データとそのデータを処理するITシ
ステムの全体像が存在するように配慮することによって準
備を進めるべきです。収集した個人データをホスティング
しているITアーキテクチャを明確に特定し、文書化すれ
ば、データのライフサイクル全体を通じてデータ保護対策
を導入することが容易になります。CIOは、個人データを
ホスティングしているIT環境において必要な情報セキュリ
ティ対策を導入することで、データ保護を支援していくべき
です。データ保護はITプロジェクト管理プロセスの一部で
あるだけでなく、データ侵害の特定と通知を実現するため
に、インシデント管理プロセスにも組み込んでいかなけれ
ばなりません。

さらに、将来に向けてプライバシー影響評価やプライバシー・
バイ・デザイン、プライバシー・バイ・デフォルトといったツー
ルを導入する前に、事業主と連携し、ポリシーや手順書、
プライバシー通知書、同意書といった既存の文書を更新し
ていくことが重要です。
GDPRは現時点ではまだ最終版になっておらず、変更され
る可能性も依然あります。そうは言うものの、規則が適用開
始になった時点で準備万端にすべく、すでに準備に着手し
ている企業は、単一デジタル市場において競争優位を得
られるばかりでなく、規制要件の遵守に対する備えを万全
にできるでしょう。
GDPRの最終版が明らかになった時点で、また新しい情報
をお届けします。
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金融危機を経た現在の環境
において、CIOはより少ない
経営資源でより多くの成果を
上げるべしという重圧にさらさ
れています
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金融サービス業を
対象とした
ITの有効性調査
（2015年）
パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション・リーダー
デロイト

エルベ・マイヨ
（Hervé Maillot）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

先般の金融危機を経た現在の環境において、CIOはより少
ない経営資源でより多くの成果を上げるべしという重圧にさ
らされています。このため、自身の担当業務を効率的に運
営するだけでなく、自社の成長を支える的確な領域にフォー
カスすることがCIOにとって不可欠です。デロイト・ルクセン
ブルクは、こうした状況を踏まえ、同国のCIOが効率性と有
効性に関して同じ職に就く人々と自身を比較できる手段を
提供するために、ITの有効性の調査を実施することを決定
しました。この調査の第1弾では銀行を対象とし、13社にご
参加頂きました。参加企業は主に以下のセクターに分類で
きます。
• ユニバーサルバンキング
• アセットサービス
• プライベートバンキング

イアン・スパツェック
（Jan Spacek）
コンサルタント
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

この調査では、以下の5つのポイントに焦点を当てました。
• ITコストはITに関する支出を知る手掛かりとなる。IT予算が
有効に活用されているか。変更コスト、運用コストにはそれ
ぞれどの程度の資金を投じているか。設備投資に関する
CIOの優先事項は何か。
• ITとビジネスとの関係性から、IT部門とビジネス部門との
関係の有効性について検討する。CIOは、ビジネス部門と
の連携をどのように確保しているか。有効かつ良好な関係
を確保するためのプロセスは、どの程度成熟しているか。
• ITプロセスとガバナンスから、IT部門の主要分野（通常IT
部門がプロセス、ツール、ガバナンスの視点から活動）に
おける成熟度について確認する。
• IT部門の組織構造から、IT部門のパフォーマンスをどのよ
うに測定し、サービスをどのように共有・アウトソースしてい
るかを検討する。
• IT人材から、IT部門がビジネス部門を支援するための適切
な能力を備えた適切な人材を有しているか、職務やスキル
に大きなギャップがないかについて確認する。
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IT費用は見直す必要があるものの、コストを削減し、
より少ない経営資源でより多くの成果を上げるために
どうすべきかという視点で見直すものではありません

ITコスト
ITコストの効率性の主な指標には全社売上高に対するIT
費用の比率があり、デロイトの最新のグローバル調査によ
れば、この比率は欧州・中東・アフリカ地域で平均7.5％でし
た。ルクセンブルクではこの数値が平均9.5％に達してお
り、改善の余地があることがわかります。しかしながら、こ
の数値は小規模銀行の10.8％から大手銀行の7.8％に至
るまで、回答者によって大きな開きがあります。また、銀行
全体の収益性（すなわち、コストインカムレシオ）によっても
大きく変わり、ルクセンブルクの銀行がより規模の大きい国
際的大手行よりもその影響を大きく受けた可能性があり
ます。
IT費用は見直す必要があるものの、コストを削減し、より少
ない経営資源でより多くの成果を上げるためにどうすべき
かという視点で見直すものではありません。より効果的なIT
を構築するために、IT費用はどうあるべきかという視点で見
直す必要があります。デロイト・ルクセンブルクのパートナー
であるパトリック・ローランが述べたように、IT費用を検討す
る別の方法があるのです。支出の使い方に応じて、IT費用
は裁量的支出と非裁量的支出に分類できます。非裁量的
支出はビジネスを継続して運営するために必要な支出であ
る一方、裁量的支出は事業上の業績の改善をもたらした
り、何らかの戦略的利点を有するものであるべきです。
この調査では、各セクター間においてITプロジェクトの費用
に大きな開きがあることが明らかになりました。ユニバーサ
ルバンキングは戦略的な変更に、より重点を置き、IT予算
の70％以上を投じていました。一方、プライベートバンキン
グは64％、アセットサービスは54％に留まりました。
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60%

ITプロジェクトの総支出

22%

戦略的変更

42%

成長

IT部門とビジネス部門の関係
この調査では、CIOがビジネス部門のパートナーとの関
係性を改善する必要があると考えていることが明らかに
なりました。小規模企業では、IT部門はパートナーという
よりもサービスプロバイダーとみなされており、参加企業
のうちIT部門をビジネスリーダーや企業家的部門とみなし
ている企業はありませんでした。
デロイト・ルクセンブルクのディレクターであるエルベ・マイヨ
によれば、ビジネスでの関係を有効にする一つの方法は、

ビジネス部門との関係性

46%

ビジネス
イノベーション

● いいえ

54%

規制

IT費用を賦課する方式に透明性はありま
すか。採用している賦課の方式はどのよう
なものですか。

46%

31%
● ITプロバイダー

29%

ビジネス・リレーションシップ・マネジャー（BRM）職を設置す
ることです。顧客であるビジネス部門が満足するITサービス
を実現できるように、BRMがファシリテーターとして機能す
るわけです。現在、全金融機関のうち、BRM職や類似の職
務を設けているのはわずか46％にすぎません。金融機関
がBRM職や類似の職務の設置を検討している場合は、非
常勤とするケースが多いようです。BRMが設置されている
場合には、CIOの70％がビジネスパートナーとみなされて
いるため、BRM職の設置はIT部門の有効性に対する認識
向上に役立つと思われます。

23%
● ビジネスパートナー

5%

ITイノベーション

是正保守

19% 10%

生産性

54%

13%

戦術的変更

● 人数に基づく賦課

● 業務活動に基づく賦課

46%

IT部門と顧客であるビジネス
部門が、ビジネスパートナーと
して効果的に連携できるように
するための職務を社内に設け
ていますか。

● いいえ、その種の職務は
設けていない

● はい、非常勤で
設けている
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ITプロセスとガバナンス

関する他の点（サービス戦略、アーキテクチャ、設計、移行、
改善）は同水準の成熟度には達していません（次のページを
参照）。

金融サービス業界ではIT支出が近年増えており、これに
伴い、効率的運用、管理とガバナンスの導入によるリス
クやコンプライアンスの問題への対応、IT戦略の周知、ビ
ジネス部門や社内関係者との関係構築、社外の複数の
サービスプロバイダーとの連携に対する重要性が高まっ
ています。CIOはITを支障なく運用する術を心得ており、
このプロセスの成熟度は明らかに最高水準に達していま
す。参加企業の半数が、自社のITサービスの運用に「滞
りがない」（レベル4）と考えている半面、サービス提供に

主な改善点は、ビジネスやベンダーの管理面にあります。
これについては、ルクセンブルクの金融サービス業界で現
在設置されているガバナンス担当組織でも裏付けられてい
ます。「アカウント会議およびサプライヤーのパフォーマン
ス評価会議」があまり行われていないことから、ビジネスと
サプライヤーとの関係管理に改善の余地があることがわか
ります。

現在、どのようなガバナンス担当組織を設置していますか。

62%

85%

38%

38%

38%

15%

62%

62% 92% 23%

● 設置
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● 設置していない

8%

77%

54% 46% 31%

38% 77%

46%

62% 23%

54% 69%

ITプロセスの成熟度
ビジネス部門、顧客との関係管理

顧客であるビジネス部門

エンドユーザー

0%
9%
36%
18%
36%

0%
9%
36%
36%
18%
顧客サービスの管理

計画

ビジネス部門との関係管理

構築

移行＆運用

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0

0

IT戦略＆
投 資 ポ ー ト アーキテク
ビ ジ ネ ス 部 門 と フォリオの
チャ管理
の整合性確保
管理

プロジェクトポー
トフォリオ管理／
保証

プログラム＆ ソリューション サービス
ポートフォリオ
プロジェクト
開発
管理
管理

ITサービスの ITサービスの
運用
移行

サプライヤー

サプライヤー＆ベンダーの管理

ベンダー

0%
17%
42%
25%
17%

0%
8%
67%
0%
25%
ベンダー関係管理

供給＆調達管理

マネジメント＆管理

17%

50%

42%

0%
17%

人員管理

25%
テクノロジー＆
インフラ管理

8%

17%
初期段階

再現可能

0%

25%
明確化

支障なし

42%

25%
品質＆
保証管理

8%
0%
25%

33%

42%

財務管理

0%
8%
17%

最適
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IT部門の組織構造
ほとんどの銀行は中央集約型のITサービスモデルを採用
しており、これによって運用面での相乗効果や無駄のない
ガバナンスが可能となっています。我々の調査によれば、
ITリーダーは、企業組織内に時折見られる下位のITチー
ムを中央のIT部門に戻すことで、データコントロールの維
持と、企業全体のアーキテクチャの一貫性とパフォーマン
スの維持を行う傾向も見られます。しかしながら、CIOはイ
ノベーションを育み、フィンテックやデジタルソリューション
のプロトタイプを開発できるよう、別のサービス提供方法も
確保しておくべきです。この分散型のITサービスモデルは、
単独の企業内では採用されておらず、グループの場合に
見られる方法です。実際、グループの場合には、ITサービ
スの一部を集約しつつ連合型モデルをとることでシナジー
効果を創出するとともに、運用コストを削減するという明ら
かな傾向があります。

「銀行業務の運営」機能（RtB）については、基本的な重要
業績評価指標（KPI）と重要リスク指標（KRI）がほとんどの
銀行で設定されているようですが、（ほぼ）リアルタイムで
ITサービスのパフォーマンスを測定する先進的な重要指
標はほとんど設定されていません。「銀行業務の変革」
（CtB）機能においては、プロジェクトの基本的KPIも設定さ
れており、予算との差異や期限に関する評価が行われて
います。スコープからの乖離や当初の投資対効果との差
異についてはほとんど測定されていません。タイムシート
は、主として外部者を対象に利用されていますが、社内の
人員管理にはほとんど使われていません。
KPIは、IT部門が収集していますが、ビジネス部門には必ず
しも報告されておらず、系統立った報告もされていません。
報告されている場合には、主に定例会議（月次、隔月、ま
たはアカウント会議）で行われています。KPI（およびSLA）
のプッシュ型レポートは、ほとんど実行されていません。

