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はじめに
皆様へ、 

近年、⾦融業界におけるテクノロジーの導⼊は⽬覚ましく加速しています。⼀⽅で同時に、新たな、時には⾒えないシス
テミックリスクに関する懸念も⾼まっています。このシステミックリスクは、デジタルイノベーションの価値を最⼤限に引き出
すうえで必ず理解され、対処されるべきものです。 

世界経済フォーラム（以下「WEF」と記載）とデロイトは、テクノロジーがどのように⾦融システムのリスクを増⼤させ、その
⼀⽅で低減もさせるのかについて説明するため、⾦融業界におけるテクノロジー活⽤の進展とシステミックリスクの関係の
分析に着⼿しました。 

7回のワークショップと、⾦融業界およびテクノロジー業界における主要企業の150名以上の専⾨家へのインタビューに加
え、50名以上の⽅からサーベイへの回答をいただきました。これらの調査結果には、⾦融機関のリーダー、⾦融・⾮⾦融
の分野におけるテクノロジー企業、規制当局、政策当局、⾮政府組織、学術機関の⾒解が反映されています。 

最新のレポート「氷⼭の⼀⾓：テクノロジーがもたらすシステミックリスクとイノベーションの役割（Beneath the surface:

Technology-driven systemic risks and the continued need for innovation）」では、約1年に亘る調査・分析結果を詳
細に整理しています。本レポートでは、以下の3点に着⽬しその要点を簡潔に記載しました。 

• ⾦融業界におけるテクノロジー活⽤の進展がもたらす短期的あるいは⻑期的な潜在的リスクを特定する 

• 特定されたリスクを分解したうえで、テクノロジーがより普及した場合に⽣じ得るシナリオと、それによる⾦融システム
への影響を探る 

• 妥当と考えられるリスク低減戦略と、イノベーションやテクノロジー⾃体がリスク低減にどのように貢献できるかを探
求する 

今回の分析は、WEFのテクノロジー、イノベーション、システミックリスクに関するイニシアティブの⼀部で、⾦融業界におけ
るAIと新興テクノロジーの将来像に焦点を当てた昨年のレポートに基づいたものです。規制当局、政策当局、業界のリ
ーダーといった様々な役割を担う皆さまからの、⾦融業界におけるエコシステムの⽔⾯下に潜むテクノロジー活⽤の進展
により蓄積されるリスクに関するご意⾒をお待ちしております。 

Bob Contri 

Financial Services Industry Leader, Deloitte Global 

Rob Galaski 

Vice-Chair and Managing Partner, Financial Services, Deloitte Canada 
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要点
この研究では、6つの重要な「⾦融業界におけるシステミックリスクの発⽣・増幅と低減にかかわるテクノロジーの役
割」についての知⾒が得られました。

 規制を受けない、或いは部分的にしか規制され
ない⾦融サービスが、システミックリスクに⼤きく寄
与している
例えば⼤⼿テクノロジー企業は、規制が部分的に
しか適⽤されないまま、短い期間で⼤規模な⾦
融情報流通機能を構築することができます。分
散型ファイナンスモデルは、規制の枠外で継続的
に運⽤され、⾦融安定性、消費者保護、市場の
秩序にリスクをもたらしかねません。 

企業のシステミックな重要性は、現在は資産規
模に基づき判断されるが、ネットワーク規模の⽅
が重要になりつつある 

資産規模とネットワーク規模はいずれも、当該事
業体の破綻が⾦融システム全体を不安定にする
危険性を⽰す指標であり、それぞれの観点での
区分は重要です。ただし、資産規模については厳
格な⾃⼰資本規制や当局による監視がある⼀
⽅、⾮⾦融事業者に対しては直接的な規制を
⽋いています。

新たな相互連携が⼆者間に閉じたものであるこ
とはほとんどない
テクノロジーは、事業体同⼠の相互連携の築き
⽅を変えました。サービス提供者間の接続数が増
えるにつれ、事業者はエコシステム全体におけるリ
スクへの接点を包括的に理解することが必要にな
ります。 

増加する確率的事象を管理するため、将来を⾒
据えたリスクの予防・検知への投資が求められる 

外部からの揺さぶり（サイバー攻撃、気候変動な
ど）の頻度が増す中で、伝統的なリスク管理モ
デルは厳しく試されています。より効果的なデータ
収集技術がなければ、その複合的な影響により、
⾦融事業者、国家、そしてグローバルな⾦融シス
テムに⼤きな悪影響が及ぶ可能性があります。 

⾦融犯罪やサイバー犯罪に対処するためには、
多国間のグローバル連携が⽋かせない
各国政府は、国境を越えて個⼈情報を共有し
犯罪を防⽌するための⼗分な情報共有網や⼀
貫した法規制に苦慮しています。グローバルな⾦
融サービス事業者が共通の課題を解決するため
に連携することで、各国のアプローチにおける⼀貫
性の問題を克服することができます。