IT部門のパフォーマンスを測定する指標として、どのKPIを採用していますか。

KPIs
運用

• 運用上のインシデント

いつ

• セキュリティインシデント（主に
外部のウェブアプリケーション）

• フォローアップ会議（毎月、
隔月）

• サービス（システム）の可用性

• アカウント会議（毎四半期）

• 重要リスク指標

• 日次運用レポート（ほとん
ど行われていない）

• DRPテストの結果

変更

• プロジェクトの予定通り、予算
通り、スコープ通りのデリバリー
• タイムシート（ほとんど使用さ
れていない）

いつ
• ポートフォリオ評価
• プログラム委員会（毎月ま
たは隔月）
• フォローアップ会議（毎月ま
たは隔月）
• アカウント会議
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IT人員
ルクセンブルクのIT人員市場は、現在需給が逼迫していま
すが、優れた経歴を持つITスペシャリストは数年前よりも就
職が容易になっています。ルクセンブルクの金融サービス
業界の景気は回復基調にあり、IT人員市場では離職率が
高くなっています。企業はこれまでコスト削減を進めていまし
たが、今ではイノベーションを起こすために様々なスキルを
備えた優れた人材を求めています。ITの有効性に関する
我々の調査で明らかになった通り、引く手あまたで最も確保
するのが難しいのは、DBA、ITセキュリティのスペシャリス
ト、または経験豊富なプロジェクト／プログラムマネジャーと
いった職種です。ITアーキテクト、ビジネススキルを備えたIT
スペシャリスト、開発者も採用しにくくなっていますが、前述
の職種ほどではありません。

IT部門で必要かつ現在不足しているのは、どのようなスキ
ルや人員ですか。
ITアーキテクチャ

23%

77%

ITセキュリティ

結論
銀行はITランドスケープ・トランスフォーメーション・
プログラムに着手し、自行の長期的なビジネス戦略
を実現する力を高めるとともに、あらゆる事業分野
において日々の運用効率を改善しようとしていま
す。これは、ルクセンブルクの金融サービス市場の
さらなる拡大を確保し、支援する力となります。
現職のCIOは、目標とするITアーキテクチャの観点
から大局的にトランスフォーメーションについて検討
したうえで、ITランドスケープの導入ロードマップにお
けるプロジェクトの最適の順序を決定すべきです。
金融セクターにおいて、ITは組織の戦略的資産とな
るべきです。IT部門が有効なビジネスパートナーに
なれるように後押しするには、周到な計画と実行が
必要です。デロイトが派遣する主題専門家であれ
ば、最適かつビジネス部門と連携した有能なIT部門
の設計・提供に重点的に取り組むとともに、効果的
なIT部門の確立という目標を達成するまでお手伝
いできます。

62%

38%

ITの運用

69%

31%

ビジネススキルを備えたIT

77%

23%
プロジェクト管理

38%

62%

ITマネジメント／管理

8%

92%

ハードウェアインフラ＆通信

85%

15%
システム＆DBA

54%

46%
社内データウェアハウスの開発

8%

92%

ビジネスアプリケーションの開発

23%

金融セクターにおいて、
ITは組織の戦略的資産
となるべきです

77%

ビジネスアプリケーションの開発

100%
● はい ● いいえ

我々の調査によると、ルクセンブルクの金融サービス業界
では、FTE（フルタイム当量）の50％がRtBに投じられてお
り、グローバルの平均（2014年では53％）とほぼ同等になっ
ています。大規模銀行やユニバーサルバンキングでは、中
小規模の銀行よりもCtBプロジェクトに人員を投じています。
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従来のサイロ型データセンターから
モジュラー型のコンピュータセンターへの移行

狙いはビジネスイネーブルメントの向上
ステファン・ユールト
（Stéphane Hurtaud）
パートナー
情報＆テクノロジーリスク
デロイト

イエスパー・ニールセン
（Jesper Nielsen）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・アプリケーション
デロイト

多くの組織が苦しみながら実感した通り、競争優位は永
続的なものではなく、追い求めても実を結ばないことが多
いものです。たとえ手に入れられたとしても、往々にして長
続きしません。常にどこかで破壊的イノベーションが生ま
れている今日のデジタル時代に競争優位を持続させるに
は、企業は安定的でありながら柔軟性の高い技術プラット
フォームを構築・実現し、将来のビジネスニーズや要件に
難なく適応できなければなりません。こうした技術プラット
フォームの構築は、今後ビジネスを成功に導くうえでの衛
生要因とみなすべきであり、適切な技術サービスの欠如
は過去の遺物とみなされます。
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最初にこれを実現する組織は、満足度の低いICTサービス
に注力せず、新たなビジネス案の策定に力を入れられる実
際の機会を得られ、ひいては、（ビジネスの）イノベーション
の基盤や真の競争優位を手中にすることができます。
こうしたサービスの中核となるのが、技術的に複雑でセキュ
リティ上の制約を多数抱えたデータセンターです。規模の大
小、株式の公開・非公開にかかわらず、あらゆる組織にとっ
て、インサイトエコノミー（ビッグデータ等の分析によって洞
察を導き出し、事業の成功へと活用する経済）で成長を遂
げたいならば、次世代のデータセンターに向けて準備を進
めることが不可欠です。

レベル

15

スコア

34,270
列

29
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はじめに

データセンターの進化

ゴードン・ムーアは1965年に、コンピュータ・ハードウェア
の歴史を通して大規模集積回路上のトランジスタの数は
約2年ごとに倍増するという将来予測を行いました。その
後、マーク・クライダーは、ハードディスク記憶容量の増加
のペースはムーアの法則で予測された半導体の集積密度
の2年で倍増というペースを大きく上回っており、約18カ月
で倍に増えると予測しました。さらに、バトラーは、光ファイ
バーで伝送できるデータ量は9カ月ごとに倍増していると
述べており、つまり、伝送機器のアップグレードを除くと、
光ファイバー網のデータ伝送コストは9カ月ごとに半減して
いることになります。

データセンターの構造は当初は「垂直型データセンター」で
あり、組織や企業は高額のコンピュータ機器を古典的なサ
イロベースで配置していました。各システムやアプリケー
ションは限定的で共有されていない技術的状況にあったこ
とから、利用率は非常に低く、高コストになっていました。電
力消費は著しく、管理業務は標準化されていませんでした。
標準化は主にコストを抑える手段であり、相互運用がしばし
ば大きな課題となっていました。

以上の「法則」に基づいて、テクノロジーは目覚ましく発展
し、この数十年で私たちの生活には著しい変化がもたらさ
れました。テクノロジーは今や私たちの生活の隅々にまで
浸透し、この「技術革新」がなければほとんど何もできない
ほどになりました。
企業や組織にとってもこの意味は大きく、その結果、ほぼ
あらゆる業種にわたって劇的な変化が生じました。こうした
変化の中核に位置するのが、データセンターです。データ
センターについて論じる際に利用されるモデルには、ファ
シリティからコンピューティングとストレージ、ネットワーク能
力、さらにはセキュリティとITオペレーションに至るまであら
ゆるものが含まれます。

ファシリティ

企業の回復力およびリカバリ

サーバーおよびオペレーティングシステム

データおよびストレージ

ネットワークインフラ

アプリケーションの合理化

セキュリティ

ITオペレーション
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こうしたデータセンターのセキュリティは当初はお粗末な水
準でしたが、インターネットの進化に伴い、データセンターを
隔離させることが通例となりました。復元可能性はほとんど
重視されないか、まったく考慮されないことが多く、議論は「平
均故障間隔」（ハードウェアに関する典型的な指標）といった
要素に集中していました。

スケーリングやコストが次第に制御不能になるに伴い、新し
いテクノロジーや手法が根付き始めました。これを受け、し
ばしば「水平型データセンター」と呼ばれる形態が生まれま
した。仮想化が技術スタックの複数のレイヤーに浸透し始
めたほか、データセンター施設にコロケーションサービスを
使用するようになりました。これにより管理体制が改善さ
れ、効率性が格段に向上し、処理コストが低下し、資本支出
が経費支出に代わることもありました。多くの業種でデータ
センターを2カ所にする二元化構成が通例となると、スケーラ
ビリティと適応性が向上しました。標準が次第にオープンに
なり、主としてクライアント／サーバー・コンフィギュレーション
におけるシステムの成長が見られる傾向があります。
インターネットに接続したデータセンターがもたらす変化と課
題に対応できるよう、技術的なセキュリティも変わっていか
なくてはなりません。多重の防御を備えるという「Securityin-Depth」の概念が生まれ、選択されるようになりました。

現在のトレンド

データセンターの改良

今日では、さらなる技術進化、標準化、相互運用性を追求
する取り組みを背景に、新しいトレンドが生まれています。
デジタル時代が目前にあり、ソーシャルメディア、モバイル
技術、アナリティクス、クラウドが強い影響を及ぼしていま
す。これに伴い、公開・非公開にかかわらず、あらゆる企
業が変わりつつあります。今はそうではなかったとしても、
近い将来には間違いなくそうなります。
破壊的イノベーションを伴う新しい時代に備えるため、あら
ゆる企業は画期的な新サービスを提供する方法を見出さ
なければなりませんが、これによって既存のIT組織とその
能力に将来負担がかかるか、すでに負担がかかっている
可能性があります。例えば、市場への対応の迅速化が求
められるため、プロビジョニングに要する時間の短縮が必
要になるほか、ソーシャルメディア上でのコミュニケーション
をフロントオフィスの仕組みに織り込むには新しいアプリケー
ションやインターフェースが必要になります。また、よりよ
い情報や知見が求められれば、アナリティクスを支える高
度なプラットフォームや仮想化ツールが必要になります。

では、次世代のデータセンターはどのようなものでしょう
か。そして、新しいビジネス上の要求に対してどのように備
え、最新テクノロジーをどう活用し、これまで見てきたトレン
ドをどう織り込んでいけばいいのでしょうか。

このため、データセンターのサービスも変わらなければなり
ません。データセンターの領域で現在見られる主なトレンド
は、以下の通りです。
• ファブリックベース・コンピューティング ― コンピュータ、
ストレージ、ネットワークの構成要素をゆるやかに連携さ
せ、論理的なコンピュータリソースに組み込んだアーキ
テクチャ
• 設備投資を運用コストに代える ― 企業のバランスシー
トから資本集約的サービスを排除し、利用に応じて支
払うモデルへと移行
• クラウドコンピューティングとプライベートクラウド ― プ
ロビジョニングタイムを短縮し、標準化の水準を高めて
XaaS型サービス提供企業向けのソリューションとして
提供
• データのビジネス上の価値に基づくストレージ効率 ―
急増するデータへの対応が狙いだが、重要性に応じて
選択的に行う
• セキュリティに対するビジネス上のフォーカス ― リスク
とセキュリティをIT部門から最高責任者レベルの経営
幹部の担当領域に格上げする
• 持続可能で環境に配慮したIT ― 環境的に持続可能な
コンピューティング
以上のトレンドはすべて、データセンターサービスの選
定、運営、サービス提供の方法だけでなく、ビジネス部門
に対してどの技術サービスをどのように提供するかまで変
える力があります。

多数の難しい選択を行わなければなりませんが、正しい選
択を行えば、デジタルを活用した新たなインサイトエコノミー
において成功し、競争力を得られる可能性があります。現
在生じている変化を見ると、前述のデータセンターのモデ
ルに基づいた、以下の変化が注目に値します。
ファシリティ－
• アウトソーシング／コロケーションの増加 ― 北米企業
と欧州企業の約69％は自社所有のファシリティを使用
しているが、多くの企業が向こう数年のうちに他のモデ
ルへの移行を計画している
• 環境に優しいデータセンター／企業の社会的責任
（CSR） ― 大半の大手データセンタープロバイダーに
加え、グーグルやフェイスブック、アップル、マイクロソ
フトといった企業にとって、環境に優しいエネルギーの
調達が優先課題になっている。しかし、データセンター
の効率的かつ効果的なサービス提供によっても差別
化が可能である
企業としての回復力およびリカバリ
• リアルタイムシステム ― システムの冗長化、アクティブ
-アクティブ構成等により、IT障害がビジネスに与える
影響を低減し、サービスレベルを高水準で維持する
サーバーおよびオペレーティングシステム
• 高密度コンピューティング ― データセンターのラック
に収納されるコンピュータノードを最適化し、単位面積
あたりのCPU密度を大幅に向上させる
• 仮想化 ― ハードウェアの構成を抽象化するためにほ
とんどの機器で利用されている技術で、稼働率と性能
比の向上を図る
• コンテナ ― コード、ランタイム、ツーリング、システムラ
イブラリ等、完全なファイルシステムをパッケージした
技術
• ベンダー非依存 ― 特定のベンダーに縛られないた
め、競争を促し、よりよい結果を得られる
• オープンコンピュート ― データセンター運営大手がデータ
センターの設計を共有し、ベストプラクティスを伝える
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データおよびストレージ
• ストレージエリアネットワーク ― スナップショットやディ
スクコピー、重複排除等により、記憶域の割当や管理
手法を大幅に改善
• D2D（disk-to-disk）バックアップ ― バックアップの効率
的な手法で、これにより、磁気テープの使用や取り扱い
を排除または低減できる
• 新しいプロトコル ― 現行の通信インフラをストレージレ
プリケーションに使用すれば、データセンターの複雑さ
とギガバイト当たりのコストを低減できる
ネットワークおよび通信インフラ

• リアルタイムのサービス提供 ― 数日、数週間ではな
く、分単位でシステムを使えるようにする
• クラウドサービス（プライベート／パブリック／コミュニティ
／ハイブリッド） ― 自社またはプロバイダーのデータセン
ターからSaaS、PaaSまたはIaaSの形で提供する。デー
タセンターの「クラウド化」と呼ばれることもある
• XaaS ― 技術ソリューションや外部のサービスを直接
購入するのではなく、サービスとして提供する
• データセンターのインフラ管理ツール ― 使用電力や効
率性を高める方法を判定する

• ソフトウェア・ディファインド・ネットワーク ― 物理的なイン
フラからコントロールを切り離してネットワークを構築す
る手法であり、これにより、ネットワーク管理者が複数
ベンダーの機器で構成されるネットワークファブリックを
サポートできるようになる

• ユーザー層（外部当事者等）の拡大 ― 外部のユーザー
コミュニティについてはコントロールやデータセキュリティ
に関して新たな手法が必要となり、多くの企業は現在、
大規模な外部のユーザーコミュニティを有することに係
る課題に直面している

• IPv6 ― IPv4に代わるプロトコル。アドレス空間が広大
で、階層形式でアドレスを割り振る。セキュリティ／構成
上の可能性もある

• セルフサービスIT ― セルフサービス方式でユーザー
にサービスを提供する

アプリケーションの合理化
• COTS ― 新しい概念ではないが、多くの業種で今も適
切な概念
• BYO-X ― ユーザー個人の所有するデバイスを使用し、
サポートすることを指し、特定のビジネスアプリケーション
や機能を利用するセルフサービス方式であることが
多い
• モビリティとモバイル機器 ― モバイル機器でどこでも
いつでもユーザーが必要なときに使用できる専用のア
プリケーション
リスクおよびセキュリティ
• リスク管理 ― セキュリティ予算を有効活用するため、ど
こで使用すべきかを判断するためにリスクに注目する。
全社的なリスク管理フレームワークと緊密に統合する
• IDおよびアクセス管理（IAM） ― （オープンな）エンター
プライズ環境では、ネットワークに入る前に全員のIDを
確認する（「誰も信用しない」）だけでなく、ユーザーごと
に何に対してアクセスが許可されているかも確認するこ
とが必要
• Security-in-Depth ― 従来型の隔離する手法に代わ
り、脅威が増大している環境を踏まえて多重にセキュリ
ティを施す方法
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ITオペレーション

ITマネジメント
• Outside-in focus ― サービスをビジネス部門に売り込
むのではなく、外部の期待や需要に注目するマネジメン
ト手法
• サービスマネジメント ― サービスの提供ならびにその
最も効果的かつ効率的な生成／調達方法を重視する
• パフォーマンスマネジメント ― IT組織の業績を情報と
指標によって管理し、将来の需要に対してどの程度準
備ができているかを検証する

結論
以上の特徴が採り入れられているデータセンターを想像すれば、そこでは垂直式のサイロ型データセンターは完全に姿を消し、水平型のデータ
センターに改善され、ビジネス部門はハイブリッド式のモジュラー型サービスモデルに基づき提供される複数のサービスを利用しているでしょ
う。リアルタイムのサービスが分単位で設定され、パフォーマンスの拡張性が向上し、複数の承認されたソース（社内外）からサービスを提供
できるようになります。これが新しいデータセンターとサービスプロビジョニングモデルの姿です。すなわち、新世代のデータセンターが誕生す
るのです。
IT組織は、ビジネス部門との連携や品質改善といった、技術性の低い領域に経営資源を重点的に投じられるようになりますが、特に重要なの
はイノベーションです。IT組織がビジネスパートナーになり、ひいてはCIOが最高イノベーション責任者になり、データセンターがビジネスイノベー
ションを生む工場や研究所になるといった変化へと向かう分岐点に差し掛かっているのです。
こうしたトランスフォーメーションを成功させる企業は、数々の技術的進化やイノベーションを最大限活用し、中核事業と顧客にフォーカスでき
るようになるでしょう。それこそ、データセンターのサービス提供の本来の目的です。

出典：
1. https://en.wikipedia.org/
2. Gartner research
3. Forrester research

プレイ開始！
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保険業界は
創造的破壊に直面
ソリューションとしてのクラウド
パトリック・キャロワット
（Patrick Callewaert）
パートナー
セールスフォースプラクティスリード
EMEA
デロイト

パトリック・デ・フィルダー
（Patrick De Vylder）
ディレクター
セールスフォースプラクティスリード
ベルギー
デロイト

マキシム・ドゥムルメステール
（Maxim Demeulemeester）
コンサルタント
セールスフォースプラクティスコンサルタント
ベルギー
デロイト

保険業界は、新しいデジタル技術を受けて大きく変わろうとしています。
本稿では、創造的破壊をもたらす力を3つ（コネクティビティ、ビッグデー
タ、消費者行動の変化）取り上げます。こうした変化が何を意味するのか
に注目するだけでなく、もっと重要な、そうした変化から価値を導き出す
にはどうすればよいかにも焦点を当てます。こうした破壊的な力に対処す
るうえで重要となるのは、クラウドコンピューティングです。そして、顧客ご
とに個別化した体験を提供し、保険業界が顧客重視のアプローチを構築
できるようになるために最適と位置づけられているのがセールスフォース
です。デロイトは、保険業界におけるデジタルトランスフォーメーションとク
ライアントトランスフォーメーションについて豊富な専門知識を有してお
り、セールスフォース社のグローバル戦略パートナーとなっています。
我々は、保険業界のこのような変化への対応を支援するうえで最適であ
ると自負しています。
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こうした3つの破壊的な力が、
世界中の保険会社に影響を
与えています
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3つの破壊的な力が、世界中の保険会社に影響を与えてい
ます。こうした力は、一層の個別化やデジタル体験を提供で
きるよう、「go-to-market」戦略やクライアントジャーニーの
見直しを迫っています。
1. コネクティビティ：最近の統計によると、欧州の人々は、イン
ターネットに接続可能なデバイスを一人平均3台所有してい
ます1。しかも、平均所有台数は2017年までに5台に増える
とシスコは予測しています2。
こうしたデバイスを用いて、顧客は、いつでもどこでも的確な
情報にアクセスし、デバイスに関するサポートを得たいと考
えています。
2. ビッグデータ：モノのインターネット（IoT）は、マシン間の
通信を軸としています。データを収集するセンサーのネット
ワークを基盤としており、モバイルかつバーチャルで、即時接
続が可能です。保険業界に特化した例としては、テレマティク
スをベースにしたサービスがあります。テレマティクス技術
を使えば、テレマティクスに基づいた自動車保険等を実現
することができます。IoTを使えば大量のデータが入手可能
となります。
データ収集とデータマイニングによって、保険業界は適切な
タイミングで今以上に個別化した商品の提供や、より適切な
価格設定のほか、個別化した先取的な顧客サービスを増
やせるようになります。
3. 消費者行動の変化：消費者の姿勢やニーズは変わりつ
つあります。デジタル技術の台頭で消費者が欲しいと思うも
のが変わっただけでなく、それをどう提供して欲しいと思っ
ているかも変わりました。さらに顧客は、自らインターネット
で調べ、顧客間のソーシャルメディアの活用により保険の動
向に対する理解を深めているため、セルフサービス（DIY）
の保険の人気が上昇するとともに、インターネットのチャネ
ルから直接購入するようになる可能性があります。
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こうした破壊的な力にどのように対処し、変化から価値を
導き出すべきか？
こうした新しいテクノロジーをすべて結びつけ、大量のデー
タの中から適切な情報を得ることは至難の業です。こうし
た難題に取り組むうえで、最適なのがクラウドコンピュー
ティングです。
クラウドコンピューティングの主な特徴を説明すれば、クラ
ウドへの投資が優れた選択肢である理由がお分かり頂け
るでしょう。第一に、マルチテナント方式であるため、継続
的なITの可用性やメンテナンスアップグレードを心配せず
に、顧客に個別の体験を提供し、顧客中心のアプローチを
構築できます。クラウドは一元的に管理されているため、
事業価値の創出だけにフォーカスできます。第二に、拡張
性のあるアプローチを採用できるため、この複雑なデジタ
ルトランスフォーメーションのリスクを分散できます。第三
に、データはローカルデバイスではなく、クラウドに保存さ
れるため、適切な情報にいつでも、どこでもアクセスできま
す。最後に、料金は利用に応じて支払うため、投資コスト
は設備投資と言うより運用コストの側面が強くなり、コスト
を管理し続けることが可能です。
こうした特徴の影響を如実に示しているのが音楽業界で
す。音楽業界は、デジタルの破壊的イノベーションやクラウ
ド方式の影響にいち早く対処した業界の1つであり、音楽
の流通が物理的なCDからクラウド、つまりiTunesに移行
したことからトランスフォーメーションが始まりました。今日
では、さらにトランスフォーメーションが進んでいます。消費
者は少し前まで音楽をオンラインで購入し、物理的なデバ
イスに保存していましたが、今日では音楽を所有せず、会
費を支払ってストリーミング方式で世界最大の音楽ライブ
ラリを利用しています。同様のトランスフォーメーションが、
保険業界でも起きています。
こうした顧客の変化に対応するために必要となるプロセス
や機能を提供する重要なカギが、クラウドです。クラウドが
提供するプラットフォームは、顧客、パートナー、その他の
ビジネス関係者とのハイパーコネクティビティをサポートし
ます。また、クラウドではデータを捕捉し、分配することがで
きるため、データインテリジェンスを育成し、顧客重視の企
業となるプロセスに拍車をかけることができます。

1
2

課題
こうした破壊的なトレンドに対処する最適な手段はクラウ
ドソリューションであるとの点で大方の意見は一致してい
るものの、2つの重要な課題については留意すべきです。
最初の重要な課題はクラウドソリューションとは無関係で
すが、多数の異なるチャネルやソースとの統合です。クラ
ウドソリューションは通常、オープンAPIを介せば統合が
最大限容易になりますが、これが重要な課題であること
に変わりはなく、トランスフォーメーションの開始当初から
検討しておかなければなりません。
第二に、データはローカルデバイスに保存されないため、
コンプライアンスやセキュリティに関するリスクに対処しな
ければなりません。こうした課題に対処するに当たって重
要となるのは、クラウドによってもたらされる価値ドライバー
とビジネス上のメリットを念頭に置いておくことです。リスク
とベネフィットの間でうまくバランスを取ることが、成功する
には重要です。

クラウドコンピューティングの主な
特徴を説明すれば、クラウドへの
投資が優れた選択肢である理由
がお分かり頂けるでしょう

Statista (2014). “Number of connected devices per person in selected countries 2014.”
Consulted 10 August 2015. http://www.statista.com/statistics/333861/connected-devices-per-person-in-selected-countries/
Business Insider (2015): “By 2017, We'll Each Have 5 Internet Devices (And More Predictions From Cisco).” 2015年8月10日に閲覧
http://www.businessinsider.com/cisco-predicts-mobile-2013-5?IR=T
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セールスフォース—顧客の成功を約束するサービスとして
のプラットフォーム