システミックリスクへの対処は、リスクに関する⾔
葉の共通化やフレームワークの⼀貫性確保といっ
た基本的なところから始める必要がある
断⽚化された取り組みやサイロ化した情報は、シ
ステミックリスクを防ぐことを難しくしています。加え
てそれらは、リスク管理以外を担当する経営陣が
リスクの低減策を統合・改善・適⽤することも困
難とします。このような根源的な問題は、システミ
ックリスクを低減するためのテクノロジーの導⼊より
前に解決される必要があります。 
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システミックリスクの発⽣源

増幅させる要素

規模 競争アクセシビリティ
規模 相互依存 相互接続 加速

減衰させる要素
監督 透明性 倫理 多様性

信頼 協業 ガバナンス

システミックリスクの
形成
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リスクの発⽣源

構造と構成
⼀部のリスクは、⾦融業界のエコシステムに
おける競争⼒学に由来します。例えば、⾮常
に多くの⾦融機関が余りにも限られたテクノ
ロジーベンダーに依存し、集中リスクが発⽣す
るケースがあります。また、規制当局がイノベー
ションに対応していく中でつぎはぎの規制が
導⼊されたり、新しい事業者・ビジネスモデ
ル・テクノロジーと伝統的な⾦融機関の境界
があいまいになったりします。 

テクノロジーの利活用 

⾦融業界において活⽤される新しいテクノロ
ジーは、リスクを⽣むこともあります。アルゴリ
ズムや⽋陥のあるモデルが、⼊⼒データ・テク
ノロジー⾃体・テクノロジーの操作者に起因し
て、偏った判断や余分なフィードバックループを
⽣み出す可能性があります。またAIモデルや
アルゴリズムが、説明できない、あるいは脈絡の
ない結果をアウトプットする可能性もあります。 

経済と財政
⾦融やマクロ経済の状況が、グローバルな⾦
融システムの安全性と健全性をリスクにさら
す可能性があります。信⽤リスク管理の制約
や、伝統的な⾦融機関が保有してきた資産
の置き換えが進んでいることを考察しなけれ
ばなりません。また、デジタル化された取引や
資産は、市場のボラティリティや叩き売りなど
を招く可能性もあります。 

サイバーとデータ
データの利活⽤も、テクノロジーを利⽤または
保護することと同様、リスクの発⽣源になる
可能性があります。例えば、悪意のある者が
無効のデジタル認証や認可を悪⽤することも
あり得ます。データポータビリティや利⽤チャネ
ルの多様化から⽣じる脆弱性を不正に利⽤
することも考えられます。 

社会と環境
最後に、リスクは⼈間同⼠や⾃然界との相
互作⽤を発⽣源とすることもあります。例え
ば誤った情報の蔓延により、消費者・事業
者・市場の誤った意思決定が広く誘発され
る可能性もあります。また、地政学的な緊張
関係が⾼まった結果、サイバーセキュリティ関
連のトラブル、⾦融犯罪、知的財産の保護
主義などが強まる可能性もあります。

⾦融業界の損失や不確実性の⾼まりを引き
起こすこれらの要因は、システミックリスクの発
⽣につながるおそれがあります。リスクの発⽣
源に注⽬すると、テクノロジーがシステミックリ
スクを発⽣・増幅させる6つの項⽬が繰り返さ
れていることがわかります。以下では、それら
の6つの項⽬についてそれぞれ考察します。

最近の技術進展は、⾦融業界の活動に根
本的な変化をもたらしています。 

例えば、

• デジタルトランスフォーメーションの加速 

• バリューチェーンディスラプションの増加 

• ⾦融活動に対する規制強化 

• ESG（環境、社会、ガバナンス）のプライ
オリティ向上

• データ⺠主化 

• 悪意のある⾏動の増加 

このような背景を踏まえ、⾦融業界では、テ
クノロジーがもたらすシステミックリスクの管理
⽅法を再考する動きが進んでいます。システ
ミックリスクは、⼀つの事業体が単独で解決
できるものではありません。なぜならば、⼀⾒
すると独立して⾒えるリスクが、商品、サービ
ス、システムの複雑な関係性の中で増幅し、
形成されたものであるためです。 

では、それぞれのリスクはどこから生ずるので
しょうか。
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テクノロジーがもたらす
システミックリスク

マクロ経済

地政学

規模 サイバー
システミックリスクの

形成

金融排除の
新たな要因

デジタルにおける
相互依存

新たな影響力

相反する各国の
優先順位

事業者ベース
規制のギャップ

モデルの脆弱性
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リスクテーマ 1 :

デジタルにおける相互依存
概要

⾼度に相互接続されたあらゆる事業者は、経済全体に波及し得る混乱を引き起こす危険
性を孕んでいます。よく知られた事例は2008年のベア・スターンズとリーマン・ブラザーズの破綻
で、その影響は世界的な⾦融危機に発展しました。この破綻は、⾦融システム上重要な⾦
融機関に対する規制強化にもつながりました。 