セールスフォース社のグローバル戦略パートナーとしての
デロイト

セールスフォース社が最もよく知られているのは、セールス
クラウドやサービスクラウド、マーケティングクラウドから成
る顧客関係管理（CRM）製品ですが、開発プラットフォーム
（Force.com）やアナリティクス（Wave）も提供しています。
同社の製品はモバイル性とソーシャル性が高く、クラウド
ベース（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）です。

Deloitte Digitalのビジョンは、「我々のクライアントが顧客と
のつながりや関与の方法を再検討できるようにすること。」と
シンプルです。長期にわたってセールスフォース社のグロー
バル戦略パートナーを務めているDeloitte Digitalは、28カ国
以上の2,800人を超えるコンサルタントで構成する専任チー
ムを設けています。このIT専任チームには、ベネルクス三
国の100人以上も含まれています。

セールスやサービス、マーケティングのトランスフォーメー
ションをサポートできるエンタープライズ・アプリケーション・
ソフトウェアの中で、セールスフォースが不動のリーダーで
ある点でアナリストの意見はほぼ一致しています3。セール
スフォース社が目指しているのは機動的なクライアントトラン
スフォーメーションやデジタルトランスフォーメーションのサ
ポート、フロントオフィスにおける業界のイノベーションの牽
引です。同社のアプリケーションは操作やカスタマイズ、顧
客やパートナー、社内のチーム間のソーシャルコラボレー
ション機能の組み込みが容易なほか、ワークフローの自
動化、アナリティクスの埋め込み、レガシーシステムの容
易な統合によってプロセスの最適化を推進します。
CRMソフトウェアのグローバル市場は現在270億ドル規
模に達しています。成長率は他のエンタープライズ・ソフト
ウェア市場を軒並み上回っており、2017年には370億ドル
規模に達するとみられています4。2014年には、CRMソフト
ウェアの市場の47％がSaaSアプリケーションであり、そのう
ちセールスフォースは18.4％を占め、4年連続で年間30％
のペースで伸びてきました。これにより、セールスフォース
社は、フォーチュン500企業の中でも成長率では6番目に
高くなっています。このデータからも、クラウドアプリケー
ションを介してクライアントトランスフォーメーションやデジ
タルトランスフォーメーションを推進することが現在、多くの
経営幹部やIT幹部の優先課題になっていることが伺え
ます。

セールスフォースに基づくクライアントトランスフォーメーション
とデジタルトランスフォーメーションをフルに推進するため、
デロイトは全世界で業種別のアクセラレータを25以上開発
しました。このアクセラレータは、クライアントトランスフォー
メーションとデジタルトランスフォーメーションに盤石の基盤
を（場合によっては、最先端のソリューションも）もたらしま
す。また、我々のクライアントは、コスト効率を高め、市場へ
のより迅速な対応を実現し、各業界において真の競争優位
に取り組めるようになります。
こうして重点的に取り組んだ結果、デロイトは金融業界や保
険業界で大きな成功を収めています。経験を基に、保険業
界に特化したアクセラレータであるFastConnect5 も開発し
ました。これは、セールスフォース社の製品を基盤として、
Deloitte Digitalが開発した、事前構成済みのソリューション
であり、保険業界の要求に合致したプロセスと機能を備え
ています。
デロイトのアクセラレータには、即効性があります。
• 事前に構成され、統合された開発製品によって、即時に
ベネフィットが得られます
• デロイトが事前にまとめた視点を利用することで、ビジネ
ス上の要求事項を評価するプロセスを迅速化することが
できます
• デプロイの高速化により、ROIを達成
• 導入作業において最低200人日を削減
• 実証済みのソリューションであるため、トランスフォーメー
ションリスクを軽減

3
4
5
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Gartner (March 2015). “Magic Quadrant for Enterprise Application Platform as a Service, Worldwide,” article G00271188
Gartner (July 2015). “Hype Cycle for CRM Sales,” 2015, G00277788
FastConnectの主な特徴を3分にまとめた動画： http://youtu.be/za3TN8RwMzo

結論
保険業界は大きく変わろうとしており、その端緒についたばかりです。業界はこうし
た破壊を受け入れ、顧客が期待する付加価値を創出することによって、自身の有
利になるよう破壊を活用しなければなりません。こうした変化への対処法の一つ
に、セールスフォースをはじめとしたクラウドソリューションを利用するという方法があ
ります。デロイトは近年、多くの保険会社において、セールスフォースの製品をベー
スにクライアントトランスフォーメーションとデジタルトランスフォーメーションを成功
に導くことができることを実証してきました。過去の実績に加え、ビジョンや保険業
界に特化したアクセラレータを備えたDeloitte Digitalは、保険業界にとって重要か
つ信頼できるパートナーになりたいと考えています。
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データ駆動型のベンチャー
選定
コーポレートベンチャリング
の実績向上を目指して
ジャン＝ピエール・ベーレン
（Jean-Pierre Boelen）
パートナー
カントリーリーダー
-金融サービス業界
デロイト

ディードリック・クローシェ
（Diederick Croese）
マネジャー
Deloitte Fast Ventures
共同創設者
デロイト

ララ・クーラ
（Lara Koole）
マネジャー
金融アドバイザリーサービス
デロイト

ユープ・アレンズ
（Joep Arends）
シニアマネジャー
イノベーショングロースサービス
デロイト

近年、成長中のエコシステムをマッピングし、開拓する
ためにデータを活用する企業が次第に増えています。
こうしたデータドリブンアプローチにより、企業や投資家
はより効果的で体系的な方法で機会を模索できます。
ひいては、革新的なエコシステムにおいて自身のポジ
ションを拡大、強化するとともに、ベンチャー投資などの
取り組みを最適化することも可能です。
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聡明な人材は社内よりも社外に多く、知識
は集中してもいなければ均等に分散もして
いないため、イノベーションに必要な能力
が社内に備わっていないと気づき、社外に
解決策を求める企業が増えています

誰もがユニコーン企業を夢見る時代

拡大するエコシステムの開拓

誰もがイノベーションを起こしています。変化のスピードに
対して注意を促す警告があふれ、変わりつつある状況に
繰り返し順応し、進化し続ける市場ニーズに絶えず適応し
ていかなければならないことは今では周知の事実です。競
争によって利益率が縮減した結果、起こりうるのは創造的
破壊です。

聡明な人材は社内よりも社外に多く、知識は集中しても
いなければ均等に分散もしていないため、イノベーション
に必要な能力が社内に備わっていないと気づき、社外
に解決策を求める企業が増えています。拡大するエコ
システムに積極的に参加している企業の成功例が見ら
れます。そうした企業は大小の企業と連携し、変わって
いく顧客と市場のニーズに合わせて変化し適応しようと
しています。

変化はこれまで各地域に徐々に浸透していましたが、今で
はグローバルに波及し、国境も業界の境界線も超えてい
ます。新しいテクノロジーが思わぬ方角から業界を襲い、
あっという間に丸ごと破壊しています。しかも、その影響は
経済的、技術的な変化に留まらず、社会や文化までも変
化させています。
個人も企業も、時代に後れずに適応しなければならないと
いう日々増大する課題に直面しています。短期的目標と長
期的目標との間には、それぞれの投資、経営、キャッシュ
フローの問題があって摩擦が生じています。効率性と創造
との間でバランスが模索されています。
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成功している企業には共通の業務慣行が見られます。関
連事業や（一見）無関係の事業領域において好機を模索
し追求することを主眼に置く専任チームが設置される一方
で、大半の部署は既存の中核事業に専念する体制になっ
ています。こうした選任チームは通常、好機を識別し探索
するために独自の手法の採用が認められるほど、他の部
署から独立して仕事をしています。彼らは社外に目を向
け、画期的なエコシステムを積極的に模索し、参加し、価
値を付加しています。但し、こうしたチームが他の部署と
孤立してしまわないように、うまくバランスを取ることが重
要だという点を強調しておくべきでしょう。エコシステムに積
極的に寄与する効果的手法として、コーポレートベンチャ
リングが増えています。
複数の大規模企業はすでにコーポレートベンチャリング活
動を精力的に展開しており、例えば、グーグル・ベンチャー
ズ、インテル・キャピタル、セールスフォース・ベンチャーズ、

クアルコム・ベンチャーズなどがそれに当たります。こうし
た企業は合計で300以上のベンチャーに共同投資をして
います。上記の例はすべてテクノロジー企業に限られて
いますが、テクノロジーとの関係性の薄い企業でもコーポ
レートベンチャリングの必要性を認識する企業が増えて
います。例えば金融サービス業界では近年、ベンチャー
活動に投じられる資金が多額に上っており、ここ数カ月で
大きく伸びています。まず行うべきは予算の割り当てであ
り、次に自社の戦略、企業文化、目標に即したコーポレー
トベンチャリングモデルを適用することが必要になります。
急成長しているベンチャーとコラボレーションする4つのモ
デル
スタートアップ企業や急成長中のベンチャーとの連携モデ
ルは幅広く、相互学習や契約に基づく関係／ジョイントベン
チャーからの少数持分の取得、全面的な買収に至るま
で、関係性の強さは様々です。
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パートナーシップ
実験的な試み（契約上の関係）を通じ、複数の破壊的な
スタートアップ企業に経済的、時間的な投資を行う

ベンチャリング
複数の破壊的なスタートアップ企業の少数持分を取得する

<30%

契約上の関係に
よる経済的、時間
的な投資

<30%

<30%

<30%
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特徴

特徴

買収

買収

統合

統合

支配

支配

代表例：
トムトム

代表例:
セールスフォース

狙い:
エコシステムにおいて活発に活動す
るプレーヤーになり、スタートアップ
企業から学ぶ

狙い:
エコシステムにおいて活発に活動す
るプレーヤーになり、スタートアップ
企業から学ぶ

判断基準:

判断基準:

• 破壊的イノベーションになる可能性

• 破壊的イノベーションになる可能性

• 学習機会

• 学習機会（取締役会への代表者派遣）

• パートナーシップ（この時点では
排他的ではない）

• パートナーシップ（この時点では
排他的ではない）

イノベーション専任チーム

専任ベンチャーチーム

プラットフォーム企業を通じたバイ・アンド・ビルド
プラットフォーム企業とのジョイントベンチャー（JV）設立に
より、なお細分化されている業界で（汎欧州規模の）再編に
着手する

100%

完全買収
株式100％を取得し、完全な経営権を手に入れる

100%
100%
100%

JV

100%

JV
特徴

特徴

買収

買収

統合

統合

支配

支配

代表例:
アクセル・シュプリンガー

代表例:
シスコ

狙い:
起業家精神（パートナー）とスケール、
資金、スキル（M&A）のベネフィットを
得る

狙い:
買収事業を通じて成長を完全に制御し、
相乗効果を実現する

判断基準:

判断基準:

• 相手先の事業が自社中核事業の周
辺事業である

• 相手先の事業が自社の中核事業である

• バイ・アンド・ビルドによって、新しい
中核事業になる可能性

• テクノロジー／ビジネスモデルが実証済み
• 相乗効果を管理可能

• 中規模～大規模投資
取締役会がM&Aを担当し、注力

ビジネス部門が担当
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従来のM&Aで重視されていたのは、自社の組織能力との
大きな相乗効果や地理的な拡大、成長への意欲でした。
あるいは、市場シェアの拡大や自社事業の保護のために
直接競合する企業を買収するだけでした。ダイナミックなエ
コシステムが絶えず発展する中、もはやこれだけでは不十
分です。
これに関連する2つのトレンドを受け、より柔軟なM&Aモデ
ルの必要性が高まっています。まず1つには、技術的イノ
ベーションを通じた継続的な変化のスピードの増加です。
今日の投資決定は明日になれば陳腐化したものになるか
もしれません。2つ目は、コネクティビティとデジタル化の進
展により、グローバルな組織能力が突然手の届く範囲内
にもたらされたことです。自社事業に必要な組織能力をす
べて内製化する必要はもはやありません。特定セグメント
の企業を取り巻くエコシステムを活用すれば、同じ目標を
容易に達成できます。また、M&Aモデルを多様化すれば、
自社の参加しているエコシステムで起きている変化に合わ
せて柔軟性の向上や選択肢の調整が可能になります。周
辺事業の幅広く多様な組織能力との結びつきを構築すれ
ば、自社の既存事業に多大な価値を付加できます。
コーポレートベンチャリングによって結びつきを構築する場
合、複数の異なるモデルを活用できます。各モデルで実現
できる支配や統合の水準が異なるため、自社の具体的な
目標に応じてモデルを選択することが必要です。選択した
モデルはイノベーション推進の成功に欠かせないだけでな
く、自社組織内における学習レベルにも影響を及ぼします。

成功している企業は運任せに
せず、体系立ったデータ駆動型
の手法を適用しています

パートナーシップ
一部の企業は、スタートアップ企業や急成長中のベンチャー
とのパートナーシップ構築を任務とする専任のイノベーション
チームを設けています。異なる企業文化や組織能力から学ん
だり、必要とされるトランスフォーメーションに拍車をかけた
り、あるいは新しい製品やサービスを統合して作ったり、開
発したりするためです。この手法は、周辺の新規事業領域
の模索に着手している企業に特に適しています。戦略的パー
トナーシップは、契約締結によって正式なものとなります。
ベンチャリング
ベンチャリングは、戦略的な重要領域において活発に活動
し、破壊的イノベーションになる可能性のある複数のスター
トアップ企業の少数持分を取得する方法です。少数持分の
取得によって得られる重要な利点は明らかにその高い柔軟
性にあります。出資には、自社の資金のみを使って単独で
の投資戦略により行う場合、または外部ファンドと共同で行
う場合とがあります。外部ファンドとともに着手すれば、一般
にベンチャリングにおける専門性を育成し、社内に取り込む
助けとなります。企業は往々にして、最先端のセクターを適
切に選別するために必要な主題専門知識を欠いているか
らです。
バイ・アンド・ビルド
自社事業を乱す具体的な破壊が明確化され、そのセグメント
に圧倒的なリーダー企業が存在する場合は、プラットフォー
ム企業を通したベンチャリングが最適な手法となり、この手
法を採用すれば周辺市場とそのエコシステムにおいて先手
を打てるでしょう。プラットフォーム企業の株式をさらに買い
進めれば、新しい事業を構築し、最終的には新しい中核事
業に育てられる可能性もあります。
完全買収
完全買収はより伝統的な手法の1つであり、買収先企業の
経営権を完全に取得し、自社と完全に統合する選択肢（必
ずしも、統合しなければならないわけではない）がもたらさ
れます。
上述したことから明らかなとおり、「万能」モデルはありま
せん。適切なモデルは、自社の目標、組織構造、資産次第
であり、時間の推移とともに変化したり、機会によって異な
る可能性もあります。
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データ駆動型のベンチャー選定
特定の状況でどのモデルが適切であるかにかかわらず、出
発点は共通です。つまり、常に適切なパートナーや投資機
会を見出すことから出発します。大規模企業は時間をかけ
て手を組むべき適切なベンチャーを選定し、ベンチャーは時
間をかけて適切な意思決定者とのネットワークを構築しよう
とします。企業とベンチャーとの関係はその大部分が紹介を
通したものであり、元来運任せの傾向があります。人脈に
基づくネットワーク構築手法は規模が不十分であり、人は適
切な意思決定者を発見し連携することに苦労します。

エコシステムを戦略的に入念に調べることは必須です。但
し、域内に幅広いネットワークを持つ複数のスカウトを社内
に抱え、そのスカウトがイベントに出席したり、関係資料を
閲覧したりするという従来型の方法は時代錯誤です。それ
では地域が限定されすぎる上、散発的で、ただ予想外の幸
運を願っているだけにすぎません。世界のいかなる場所、
いかなる業界から新規企業が参入してくるのかわからない
今日では、もはや効果は期待できません。
大量の情報が存在するグローバルかつデジタルな現代に
は、市場を丹念に調べ、様々な選択肢を比較検討し、社内
の様々な部署と情報を共有するためにデータ駆動型の体
系的なプラットフォームを活用する方法があります。成功し
ている企業は運任せにせず、体系立ったデータ駆動型の手
法を適用しています。
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エコシステムを活用すれば、自社のイノベー
ション能力が企業の枠を超えて高まり
ます
重要なのは、複数のデータソースを組み合わせ、アルゴリ
ズムを使って企業プロフィールの探索、選別、比較を行っ
たり、市場やトレンドの視覚化を行ったりすることです。新
たなコーポレートインテリジェンス関連の製品・サービス数
は急速に増えており、幅広いデータソースを使って包括的
なデータソースが構築されています。そのデータソースに
は、非公開企業に関する質の高いデータソース、上場企
業および非上場企業が公表している情報、出願特許、有
力ソーシャルメディアやデータプラットフォーム上をクロー
リングして収集した情報、テクノロジー関連サイト、スタート
アップ企業の支援・促進団体のプログラムなどがあります。
こうした新しいコーポレートインテリジェンス・ツールは従来
とは違う角度から、投資パターンや出願特許、プレスリリー
ス、求人情報を追跡し、ユーザーが関心を寄せそうなスター
トアップ企業やベンチャー、予想外の新規企業の市場参
入、今後の新製品の発売の早期兆候を突き止めます。脅
威の識別には定期的な長文の報告書から継続的な情報
の流入へと移行しつつあり、これによって先手を打つこと
が可能になります。
こうしたインテリジェンスツールは絶えず改善され、先進の
自然言語処理機能も搭載されるようになっているため、体
系立っていないデータを検索にかけて自社が事業を展開
している市場に関連する重要な状況をすべて閲覧すること
ができます。
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こうしたデータ駆動型の手法を組み込むことによって、以下
が可能になります。
• あらゆる企業について、その競合企業をポジショニング
ステートメント、知的財産（IP）、買収、ソーシャルメディア
への投稿、主要経営幹部の異動などの様々な側面から
調べ、複数のデータストリームを比較して今までとは別の
視点をもたらす
• あるトピックについて経済ニュースを閲覧したうえで、関連
分野の出願特許を比較すれば、リーダー、後続企業、新
しい方法で複数の市場を結びつける外部者を素早く識別
できる
• 選定した企業の概要を閲覧し、成長率、資金調達活動、
新規参入かどうかで分類する
• 最有力の投資先候補に焦点を絞り、特許、科学論文、資
金の配分における数値傾向からイノベーションの注目ポ
イントを割り出す
• ビジネスインテリジェンスの視覚化ツールと特許分析ツー
ルを使ってIPの分野を調査し、競争が熾烈な分野と単一
企業に独占されている分野とをマッピングする
• 既存セクター間の関係を理解して技術的なホワイトスペー
スを識別するとともに、実用化への機会を見出す
ある事業部門の社員が他の部門、M&A担当部門、戦略部
門、事業開発部門の同僚と自身の重要な知見、視覚化、ト
レンド、企業プロフィールを共有するためにも情報技術を活
用するべきです。知見の共有は有意義なコミュニケーション
を促し、結果的にアクションや新たな価値を生みます。そう
すれば社内のスカウトの数も増え、実質的に事業環境に対
して一層目を配るようになるとともに、関係する社員もより
多くを学ぶことができます。

こうした種類の連携手法と確実なデータ駆動型の手法を習
得すれば、包括的なコーポレートベンチャー投資から引き出
せる価値が大幅に高まります。そうすれば、新規参入企業
に破壊されるのではなく、新規参入企業と連携できるように
なります。
コーポレートベンチャリングの成功原則
体系立ったコーポレートベンチャリング手法を選ぶ場合、念
頭に置いておくべき重要な原則が幾つかあります。
• 人脈のほとんどは紹介に基づいており、元来運任せの傾
向がある。体系立ったデータ駆動型の手法であれば選定
プロセスから主観性を排除できる
• 検索技術を効果的に活用するには目指すものを明確に
しなければならない。主題に関する専門家やテキストマイ
ニング技術を活用し、目指す能力、ソリューション、製品、
企業を描写する言葉を可能な限り考え出しておくこと
• 大規模企業であるならば、資金で何でも手に入れられる
と考える傾向がある。しかし、ただ資金を出すだけでは不
十分である。ベンチャリング戦略で成功するには、ベン
チャーやエコシステムにどのような付加価値をもたらして
差別化要因とするのかを具体的に定義しておくことが必
要である

結論
エコシステムを活用すれば自社のイノベーション能
力が企業の枠を超えて高まります。データドリブン
アプローチでは、包括的なコーポレートベンチャー
投資から導き出す価値を大幅に高めることが可能
です。破壊される企業となるか、それともディスラプ
ター（創造的破壊者）と手を結ぶ企業か、あなたは
このどちらを選びますか。
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金融の世界で
オープンデータに
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ジャン＝ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
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デロイト

ニコラス・グリードリッヒ
（Nicolas Griedlich）
シニアマネジャー
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デロイト

オープンデータが登場してから、すでにしばらく経ちます。
「オープンデータ」という言葉は1980年代に登場しましたが、
各業界がその考え方に注目し始めたのはこの数年のことで
す。オープンデータは、そのポテンシャルを実現した企業に
対し長くて刺激的な旅路を約束しています。しかしながら、新
しい概念が常にそうであるように、標準化がまだ十分に進ん
でおらず、行く手には多くの課題があります
オープンデータとは？
オープンデータは現代の経済において新しいトレンドでは
ありません。この言葉は1980年代に文献に登場し始めま
したが、オープンデータ・インスティテュートが総合的に定
義したのは2012年になってからのことです。その定義は
「誰もがアクセス、使用、共有できるデータ」というもので
す。非常にわかりやすくなっていますが、金融サービス業
界のプレーヤーは、自身で保有するデータを活用するだ
けでも大変であるのに、この種のオープンデータをどう活
用すればよいのでしょうか。オープンデータからベネフィッ
トを得るにはどうすればよいのでしょうか。
こうした疑問に答えるには、数年前に遡りこの種のデータ
がどのように生まれたか、どのようなポテンシャルを秘め
ているかを理解する必要があります。オープンデータはテ
クノロジーとソーシャルの要素が生んだ副産物です。
テクノロジーの視点から見れば、インターネットによって人
と経済が結びついた結果、インターネット上で買えないもの
はほぼ皆無の状況になりました。もっと重要なのは、考え
や意見、知識を非常に頻繁に交換することができるように
なった結果、書簡が歴史の遺物になってしまったことです。
ソーシャルな面では、フェイスブック等のプラットフォームを