⾦融業界のテクノロジー企業に対する依存が⾼まっている中でも、デジタルで⾼度に相互接
続された事業者に対してはあまり注意が払われていません。⾦融機関はテクノロジー企業への
アウトソーシングにより⾃社のリスク削減を図れる⼀⽅、他の多くの⾦融機関も同じアウトソー
ス先に集中した場合、結果的にアウトソース先にリスクが蓄積された状態となります。そこに第
⼆、第三、第四のテクノロジー企業との関係が加わった場合、リスクはさらに増幅します。デジ
タルによる接続が集中し複雑になればなるほど、脆弱性や運⽤の混乱といった影響を受け
る、或いは連鎖する可能性を⽣じさせる接点も増えていきます。 

主要なリスク低減策 

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用 

ゼロトラスト認証 
組織のネットワークにアクセスするユーザーやデバイスを
継続的に認証 

複雑なIT環境の中で、セキュリティ侵害を抑制し、迅
速に検知する 

地理情報システム 
IT部⾨が、マッピング技術を活⽤し⾃社のデジタル資
産の所在をリアルタイムに把握 

グローバルな⾦融機関が、侵害を受けた業務やデジタ
ル資産を把握し、事象と地域を結び付けて可視化する 

量⼦鍵配送 
⼆者間での機密情報共有時、暗号鍵に量⼦⼒学を
活⽤

現時点では実⽤化されていないものの、銀⾏間で暗
号鍵交換を⾏う際、セキュリティレイヤーを追加すること
ができる 

ゼロトラスト認証の解説

ゼロトラスト認証は、区分されたシステムと集積された機能を構築し、組織がネットワーク全体に⼀貫したセキュリティポリシーを適⽤する能⼒を提供し
ます。仕組みは以下の通りです。 

最初のファイアウォールを通過した後も、ユーザーは各システム、アプリケーション、データベースへのアクセスに際し追加のセキュリティ対策（例：多要素
認証）を通過する必要があります。 

主要なリスクの発生源

• エコシステムの相互接続性とモジュール化の
進展

• クリティカルな機能を提供する限られたベン
ダーへの集中 

• 複雑性の⾼まるサプライチェーンの不透明性

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

特権アクセス

ユニークキー

ユーザー機器の
アプリケーション

メインネットワーク

〇

〇

〇

〇
データベース

初期アクセス認証



氷⼭の⼀⾓ | テクノロジーが⾦融業界のシステミックリスクにもたらす影響 

9 

リスクテーマ 2 :

モデルの脆弱性
概要

流動性リスク、市場リスク、信⽤リスクをはじめとする各種のリスクを解釈するた
め、各組織はモデルへの依存を強めています。しかし、過去の、または時系列デー
タを⽤いたモデルでは、極端な外的ショックまで想定した結果予測は困難です。
この事実は、モデルのリスク管理やバリデーション保証が⾏われている場合でも同
様です。例えば、⾦融機関が依存していた多くのモデルは⽐較的安定したシナリ
オを前提としており、極端なシナリオはあまり想定していなかったため、COVID-19

危機を適切に説明できなかったのです。

主要なリスク低減策

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用

フェデレーテッド分析
異なる場所に保存されたデータを掛け合わせて分析
し、⾼度なシナリオやインサイトを導出

マネーロンダリング対策などの課題に対し、⾦融機関
全体で安全かつ協調的に知⾒を集める

オープンソースによる災害モデ
リング

より複雑なリスクの全容を掴むため、公的に利⽤可能
な代替データソースを活⽤ 

保険会社と再保険会社が、過去のデータがない事象
も考慮のうえ適切な保険料設定を⾏える 

量⼦ベース のモ ンテカ ルロ
シミュレーション 

従来のコンピューターの計算能⼒の制約を受けず、
複数のシナリオを同時に実⾏

信⽤リスクとポートフォリオリスクの管理部⾨が、顕在
的リスクと潜在的リスクの発⽣確率をより正確に予測
することが可能となる 

オープンソースによる災害モデリングの解説

オープンソースによる災害モデリングは、協調と透明性・⼀貫性の確保を促し、組織がリスク影響度予測についてより確信を持つことを可能にします。
仕組みは以下の通りです。 

主要なリスクの発生源

• アルゴリズムやモデルの⽋陥 

• 機械やモデルによる不可解なアウトプット

• 信⽤リスク管理上の制約 

• ポータビリティに関連する⾮効率なデータ保護 

事業者C

オープンソースのフレームワークでは、モデル設計の際に第三者の専門家の意見を取り入れることができます。 

災害モデル

入力ソースコードA

入力ソースコードB

入力ソースコードC初期開発の
事業者

オープン
ソースコード

改良オープン
ソースコード

事業者A

事業者B
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リスクテーマ 3 :

事業者ベース規制のギャップ
概要

⾦融業界ではノンバンク⾦融機関、分散型ファイナンス、デジタル資産が拡⼤していますが、こ
れらの業務に付随するリスクが既存の規制機能においてどう取り扱われるべきかは明確化され
ていません。

その結果、⾦融システムの安定性、取引の安全性、⼀般的な消費者保護に関連する特有の
課題が⽣じています。現⾏の規制は総じて業務内容よりも事業者に焦点を当てており、特定
の⾦融業務を⾏う既存の⾦融機関には、同じ業務を⾏うノンバンク⾦融機関よりも、厳格な
規制が課せられることが多いのです。 

定められた仲介者のいないトラストレスイノベーションはこの規制のギャップをさらに悪化させてい
ます。例えば、消費者保護や事業者責任の仕組みの⽋如に起因して、2020年第4四半期か
ら2021年第1四半期の間に、暗号資産関連の詐欺による損失で約8,200万ドルが⾏⽅不明になりました1。 

主要なリスク低減策 

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用 

規制の再調整 
業態別と機能別の規制を統合した単⼀の規制の
制定

業態と機能を統合的に規制し、事業体の形態によっ
て⽣ずる特定のリスクに対してのみ異なる規制を課す

デジタル規制レポーティング
過去および現在の⾦融取引量や信⽤リスクなどの
⾦融情報を抽出・分析 

規制当局は登録された全ての⾦融機関の完全で機
械判読可能な情報を収集、事業者の報告負荷も軽
減する 

集約化されたルールベースの
規制

かけるべき規制を事業者の業務内容に基づいてデジ
タルに調整し適⽤

管轄の異なる規制部⾨間のギャップを解消し、複数の
監督部⾨への報告を不要とすることで⾦融機関のコン
プライアンスコストも削減する 

集約化されたルールベースの規制の解説

機能別に構成された規制によって⽣ずる監視のギャップを解消するため、複数の規制部⾨が協⼒して集約化されたルールベースの規制を構築する特
定の公益事業体を構築します。仕組みは以下の通りです。 

この公益事業体は、管轄領域におけるルールと報告の割当および調整を、全ての規制当局と事業者に対し⾏います。 

主要なリスクの発生源

• 新しい事業者やビジネスモデルに対する規
制の未定義 

• 顧客データに対するプライバシー管理の停
滞と⼀貫性の⽋如 

• 法域の境界の曖昧さ 

• ⾦融業界の⼀極集中構造 

機械判読可能
ルール

特定の公益事業体（例：規制に関する「清算」機関）

管轄当局へインシデントを報告事業者A 事業者B 事業者C

業態別の
規制機関

機能別の
規制機関 中央銀行 競争政策機関

活動ベースの
データ

活動ベースの
データ

機械判読可能
ルール
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リスクテーマ 4 :

相反する各国の優先順位
概要

サイバー犯罪、組織的な⾦融犯罪、データ取扱いにおける国境を越えた断⽚化といったグローバルな
問題が、世界中の⾦融システムに対してますます⼤きな被害をもたらしています。各国が協⼒するこ
とで、重要なインフラ、ビジネス、⼈々をより効果的に保護することも可能ですが、政治的・経済的
な利害の対立が協⼒の妨げになることも少なくありません。その結果、新たなリスクに対する規制は
つぎはぎの状態となり、統⼀化された国際的な規範（例えば、データ保護の促進、不正融資の防
⽌、国家安全保障のためのサイバー諜報活動の防⽌など）が⽋如します。 

主要なリスク低減策 

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用 

ブロックチェーンを活用した 

データ権限 

データをトークン化し、所有権、ポータビリティ、利⽤の
透明化と効率化を実現 

⾦融監督当局に、国境を越えた⾃由かつ安全なデータ
連携を義務付ける権限を与える 

分散型取引モニタリング 
違法取引の可能性を⽰唆する複雑な関係や取引
パターンを検知

国際的なマネーロンダリングの対策として、規制当局と
⾦融機関の連携と情報共有を強化する

サイバー犯罪の探索と検知 

機械学習により、サイバー攻撃がどの犯罪グループによ
って⾏われたかを特定（過去の犯罪⼿法情報の活⽤
等）

サイバー攻撃をより迅速かつ正確に検知し対応するこ
とが可能となる 

ブロックチェーンを活用したデータ権限の解説

グローバルな監督当局は、⾦融領域の「データ当局」
をブロックチェーンによって設置し、国境を越えた安全
かつ完全なデータ連携を促進できます。仕組みは以
下の通りです。 

国際的なデータ管理クラウドにより、国境を越えた全
てのインバウンドおよびアウトバウンドの⾦融データ連
携への監視と⽬的に応じた規制を可能にします。

主要なリスクの発生源

• 地政学的な緊張の⾼まり
• ポータビリティに関連する⾮効率な

データ保護
• 法域の境界の曖昧さ
• エコシステムの相互接続性とモジュール

化の進展

データサービス ブロックチェーン国際的な
データ管理クラウド

国家レベルのデータハブと
セキュリティゲートウェイ

国家レベルのデータハブと
セキュリティゲートウェイ

金融機関#1 金融機関#2 金融機関#3 金融機関#4

データ監視を行う金融規制当局

直接の監督

データ監視を行う金融規制当局

データ連携と安全性に関する
国境を越えた協働

データフロー

地域A 地域B

直接の監督
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リスクテーマ 5 :