介してほとんどの人々が今日、デジタル生活を送ってお
り、こうした状況は人間だけに留まりません。今日、モノの
インターネット（IoT）の世界ではセンサーがヘルスケアバン
ド、スマートウォッチ、自動車に搭載されたテレマティクス
機器等の多数のデバイスを通じて、どのようなものからで
もオープンデータを生成できるようになっています。例え
ば、GPSの追跡技術を使えばペットすらモニタリングが可
能です。
政府も市民との交流を容易に行える新しい電子サービスを
活用してこの流れに参加しています。また、行政のデジタル
化によって、政府と市民の両方に関わるものはほぼどのよ
うなものでもデータ化が可能になっています。例えば、犯
罪や貧困の統計、失業率の変化、天候等がそれに当たり
ます。今日、オープンデータはほぼどこにでも存在し、誰で
も、そして何であれオープンデータを生成することが可能と
なっています。
こうしたデータは大量の情報の集合を表し、7つに分類で
きます。政府・政治的データ、データアグリゲータ、ソーシャ
ルデータ、気象データ、スポーツデータ、大学・研究機関の
データ、そして最後は最も詳細なニュースデータです。
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金融サービス業界にとって、オープンデータが秘めるポテン
シャルとは？
オープンデータは、その多様性と豊富な情報量のため、金
融サービス業界の複数の業務プロセスに介在できます。
マーケティング部門は、この種のデータを活用して顧客と
潜在顧客のデータベースを拡充できます。事実、ソーシャ
ルメディア上のデータを使えば顧客セグメントの精度を高
め、ロイヤルティの高い顧客と潜在顧客との間に強い関係
を築くことができるため、貴重な資産になります。顧客にとっ
ての重要性に基づいて事実上の微細なセグメント区分を行
えるため、顧客流失のリスクも低減できます。
一方で、社会的責任において自社の期待に沿わない不快
な行動を示す人々など、顧客として避けるべき人々を指し
示す優れた指標にもなります。
マーケティング部門にとって貴重なオープンデータの適用
方法としては、このほかインターネット上での自社の評判
のモニタリングがあります。これにより自社の顧客、潜在顧
客、市場での受け止め方の理解が進み、顧客の獲得やつ
なぎ止めを目指してマーケティング戦略を改善していくこと
が可能です。
一例を挙げると、保険会社は政府が提供している犯罪デー
タ等のオープンデータを有効活用すれば、市場をもっと緻
密に分析してリスク評価プロセスに役立てられるため、料
金設定の弾力性が高まります。気象データも天候のために
損失が生じた商品と関連付けるため、テレマティクスだけで
なく不正防止の点において保険会社にとって貴重です。
サービスの申し込みにおいてもオープンデータを使えば、
オートコンプリート機能のために申し込みに要する手間が効
果的に省けます。さらに、ソーシャルメディアのフロントエンド
の変更をモニタリングすれば顧客プロフィールも自動的に
更新できます。
オープンデータの最大の強みは、拡大すればするほど強
力になるということです。実際のところ、様々なソースを再
利用し、組み合わせれば画期的なサービスと製品が生ま
れます。限界があるとすれば、それは自由に使えるデータ
の利用法をどれだけ考案できるかという企業側の限界でし
かありません。

オープンデータには非常に高い価値があります。情報へ
のアクセスを容易にするだけでなく、一貫性を高めることで
データの価値を高める基準の構築を促すため、相互運用
性とアグリゲーションが促進されます。証券取引委員会
（SEC）等の規制当局からの要求を受け、銀行や保険会社
は積極的にオープンデータの開発に参画しています。SEC
はバーゼルIIIとソルベンシーIIで必要な財務諸表データを
体系立ったXBRL（機械可読で拡張可能な事業報告言語）
形式で報告するよう義務付けています。この形式によって
分析が容易になり、一般利用者、投資家、規制当局にとっ
ての価値が高まります。この種の規制は制約というより、
好機ととらえるべきです。XBRLのおかげで企業は報告プ
ロセスを容易にする基準を利用することができるため、コ
スト削減にもつながりますが、それだけではありません。市
場をよりグローバルでとらえることができるほか、こうした
公開情報に基づいて競合企業をベンチマークすることもで
きます。XBRLフォーマットやオープンデータへの動きを総
じていち早く取り入れたのが英国です。今日、XBRLフォー
マットを使って財務諸表と税務申告書を提出している英国
企業は約190万社に上ります1。英国でXBRLの採用が進
んだのは、iXBRL（インラインXBRL）のおかげです。これ
はXBRLの手法を人間の目で読めるようにしたもので、高
度なタクソノミ―を使ってタグ付けをすることによりXBRL
フォーマットの報告書を作成するというものです。企業はこ
れにより、XBRLを自社ツールに組み込むために自社独自
の拡張機能を開発することなく、iXBRLを使用してわかり
やすい形で財務諸表を作成できます。
オープンデータと顧客データの共有自動化が金融サービ
ス業界を変えようとしています。これにより、従来は参入障
壁が非常に高かった市場で、スタートアップ企業が大手リ
テールバンクや保険会社と競争できる門戸が開放されるこ
とになります。しかしながら、競争だけではありません。ス
タートアップ企業には大手プレーヤーに多くのものをもたら
し、連携によって新しい事業機会の動因となります。
オープンデータには大きなポテンシャルがあり、現在見え
ているのは氷山の一角でしかありません。あらゆる手段を
使って創出できる潜在的な価値を評価するため、専門的
な研究が多数行われています。

次のレベルに引き上げる
私たちは、人々が個人情報に関して懸念し、不安を覚え
る時代に入っていると理解することが重要です。このよう
な状況において、企業の透明性は企業イメージの点から
は資産となり、MiDataへの流れが生じています。MiData
はオープンデータの領域に属しているわけではありません
が、非常に近い考え方を取っています。MiDataの背後に
ある考えは、企業によって集められた個人データのうち、
自分自身のデータにユーザーがアクセスできるようにす
るというものです。そうすることによってどのようなデータ
が収集されるかをユーザーが明確に把握できるため、企
業はデータを金儲けに利用しようとしているだけだと考え
る傾向が抑制され、信頼感が醸成されます。
企業はこの種のデータの活用によって得られる可能性を
最大限に高めようとし始めています。しかしながら、それ
は最初の一歩にすぎません。企業に共通する問題は自社
データの公開に関するジレンマです。
前述した通り、規制当局は企業に対して一定の自社デー
タの公開を強く求めています。しかしながら、法的な側面を
除き、そうすることの便益にはどのようなものがあるでしょう
か。多くの企業は自社データの公開に対して消極的で、
それには確かな根拠があります。最も一般的なのは競争
優位に関するもので、自社のデータから競合企業が収益
をあげるのではないかという懸念があるからです。また、
データの価値は大きく、企業はそれを認識しています。デー
タの販売で利益を得る企業が多数に上るため、データを
公開するようになれば当初は収益が減ります。しかしなが
ら、英国のオープンデータの例を見れば、データの公開に
よって基準が構築され、データの相互運用性とアグリゲー
ションが促されることがわかります。これは法的利用だけ
でなく、パートナーやサプライヤーと連携する際にも当て
はまります。

企業はこの種のデータの活用によって
得られる可能性を最大限に高めようと
し始めています。しかしながら、それは
最初の一歩にすぎません。企業に共通
する問題は自社データの公開に関す
るジレンマです

1 https://www.xbrl.org/recipe-for-xbrl-success-in-the-uk/
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企業が今日認識すべきなのは、人々の考え方が変わりつ
つあり、市場もまた同様であるということです。データには
本来価値がありますが、現在最も重要なのは企業が手元
にあるデータからその価値をどのように引き出すかです。こ
の傾向はイノベーションによって牽引されており、関連デー
タの抽出と集約によって価値の高いサービスの構築に向
かっています。
オープンデータの世界に足を踏み入れようとしている企業
の多くは、自社データのほんの一部やサンプルを公表し始
めています。また、より詳細なデータにアクセスする第三者
に料金を課すフリーミアムモデルが出現しつつあります。
また、オープンデータではデータ・アズ・ア・サービス・モデ
ルも人気を集めており、オープンデータセットに加えて分析
や質の高いサービスが販売されています。
データを公表する企業が得られるベネフィットの1つは、コ
ミュニティを巻き込めるという点です。事実、企業は様々な
プロジェクトを検討するかもしれませんが、時間と経営資
源を投入できるのはそのうちの一部のみです。オープンド
メインへのデータ公表は、コミュニティを促してクラウドソー
シングを牽引するための戦略的な動きとなり得ます。企業
として、所有するデータで何ができるかについて大きなビ
ジョンがあるかもしれませんが、予算と経営資源を投じられ
るのはそのうち一部のプロジェクトのみです。コミュニティに
よって開発されたプロジェクトは既存のサービスにプラスア
ルファの価値を付加できますが、加えて、公表されたデータ
の質と構造に対してフィードバックを得られるチャンスでも
あります。さらに、クラウドソーシングやオープンデータコン
ペティションは、企業のチームにとって資産となりうる人材
を確保するための好機でもあります。最後に、企業が提供
する様々なサービスへのアクセス方法が増えるため、企業
の知名度を高め、製品を拡充するうえでも役に立ちます。
オープンデータに備える
前述した通りデータは様々なソースからもたらされるため、
品質の水準には大きなばらつきがあります。
従って、こうした新しいデータソースからベネフィットを得られ
るのは一定の成熟度を備えた金融サービス企業だけです。
実際のところ、費用対効果を確保するために優れたデータ
管理フレームワークがすでに整備されていなければなりま
せん。一般には、データに関連する問題点を避けるため、
利用する前にオープンデータから得られたデータをモニタ
リングする必要があります。さらに、生産のために業務プロ
セスに取り込む前には、データサイエンティスト等の適切な
人材がデータ統合プロジェクトを実施するべきです。
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オープンデータの分析や社内データとのコリレーションは
一筋縄ではいきません。専門の人材が必要なばかりか、
デジタルインフラや演算能力など物理的なリソースも必要
です。データプロバイダーはそれぞれ独自の標準データ
フォーマットを持っているため、社内システムに取り込む際
にはデータの変換が必要です。オープンデータを利用する
場合には、企業は常に以下の点を考慮すべきです。
• アグリゲーション
• 標準化
• クリーンアップ
• 品質管理
• 真正性の検証
• 使用条件の検証
以上の要素はすべて意思決定プロセスに組み込むべきで
す。それはオープンデータの生成においても同様です。事
実、質の低いデータや不適切なデータを公表すれば企業
の評判を著しく損なうことにもなりかねません。
技術的な課題に加え、オープンデータの利用は法規の面
でも複雑なタスクになり得ます。各国政府は以前オープン
データを推進していましたが、規制の枠組みが複雑で、
個々の機関は大抵の場合、データセットの提供に関して自
身のポリシーやライセンスを設定しています。
主な懸念材料はデータの保護とプライバシーの尊重です。
中には他の国と比べて寛容な国もありますが、EU理事会
はデータ保護法に関して協議を重ねており、データの収集
と分析に関する制限を明確化しようとしています。EU法の
下では、厳しい条件を満たし、正当な目的がない限り、個
人データを合法的に収集することはできません。EU法で
は、企業が収集し管理する個人情報には保護が義務付け
られ、データ本人の権利を尊重することが求められていま
す。これはまだ完全には統一されてはいませんが、EU指
令はこの方向に向かっています。従って、欧州域内でデー
タが悪用された場合には、苦情を申し立て、損害賠償を求
める権利をユーザーが有しています。

結論
オープンデータは好機であると同時に課題でもあります。これはスタートアップ企業や小規模企業だけに関わる
話ではなく、金融業界を含めあらゆるセクターが影響を受けています。オープンデータがもたらす課題は簡単に
は解決できませんが、金融業界はおそらくすでにその懸念材料の多くを熟知しているはずです。
オープンデータのエコシステムへの関与の度合いは以下に基づいて評価されます。
1. オープンデータとは何か知らない
2. オープンデータについて知っている
3. オープンデータのポテンシャルを認識している
4. オープンデータのポテンシャルを活用するプロジェクトの計画がある
5. オープンデータと自社データのコリレーションを実行する知識がある
6. すでにオープンデータを一部製品に使用している
7. 自社データの一部をオープンデータのスペースに公開している
現時点において金融業界は上記の指標のうちどこに位置しているでしょうか。現在地点を評価するとともに、オー
プンデータを使いこなし、オープンデータがもたらすことのできるパワーを最大限活用する目的を決定すること
が必要です。

出典：:
http://www2.datainnovation.org/2015-data-innovation-agenda.pdf
http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/15/eu-privacy-laws-data-regulations
http://gijn.org/2015/03/03/putting-the-open-in-open-data-creating-a-global-standard/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
http://www.nemode.ac.uk/wp-content/uploads/2013/11/Bonina-Opendata-Report-FINAL.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/deloitte-analytics/open-data-driving-growth-ingenuity-and-innovation.pdf
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データバリューチェーンに
対するBCBS諸原則の
具体的影響
ジャン＝ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・アプリケーション
デロイト

ジャン＝フェリペ・ぺティ
（Jean-Philippe Peters）
パートナー
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