新たな影響⼒
概要

低コストのデジタルプラットフォームや⾦融仲介業者によって、個⼈消費者の資本市場への参加
が容易になりました。しかし、資本市場へのアクセスが改善されたとしても、必ずしも資格を持った
アドバイザーからの指南を受けられるわけではありません。その結果、株式取引、企業の重要情
報やその他⾦融情報のオンラインでの共有が増加し、とりわけソーシャルメディアを通じた共有が
盛んになっています。 

このような動きは資本市場の⺠主化に貢献しているものの、他⽅では誤った情報が検証されず
拡散されることを容易にしています。悪意のある当事者は、⼤衆を扇動することで株式の購⼊ま
たは売却の意欲をかき立てようとするかもしれません。その結果、市場参加者は被害を受け、
マーケットのボラティリティが上昇し、⾦融業界に対する信頼が損なわれる恐れがあります。 

主要なリスク低減策 

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用 

ソーシャルリスニング
機械学習と⾃然⾔語処理を活⽤し、ソーシャルメデ
ィアにおける市場のセンチメントを理解

株価の⼤幅な変化の予測と、市場操作⾏為の
特定を⾏う

オンライン学習の義務付け 

市場参加者保護のため規制当局が義務付ける可
能性がある「⾦融教育」を、クラウドプラットフォーム上
でオンデマンドかつパーソナライズして提供

個⼈投資家が⾦融市場でより安全に⾏動できるよう
⼒付ける 

複数のソーシャル情報による
多⾓的検証 

ビッグテック企業、既存の⾦融機関、規制当局が連
携し、⾼度なモデルとディープラーニング技術を⽤いて、
虚偽情報をリアルタイムで特定 

取引モニタリングと投資デューデリジェンスを向上させ、
市場ボラティリティを抑制する 

複数のソーシャル情報による多⾓的検証の解説

多⾓的なアラートシステムを構築することにより、官⺠が連携して虚偽情報を検出し、情報の⾮対称性を減少させることができます。仕組みは以下の
通りです。 

ディープラーニング技術によって、ソーシャルネットワークと⾦融市場の間の複雑な相互作⽤パターンに対処することが可能です。

主要なリスクの発生源

• 誤解を招く、または虚偽の情報の流布

• 新しい事業者やビジネスモデルに対する
規制・監督の不在 

• 社会的な不平等と分断の拡⼤ 

• 新しい市場変動要因 

社会・金融データライブラリー(常時収集)

消費者取引
プラットフォームA

消費者取引
プラットフォームB

ソーシャルメディア
プラットフォームB

取引データ 取引データ

ソーシャルメディア
プラットフォームA

ソーシャルデータ ソーシャルデータ

データセット

ディープラーニングとモデルに
より情報と活動を体系化

情報の分類

“注意フラグ”
事象

金融情報の
ライブフィード

虚偽情報

規制当局

機関投資家

個人投資家

極端な市場
ボラティリティ
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リスクテーマ 6 :

⾦融排除の新たな要因
概要

⾦融包摂は、貧困を減らし経済発展を促進するための重要な⼿段です。これは公共政策の問
題だけでなく、既存の⾦融機関やフィンテック企業も⾦融サービスへのアクセス拡⼤に関心を寄せ
ています。⾦融業界にとって、⼿頃な価格の商品の供給は、全世界で数⼗億⼈もの新規顧客
への⾨⼾を開く可能性があります2。 

しかし、⼿頃な価格だけでは⾦融包摂の障壁を打破するのに⼗分ではありません。例えば、オン
ラインバンキングの拡⼤は銀⾏の支店閉鎖をもたらし、⾼齢者、遠隔地の居住者、身体の不⾃
由な⼈々に対して深刻な影響を与えています。また、女性は男性よりもデジタルと⾦融サービスへ
の接点が少ない傾向があり、ジェンダーギャップも顕在化してきています。商品の意思決定におけ
る差別的なバイアスは、引き続き業界全体における慎重な検討の対象になっています。また、先
進諸国と新興諸国の双⽅で、過剰融資、過剰支出、返済能⼒に⾒合わない融資が増加傾
向にあります。

新興国市場では、デジタル化が急激に進展し、これまで⾦融市場から排除されていた顧客のデジタルや⾦融のリテラシー獲得が追い付いていないと
いう複雑な事情もあります。結果として、個⼈が保有する携帯電話のような管理されておらず安全でない情報資産を介して被害者を狙う悪意ある
⾏動が増加しています。 

主要なリスク低減策

適用できる低減策 主な機能 ⾦融サービスにおける利用

代替的な信用スコアリング 
消費者のリスクプロファイルを構築するためにソーシャル
メディア、電⼦取引、モバイル通信データを分析 

限られた⾦融取引履歴しか持たない借り⼿に対し、
より適切な与信判断を⾏う 

アルゴリズムの公正性 
因果推論を⽤いて、意思決定アルゴリズムにおける社
会的バイアスを考慮し補正 

融資のデフォルト率や、商品・サービスの価格および⼿
数料を予測する 

生体認証 音声、指紋、顔、虹彩、網膜などによるユーザー認証 
⾦融サービスの利⽤者が公的身分証明書なしに本⼈
であることを証明する 

代替的な信用スコアリングの解説 

代替クレジットスコアリング（ACS）を採⽤し、⼀⾯的なクレジット履歴に代わるものを提供することで、商品の適合性評価の精度を向上させることが
できます。仕組みは以下の通りです。 

ACSでは従来のクレジット情報に加え、これまで利⽤されてこなかった消費者情報を活⽤します。

主要なリスクの発生源

• 社会的な不平等と分断 

• アルゴリズムやモデルの⽋陥 

• 機械やモデルによる不可解なアウトプット

• 規制監督の不在 

位置情報

ソーシャルメディア

保有資産

公金支払データ

心理測定情報

従来の信用情報
（例：信用情報機関レポート）

AIエンジン 代替的な信用
スコアリング $

引き受け業務精度の
向上

適する商品の
スコープ拡大
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⾦融サービスに内在する
リスクへの対応
システミックな事象の頻度は増しています。これは、⼀⾒すると独立しているよう
に⾒えるリスクに対して、それが拡⼤しエコシステム全体に広がる前に対処する
ことが⾦融事業者にとって急務であることを⽰しています。過去の低減策から得
られた次のような教訓を検討してみましょう。

情報への平等なアクセスがない限り、システミックリスクを計測、予防することは困難である。
データと分析能⼒により、リスクをモニタリングし予測する新しい⽅法が得られます。また、規制当局とリアルタイ
ムで情報を共有することも、潜在的な危機の影響を低減するための復旧計画や支援措置を素早く開始するこ
とにつながります。 

事業者は、新しい関係を構築する際のトレードオフを意識する必要がある。
共有の機能やベンダーを通じて新しいテクノロジーを導⼊する場合、対外的な関係性も意識する必要がありま
す。新しいテクノロジーは広⼤なベンダーネットワークをリスク低減のため監視するのに役立ちますが、同時にエコシ
ステムの依存関係を増やし、新たなオペレーショナルリスクの原因を作り出す恐れもあります。 

多国間協調においては、枠組み主導によるアライアンスを検討するべきである。
グローバルな政策機関の支援は事業者の円滑な合意形成を容易にしますが、負担の分担に特化した正式な
法的枠組みが無いことはシステミックリスクの解決をますます難しくしています。⺠間企業は、共同の解決策
（例：個⼈識別情報の共有）への道を開く新しい⽬的主導の枠組み（例：協働AML、責任あるAI）を構
築するため、公的機関を積極的に巻き込む必要があります。

業界の垣根が曖昧になるにつれ、規制も曖昧になる可能性がある。
⾦融機能において重要な事業者の全てが、⾦融業界における監督・規制の対象になっているわけではありませ
ん。規制当局は、分類基準の⼀貫性保持と適切な規制対象維持のため、業界の新たな活動についても監視
する必要があります。事業者単位と活動単位の監視の組み合わせを⼀度解きほぐして再調整することが、新し
いビジネスモデルもカバーするための規制範囲の拡⼤に有効と考えられます。 

その⾮常に重要な最初のステップは、ビジネスモデルの差異を理解することです。例えば、⼤⼿テクノロジー企業の
財務指標は必ずしも伝統的な⾦融機関のように利息収⼊には基づかず、むしろデータやビジネス取引に基づくこ
とが多いのです。 

システミックリスクの発生源はコンテキストに左右される。 

リスクの原因となる様々なコンテキストに対応するための、万能なアプローチは存在しません。例えばデジタルにおけ
る、或いは⾦融における排除やリテラシー不⾜といった社会的な問題は、別個の、しかし関連する問題として認識
し、対処することが可能です。これらの問題の呼称や理解は各法域において統⼀されるべきですが、対応するため
のアプローチはそれぞれ異なったものとなるでしょう。
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結論
システミックリスクは予⾒不能で理解しづらく、その低減策も過去の教訓に依存する傾向があります。しかし
それとは異なる対応策として、システミックリスクのシナリオに着⽬し、そのリスクの発⽣源ごとに分解して考
えるという⽅法もあります。加えて、官⺠の関係者が注視するテクノロジー起因のシステミックリスクの領域で
は、新たなリスクに関する議題も歓迎されます。そのような考え⽅に基づき、⾦融業界の関係者が検討す
べき重要なステップを以下にご紹介します。