BCBS239 に 定め ら れ た 規 制 を 適 用 す れ ば 、 銀 行 の
データ管理に直接的な影響が及びます。実際、BCBS
239に定められたすべての原則は、最適化され文書化さ
れた透明なデータ活用に基づくリスク評価へと銀行を促
すことを目指しています。銀行は複数の課題に取り組ま
なければなりませんが、適切な技術コンポーネントを選
定し、組織設計を行えば、大きな問題もなく対処すること
が可能です。
背景情報
バーゼル銀行監督委員会は2013年1月、「実効的なリス
クデータ集計とリスク報告に関する諸原則」（BCBS239）
を公表しました。この規制フレームワークの狙いは、リスク
の算定、ひいては所要自己資本の定義に使用するデータ
の質を適切な水準に維持することにあります。さらに長期
的には、対象銀行すべてにおいて意思決定プロセスの改
善と稚拙なリスク管理に起因する損失の低減も目指して
います。つまり上記の原則を遵守しない場合、銀行が積ん
だ引当金に対する規制当局の信頼が脅かされる結果、追
加資本の要求を招きかねません。

現段階ではこの規制の対象となるのはグローバルなシス
テム上重要な銀行（G-SIB）と国内のシステム上重要な銀
行（D-SIB）ですが、適用期限については異なる期間（GSIBは1月1日から、D-SIBは指定から3年後）が設定され
ています。このように、G-SIBとD-SIBでは適用時期が異
なりますが、SIBは期限を守るために自行のプロジェクト
ポートフォリオに優先順位をつけ、効率的に編成していか
なければなりません。
BCBS239の諸原則は、データ管理とITインフラを改善す
る好機です。情報システムに適切な投資を行えば、デー
タ品質やプロセスの最適化、意思決定プロセスの改善
等、組織全体にベネフィットが行き渡ります。
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BCBS239の要求事項とは？

データの品質管理ではデータの
信頼性を評価し、リスク評価を目
的とした場合にデータの品質水準
が十分高いものであることを実証
しなければならない

BCBS239の要求事項がデータのバリューチェーンに及ぼす
影響
データの一般的なバリューチェーンは、次の4つの主要ステッ
プが連続したものととらえることができます。
1. データの収集：これにより、リスクの算定に使用される必
要な情報をすべて集約できる。銀行の各部門に固有の
アプリケーションと関連するため、データソースの種類が
複数になる場合がある。
2. データの品質管理：データの信頼性を評価し、リスク評価
を目的とした場合にデータの品質水準が十分高いもので
あることを実証しなければならない。
3. データの集計：オーナーによるデータの収集、クレンジン
グ、検証が行われた段階で、データの集計を行うことが
できる。このステップは、市場の変化や新しい潜在的なリ
スクドライバーに迅速に対応するために十分な柔軟性が
要求され、特に注意を要する。
4. 報告：この段階では、ストレス時において経営陣または
規制当局からのいかなる問い合わせに対しても銀行が
極めて迅速に回答できるよう、厳格な制約条件を考慮に
入れなければならない。
次の図は、典型的なデータのバリューチェーンの各段階にお
ける、BCBS239の諸原則の要求事項を抜粋して図示したも
のです。

1

データの収集

原則 3：正確性と統合性
37：必須条件として、銀行は用いる
概念の「辞書」を整備し、組織全体
においてデータが一貫性をもって
定義すべきである
原則 5：適時性
45 ： バーゼル委員会は、異なる種
類のデータが異なるタイミングで必
要になることを認識している

2

データの品質
管理

原則 3：正確性と統合性
38：自動システムと手動システムの
間で適切にバランスを取るべきで
ある
40 ： 監督当局は、銀行がデータの
正確性を測定し、モニターすること
を期待する

3

データの集計

原則 1：ガバナンス
30：銀行の上級幹部は、完全なリス
クデータの集計を妨げる、範囲に関
する限界を十分認識し、理解すべき
である

4

報告

原則 6：適合性
49：適合性には、ユーザーのニーズ
に応じてデータをカスタマイズする
能力（ダッシュボード、要約、アノマ
リー等）、必要に応じたドリルダウン
機能および迅速に要約報告書を作
成する機能が含まれる

原則 3：正確性と統合性
35：銀行はリスクデータの優れた集
原則 4：完全性
計能力を確立・維持し、リスク管理 原則 8:包括性
43 ： 監督当局は、銀行が不備のな 報告書が信頼できる形でリスクを反 57： リスク管理報告書には、すべて
いリスクデータを集計するとともに、 映するようにすべきである
の主要リスク分野およびかかるリス
リスクデータの完全性を測定・モニ
ク分野の主要要素すべてにおける
原則 5: 適時性
ターすることを期待する
エクスポージャーとポジション情報を
44：銀行のリスクデータの集計能力 網羅すべきである
により、リスク情報の集計を適時に 58 ： 報告書では、新たに生じたリス
生成できるようにすべきである
クの集中を明確にし、上限およびリ
スク選好度／許容度に関する情報
原則 6：適合性
を提供するとともに、適宜、推奨され
48：銀行のリスクデータの集計能力 る対応を提案すべきである
はいかなるデータ要請にも対応でき 60：監督当局は、取締役会および上
るよう、柔軟性と適合性を備えてい 級幹部へのリスク管理報告書にお
なければならない
いてリスクの将来的な評価が記載さ
50：監督当局は、銀行が要請された れていることを期待する
シナリオに基づくデータ一式または
経済事象に起因するデータ一式を 原則 9：明瞭性と有益性
62：バランスのとれた報告書（リスク
生成できることを期待する
データ、分析、解釈）

銀行はリスクデータの優れた
集計能力を確立・維持し、リス
ク管理報告書が信頼できる形
でリスクを反映するようにすべ
きである
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データガバナンスの側面は銀行の組織構造に対して多
大な影響を及ぼすことが考えられるため、過小評価す
べきではない
このマッピングにより、要求事項を満たすために検討すべ
き4つの主要分野が影響を受ける分野として浮き彫りにな
ります。
1. データ品質技術
データ品質管理の技術面は堅牢でなければならない
が、正確性と適合性の原則を満たせるように柔軟でな
ければならない
2. レポーティング技術
レポーティング技術は優れた視覚的効果、考察および
セルフサービス機能を網羅し、明瞭性と適合性の原則
を満たさなければならない
3. ITガバナンス
BCBSは、エンドユーザーに新しいレポートを提供するま
での期間を短縮するために、リリース周期にもっと機動
性を持たせるよう求めているため、ITガバナンス、とりわ
けリリース管理には多大な影響が及ぶ可能性がある
4. データガバナンス
銀行のほとんどはすでにデータガバナンスの面につい
て検討しているが、銀行の組織構造に対して多大な影
響を及ぼすことが考えられるため、過小評価すべきで
はない
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銀行は、要求事項をいかに充足できるか？
前述した通り、銀行はBCBS239の要求事項を満たす
ため、データ自体はもちろんのこと、ガバナンスやプロ
セス、技術面にも取り組んでいかなければなりません。
データ品質技術
データ品質技術を導入する際に行うアーキテクチャの
選択については、これによって多大なコストが繰り返し
発生することにもなるため、慎重に検討しなければなり
ません。ソルベンシーIIにおいては、多くの保険会社
が、導入時に多額の投資が必要となるものの、多数の
統制が実施されるため、標準化したアプローチが投資
利益率で優れていることを実感しました。この標準化し
たアプローチは具体的には、異なるデータセットの特殊
性に対応するために標準化された一連の制御をパラメー
タ化したものに基づいています。言い換えれば、プロジェ
クトチームは各データセットに新しいルールを適用する
のではなく、少数のパラメータのみを定義するのです。
この手法により、導入コストのみならず、繰り返し生じる
コストも大幅に削減されます。さらに、品質管理に対し
ては、格段に体系化された手法が実現できます。
市場では以上の機能を網羅した市販パッケージが多い
ものの、銀行が自行のITランドスケープ（往々にして複
雑で異種のシステムが混在）に適したソリューションを
見出せる可能性は非常に低くなっています。このため、
ソルベンシーIIにおける保険会社と同様、多くの銀行は
コストと統合、有効性の間で最適のバランスを取るた
め、自行独自のデータ品質ITコンポーネントを配置する
と予想されます。この新しいコンポーネントは一般に、
現行のデータアーキテクチャに依りますが、データレイ
ク、データウェアハウスまたはリスクデータマートの入り
口に配置されます。

報告技術
多くの組織が様々な部署で報告ツールと視覚化ツールを
活用していますが、こうしたツールを一元的に管理し、
BCBSの要求事項に対応可能かどうかを評価できる組織
はほんの一握りです。従って最初の課題は現状の理解を
共有し、新しい報告ツールを選定する必要性があるかどう
かを明らかにすることです。
ツール選定自体では、報告およびアナリティクスのITパッ
ケージ市場を分析し、多数のソリューションが提供されて
いることを確認しましたが、残念ながら、「万能」のソリュー
ションを見出すことはできませんでした。適合性と正確性
の原則の両方に対応するため、銀行は自社の報告状況
を評価し、しばしば新しい報告コンポーネントの追加を検
討しなければなりません。期限や実施すべき分析プロセ
ス、ツールの取得プロセスを考慮すると、こうした取り組み
には可及的速やかに着手すべきです。
ITガバナンス
柔軟性の要件を満たすには、2速開発モデルの採用が考
えられます。大半の組織は今日、リリーススケジュールに
従い、将来に柔軟性が制約されることを未然に防いでい
ます。この課題に対処するため、IT組織は一部のコンポー
ネントを今まで以上に迅速なリリース周期管理プロセスへ
と移行することを検討しなければなりません。
データガバナンス
BCBSの要求事項に応えるため、各組織は次第にデータ
駆動型にならなければなりません。エンドツーエンドのデー
タフローをサポートするために厳格なデータガバナンスが
必要であり、銀行内の各事業部門に取り込まなくてはなり
ません。すなわち、データ管理プロセスとともにデータの
所有権とスチュワードシップを明確に定め、合意を形成
し、組織内で周知する必要があります。

銀行の進捗状況は？
バーゼル委員会は「実効的なリスクデータ集計とリスク報告
に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」（BCBS268）
と題した進捗状況報告書を発表しています。これは最大手
行と監督当局が自己評価方式で調査に答えたもので、特に

「多くの銀行がデータ集計に関わる優れたガバナンス、アー
キテクチャ、プロセスの確立に苦戦して」おり、「広範囲にわ
たる手作業で急場をしのぐ対処策」に頼っていることが浮き
彫りになりました。銀行はこうした弱点に対処するため、「自
行のリスクITシステムおよびガバナンス体制を大幅にアップ
グレード」しなければなりません。

結論
BCBS239規則の適用は、銀行のデータ管理に直
接的かつ多大な影響を与えます。こうした課題に対
応するため、銀行はデータの品質を管理すべく一般
的なコンポーネントの採用を検討するとともに、自
社の報告ツールについても適切に検討しなければ
なりません。さらに、データガバナンスやリリース管
理に対して新しい手法を採り入れなければ、適用
を成功させることはできません。こうした主要な課
題にはより幅広い視点を持って対処すべきです。
例えば、エンタープライズデータウェアハウスを使
用して、報告に関して全社的なベネフィットを獲得
し、規制上の制約から有効なビジネスケースを導き
出さなければなりません。
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クラウド型人事
ソリューション