皆様からのご質問やフィードバックをお待ちしています。詳しい情報については、本レポートの元なっている「氷⼭の⼀⾓：テクノロジーがもたらすシステミ
ックリスクとイノベーションの役割（Beneath the surface: Technology-driven systemic risks and the continued need for innovation）」をご覧くださ
い。また、テクノロジー、イノベーション、システミックリスクに関するイニシアティブのパート2にもご期待ください。

関係者による協調⾏動の推進 

伝統的な産業の境界線が曖昧になり、国家間の規制に⾷い違いが⽣じる中で、複雑な問題に対し企
業が単独で⾏動するのは⼗分とはいえません。規制当局や業界関係者は、必ずしも過去の出来事の延
⻑線上にあるわけではないリスクに対し、共通理解を深めていく必要があります。それにより、従来は「あり
得ない」とされてきた事象に対し、協⼒してシナリオプランニングを⾏わなければなりません。リスクの低減に
向けた共同の投資判断は、このような多国間の取り組みを反映したものでなければならないのです。 

システミックな重要性に着⽬した規制の再定義

規制当局は、部⾨横断の取り組みにより、⾦融機能への影響度が⼤きい⾮⾦融事業者をより考慮した
既存ルールの強化を進めなければなりません。集中によるリスクの懸念には、機能上重要な事業者を業
界を問わず指定することで対処できます。例えば、データ駆動型の事業に特化した専⾨の規制機関を立
ち上げることなどです。 

内部の能⼒向上 

官⺠ともに、新たなリスクに関するデータの社外からの調達を検討しているかもしれません。それらにプライバ
シー保護技術やAIなどのデータ集約型の新しい機能を活⽤することで、定義が明確な優先度の⾼いリス
ク群に適⽤できます。新しいデータやデジタルの能⼒を⼿に⼊れることで、事業者はリスク低減策を強化
し、リスク統括業務を従来のコストのかかるビジネス上の必須事項から競争における差別化の源泉に変え
ることができます。 

適切な⼈材の確保 

リスクマネジメント機能は、企業の⽬標実現においてより戦略的な重要性を増してきます。そのためには、
テクノロジーとリスクが交錯する未来に向けて⼤胆な展望を持ち、それを現実のものとする野心にあふれる
リーダーが求められます。 
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⽇本のコンサルタントの⾒解
早竹 裕士 | Hiroshi Hayatake
有限責任監査法⼈トーマツ | パートナー

システムベンダーにて国際決済システムを担当後、⼤⼿監査法⼈にて⾦融機関に対するアドバイザリー業務に従事。
2018年に当法⼈に⼊社後は、DX支援チームリーダーおよび財務リスクチームリーダーとしてビジネスモデル変革に携わって
いる。デジタル戦略・デジタルリスク管理、経営管理、データマネジメント、キャッシュマネジメント等の支援業務に従事。 

「新しい中世」という⾔葉があります。中世ヨーロッパにおいては、戦争は貴族、福祉は教会、⾏政と税は領主、商工業施策はギルドといったようにい
くつもの権⼒が複層的な支配領域を有していました。これらが全て国家権⼒に統合されることで、政治・経済・文化・⽣活全ての境界が国境に⼀致
する近代国家が成立しましたが、近年のデジタル化・クロスボーダー化によりこの境界はいよいよ霞みつつあります。国境を越えて展開される無数のエコ
システムがあらゆるビジネスに複層的に覆いかぶさる様を、歴史学者は「新しい中世」と形容し、その到来を予⾔してきました。 

本邦⾦融機関にとって国境は強固な参⼊障壁であり、規制・⾔語・商慣習の壁が変化を阻み、リスクを遮断してきました。しかし、そのような時代は
終わりつつあります。本レポートが指摘するように、国境を越えてデジタルに提供されるサービスやツールへの集中リスクが⾼まっており、ひとたびインシデ
ントが発⽣すれば、数多の⾦融機関で業務停⽌や情報漏洩、市場の混乱といったリスクが顕在化し、社会に⼤きな危機をもたらすでしょう。 

⾦融機関は、⾃社・⾃国の範疇を越えたエコシステムからのリスク伝播という困難に立ち向かわなくてはなりません。しかし、この困難は新たな成⻑ド
ライバーの獲得機会や⾦融イノベーションの導⼊機会とも成り得ます。以下では、本レポートを下地としつつ、規制・サプライチェーン・情報価値の集中
という3つの視点から本邦⾦融機関への⽰唆を考察します。 

1. 規制に関する考察
エコシステムはデジタル世界のプラットフォーム上に形成され、プラットフォーム同⼠が複雑に⼿を結んで情報の価値を引き出しています。プラットフォーム
には⾦融規制が届かないことがあるばかりか、いくつかの暗号資産や開発コミュニティのように規制すべき主体が存在しないこともあります。 