バジル・ゾンマーフェルト
（Basil Sommerfeld）
パートナー
オペレーションエクセレンス
＆ヒューマンキャピタル
デロイト

エルベクリ・アブデラ
（Elbekry Abdellah）
マネジャー
オペレーションエクセレンス
＆ヒューマンキャピタル
デロイト

ローラ・ミハエラ・エネ
（Laura Mihaela Ene）
シニア・コンサルタント
オペレーションエクセレンス
＆ヒューマンキャピタル
デロイト

自社の人事部門が競争優位の要因であり、戦略実現のカギであると認識
する企業が増えています。人事部門が企業目標の達成支援において戦略
的な役割を果たすため、人事のスペシャリストには、使いやすさと柔軟性、
最高の機能性と高度な技術へのアクセスを組み合わせたITソリューション
が必要です。これまではオンサイトソリューションを使用しても、こうした組
み合わせはなかなか得られませんでした。今日ではクラウド技術、とりわけ
ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）方式のデリバリーがイノベーション
や柔軟性、コスト効率をもたらし、人事部門が戦略的な新しい役割を果た
すことが可能になっています。
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顧客は自社の具体的なビジネス要件に合
わせてソリューションを構成できますが、
同じアプリケーション、同じデータベースを
他の全顧客と共有することになります
ソフトウェア・アズ・ア・サービスは、クラウドプロバイダー
がホスティングするアプリケーションをサブスクリプション
方式で利用するサービスです。顧客は自社の具体的なビ
ジネス要件に合わせてソリューションを構成できますが、
同じアプリケーション、同じデータベースを他の全顧客と
共有することになります。このデリバリー方式はユーザー
体験、柔軟性、イノベーションといった様々なベネフィットを
提供しますが、データプライバシーやコンプライアンス等
のリスクや課題ももたらします。本稿では、SaaSの導入プ
ログラムを成功に導くために有益な情報を人事とITの担
当幹部に提供することを目指しています。
SaaSソリューションの主なベネフィット
SaaSアプリケーションはマルチテナント、仮想化、ウェブ
サービス等の最新の技術進化の利点を享受しており、人
事のレガシーソリューションに代わる合理的な選択肢になっ
ています。主なベネフィットには、以下があります。
• ユーザー体験の向上：従来型のオンサイトソリューション
と比較した場合、SaaSソリューションが有する主なベネ
フィットの1つは非常にユーザーフレンドリーであるとい
う点です。ユーザー体験が著しく向上し、細かな機能で
レガシーシステムより使いやすくなっています。

• イノベーションの増加：SaaSプロバイダーは、主として
規制の変更や新機能に関連する新しい特徴の更新を
頻繁に提案し、人事上や従業員の新しい要求事項に対
応しています。こうしたイノベーションの迅速化は、サー
ビス指向アーキテクチャ等の高度な開発手法、顧客の
フィードバックや要請に基づく絶え間ない改善によって
可能になりました。
• 戦略へのフォーカス：ITの運用コストとメンテナンスコス
トの削減は、社内のIT部門の役割がサポート機能から
戦略的かつイノベーティブな役割へと変わることも示唆
します。IT部門は単に技術的支援や専門性を提供する
のではなく、サービス提供者、真のビジネスパートナー
となり、コンサルティングによる助言と柔軟なITソリュー
ションの提供によって今まで以上に大きな付加価値を
提供することになります。
• コスト削減：複数のユーザーが同じSaaSソリューション
を使用しているため、サーバーの稼働率やソフトウェア
とハードウェアのメンテナンスコストにおいて重要な規
模の経済が成立します。管理が容易であることもSaaS
ソリューションのコスト競争力を高めています。

• 柔軟性の向上：SaaSソリューションは、管理が容易な
システムです。顧客は特別な専門知識がなくとも、ソ
リューションの重要な部分を構成し、保守できます。
SaaSプロバイダーがハードウェアとソフトウェアの更新
を行い、社内のIT部門の負担を大幅に軽減しています。
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顧客は、自社のニーズに合致し、ベネフィッ
トを最大限に高めるとともに、セキュリティ
上および統合上のリスクを低減する適切な
ソリューションを選択するに当たり重大な課
題に直面しています
122

リスクと課題

適切なSaaSを選定する

SaaSには多くのベネフィットがあるものの、複数のリスクと
課題もあり、クラウドへと移行する前にこれらに対処しなけ
ればなりません。リスクを詳細に分析し、強力なリスク低減
計画を策定すれば、クラウドへの移行が滞りなく進むでしょ
う。SaaSの主なリスクと課題は以下の通りです。

人事向けのSaaS市場は急速に拡大しています。顧客は、
自社のニーズに合致しベネフィットを最大限に高めるととも
に、セキュリティ上および統合上のリスクを低減する適切な
ソリューションを選択するに当たり重大な課題に直面してい
ます。選定プロセスの形式を明確化し、主な関係部署も関
与しなければなりません。選択基準には機能カバレッジや
コスト面だけでなく、柔軟性やパフォーマンス要件、サポート
水準も含めるべきです。

• データプライバシー：機密性の高い企業データやビジネ
スプロセスが外部の共有データベースにホスティングさ
れる場合、IDおよびアクセス管理といった課題に対処す
る必要があります。データ保護はSaaSベンダーの中核
事業であり、データセキュリティの手続や技術に多大な投
資が行われています
• コンプライアンス：ビジネスデータがサービスプロバイダー
のデータセンターに保存される場合、プロバイダーがデー
タ保護に関する政府の関連規制を遵守していることを確
認しなければなりません。SaaSの大手プロバイダーは自
国の規制を遵守し、ローカライズしたソリューションを提
供しています
• システムパフォーマンス：リモートのデータセンターにホス
ティングされたブラウザベースのアプリケーションにインター
ネット接続を通じてアクセスする方式では、オンサイトでソ
フトウェアをホスティングした場合と比べてパフォーマンス
の問題が生じる可能性が高くなります。SaaSのプロバイ
ダーがレスポンスタイムを高めるために仮想化技術を使っ
て高性能のサーバーに投資を行っているとしても、パフォー
マンスを慎重に評価する必要があることに変わりはあり
ません
• 可逆性とデータの移動性：顧客がクラウドサービスプロバ
イダーを変えなければならない場合、データや導入済み
のビジネスプロセスはどうなるでしょうか。SaaSプロバイ
ダーの変更を決定した場合には、顧客がデータの所有権
を確実に維持できるようにしなければなりません

• 正式なSaaSプロバイダー選定プロセスを実行する：ロー
ドマップや機能カバレッジ、財務記録、サポートレベル、パ
フォーマンス、システムセキュリティ、コストといった複数
の選択基準から、SaaSプロバイダーを評価することが重
要です。人事やIT、法務、購買等の社内の複数のサービ
ス部門が関与する必要があります
• 現行システムとの統合オプションを評価する：SaaSの人事
ソリューションは、給与・給付システム、財務システム等、
社内およびサードパーティーの多数のアプリケーションに
接続する必要があります。顧客はベンダーがサポートし
たネイティブ統合や、カスタム統合に利用できるツールを
理解しなければなりません。現在のIT環境に基づいて最
善の展開手法を明確化するべきです
• ソリューションの柔軟性を評価する：SaaSプロバイダー
は、従来型のオンサイトソリューションとの主な差別化要
因としてソリューションが容易に適応できると主張し、より
高い柔軟性を人事スペシャリストに提供すると約束してい
ます。顧客はシステムのデモンストレーションを要請して、
ニーズの変化に対応するためにソリューションがどの程
度容易に適応できるかを確認するべきです
• 必要とするパフォーマンスに対応できることを確認する：
SaaS ITインフラはベンダーの敷地内に位置し、アクセス
をインターネットに頼るため、顧客はパフォーマンスの問題
に直面する可能性もあります。SaaSプロバイダーと設定し
たサービスレベル合意書には、必要とするパフォーマンス
も盛り込むべきです
• 顧客サポートの水準を評価する：SaaSプロバイダーは、
エンドユーザーがソリューションの利用に際して問題に直
面した場合、技術サポートを提供します。迅速で信頼でき
る効率的な顧客サポートは、ソリューションの採用に対し
てユーザーを動機付ける重要な鍵となります
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SaaSソリューションがどのようなベネフィット
をもたらすにせよ、顧客は自社にとってクラ
ウドが適切な選択であるかどうかをまず確
認すべきです
SaaSの導入に際しての主な検討事項
SaaSの導入プロジェクトを成功させるため、顧客は具体
的な取り組みを検討し、新しいSaaSソリューションによっ
てもたらされる組織的、機能的、技術的な変化に自社が
対応できるように支援しなければなりません。顧客が実施
すべき取り組みは以下の通りです。
• 自社の準備状況を評価する：SaaSを導入する前に、
企業はSaaS導入でビジネス上何を目指すかを明確に
示し、変化に対する自社の準備状況を評価しなければ
なりません。準備状況を評価すれば、導入の成功を妨
げる可能性があるビジネス、技術、運用、企業文化上
の課題を識別できます
• 人事業務プロセスとコアデータを準備する：SaaSの導
入には、包括的な人事業務プロセスとポリシーの設計
が必要になる場合があります。ソリューションのカスタ
マイズが限られるため、企業は自社の人材管理プロセ
スを再設計し、すでに時代遅れになっている可能性が
ある現行のカスタムシステムを排除しなければなりま
せん。企業は自社の人材管理プロセスやポリシーを進ん
で進化させる必要があるだけでなく、SaaSを導入する
前に予め職務記述書やコンピテンシーなど、人事にお
ける 中 核 的 な人 材 デ ータを 用 意 しなけれ ば なり ま
せん
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• 変更管理：効果的な変更管理戦略を策定しなければ
なりません。SaaSソリューションがユーザーフレンド
リーであるにもかかわらず、導入プロジェクトの成功
においては変更管理が重要な役割を果たすことに変
わりはありません。 なぜならSaaSの採用に伴い新し
い人事業務プロセスが必ず導入されるからです。ユー
ザーの新しいソリューション採用を支援する取り組み
には、準備状況の評価、ステークホルダー管理、コミュ
ニケーションプラン、トレーニングがあります
• 徹底したテスト計画と実施：SaaSソリューションでは
コンフィギュレーションのみが可能でカスタム開発は
できないものの、設計されたソリューションがビジネス
上および技術上の要求事項に適合するかどうかを確
認するうえでソリューションのテストは不可欠です
• アップグレードの管理プロセスを導入する：SaaSシス
テムは安定的でアップグレード可能、かつメンテナン
ス可能です。しかしながら、硬直性が問題になる顧客
も一部にいるかもしれません。必要となる新機能を備
えるため、顧客がこの点をSaaSプロバイダーに強調
すれば、プロバイダーは次期リリースに取り込むかど
うかを決定できます。こうしたソフトウェアのアップグ
レードは年に数回、一般的には四半期ごとに行われ
ます。これはエキサイティングな体験であると同時に
圧倒されるような体験にもなり得ます。新しい特徴や
機能は消化不良になるほど速やかに提供されます。
企業のタイプに応じて、これが付加価値になる場合も
あれば、逆に支障となる場合もあります

結論
SaaS市場は急拡大しています。この傾向を牽引しているのは主として柔軟性、
イノベーション、ユーザー体験、統合、機能カバレッジ、迅速な展開およびコスト
削減です。SaaSソリューションがどのようなベネフィットをもたらすにせよ、顧客
は自社にとってクラウドが適切な選択であるかどうかをまず確認すべきです。
企業はそれぞれ異なり、唯一無二の導入戦略というものはありません。顧客
はまず、自社にクラウドを採用する準備が整っているかどうかを評価するとこ
ろから着手すべきです。
SaaSプロバイダーの選定プロセスと導入プロジェクトに着手する前に、 顧客
はまず人事業務のプロセスを定義し、職務記述書やコンピテンシーの一覧等
の中核的な人材データを準備しなければなりません。
適切なSaaSプロバイダーの選定は、導入プロジェクトを成功させるために重
要です。選定プロセスでコストが依然として重要な判断基準であったとしても、
それだけが決定要因ではありません。データプライバシー、ベンダーの長期戦
略、サービスレベル、パフォーマンス、柔軟性、機能カバレッジも検討すべき重
要な基準です。
SaaSの導入手法は、従来の導入手法とは異なります。顧客は、2つの手法の
主な違いを理解しなければなりません。SaaSプロバイダーは多くの場合、顧
客が構成段階においてソリューションを頻繁にレビューする反復手法を提案し
ます。
最後に、顧客は変更管理手法を定義し、実施しなければなりません。これによっ
てエンドユーザーのSaaSソリューション採用を促し、期待される成果を実現で
きるのです。
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