マネーロンダリングに関しては、対応が脆弱なところが踏み台にされるため、国際的な協調が進められているものの、本邦をはじめとして道半ばの状況
です。国境を跨ぐ情報移転に関しては、情報の価値の取り合いにおいて優位にある国は寛容である⼀⽅、競合関係にある国に対しては突発的に強
硬な対応をとるなど、予⾒可能性は⾼くありません。このようにまだら模様の世界の中で規制リスクを抱えながら活動しているプラットフォーマーは規制
対応（⾃らに適⽤される規制＝⾦融規制除く）のノウハウ1を蓄積しており、それによって⾃ら規制対応のコストを払えないプレイヤーを惹きつけています。 

⼀⽅で、業態別の規制ではなく、機能別の規制へと世界的なトレンドは向かっており、⾦融機能を提供する主体は今後同様の規制が適⽤されるよ
うになるでしょう。規制は⾔うまでもなく社会利益を追求するためのものです。そのような中で、⾦融機関はいわば⾦融規制対応のトップランナーである
わけですので、顧客の規制対応コストを引き受けるプラットフォーマーとして⾃らを再定義することで、新たな成⻑ドライバーを⼿にすることができるでしょう。 

2. サプライチェーンに関する考察
⾦融機関がサービスを提供する際のサプライチェーンは変容してきています。システム⼦会社やベンダーに作成させたテーラーメイドシステムにより、⾃前の
フロントリソース（Webサイト、ATM、⼈員等）がサービスを提供するのではなく、複数の外部から提供される部品を組み合わせたカスタムメイドシステ
ムにFinTechを含むアライアンス先や顧客が繋がり、⾦融機関は顧客のサプライチェーン上で⽣じる⾦融ニーズを摩擦なく満たすことに注⼒するケースが

1 2019 年の WEF レポート“The Next Generation of Data-Sharing in Financial Services: Using Privacy Enhancing Techniques to Unlock New Value”
では個⼈情報を安全に利活⽤するためのプライバシー強化技術が紹介されている。 
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増えてきています。⾦融サービスを構成するパーツはクラウドやオープンソースなど世界中に拡がっており、経済安全保障の観点から商品やサービスの供
給が停⽌されたり、アライアンス先による⼈権問題が風評被害をもたらしたり、⼀つのセキュリティホールからサービス全体へのサイバーアタックを受けたり
するリスクの重要性が近年益々⼤きくなっています。 

また、⾦融機関の顧客のサプライチェーンを識別・評価することの重要性も増しています。サステナビリティの領域では、GHG（Greenhouse Gas）プロ
トコルのScope3基準において、⾃社のみならず上流および下流のサプライチェーンにある企業活動による排出量を含めて算出することとなるため、⾦融
機関は投融資先のサプライチェーン全体の環境負荷の評価が必要となっています。⾦融機関は伝統的に⼈⼿により顧客のサプライチェーンを把握
し、⾦融サービス（送⾦、保証・保険、割引・融資等）を提供してきました。しかし、従来取得してきた範囲・粒度の情報ではリスクとリターンを衡量
するにおいて不⼗分になってきています。より⼤量・多様なデータを処理・分析可能なテクノロジーと、リスクを評価・管理するメソドロジー・フレームワーク
が今後の経営の巧拙を分けることになるでしょう。 

3. 情報価値の集中に関する考察
経済格差は⾜許の資産価格上昇を背景に益々拡⼤しており、昨年12月に経済学者ピケティ氏らが公表したレポートによれば、上位1％の富裕層
が全世界の個⼈資産の37.8％を保有する⼀⽅、下位50％の⼈々の資産を合計しても2%にしかなりません。経済のクロスボーダー化・デジタル化が
格差拡⼤の⼀因であり、技術とデータを持つ⼀握りの集団に富を集中させたことに疑いの余地はありません。極端な経済格差は持続不可能であ
り、戦争や経済危機の遠因になることは歴史が教えるところです。環境問題と同様に、格差拡⼤から⽬を背けることは、将来のシステミックリスクの
種を育てているに等しいといえるでしょう。 

⾦融機関には、社会経済の持続可能性を⾼めるサステナビリティ経営の⼀環として、格差への対応がより⼀層求められることになるでしょう。これは
新たな⾦融イノベーションを社会実装する機会でもあります。 

例えば、サプライチェーン参加者がスマートコントラクトを⽤いることで、⼀次⽣産者等の立場が弱いサプライヤーに対し最終販売利益の適切な割合を
⾃動配分するフェアトレードの仕組みを構築できる可能性があります。また、証券のスマートコントラクト（トークン）化により、資産形成⽬的で⻑期
保有する個⼈投資家に保有期間に応じた配当を支払う等、⾃由度の⾼い⾦融商品設計が可能になりつつあります。 

また、親の経済格差が⼦供の教育・所得格差となり、階級の固定が社会問題化している米国では、所得分配契約を⽤いた教育投資も広まりつつ
あります。これは学⽣が将来収⼊の⼀定割合の支払いを条件に学費援助を受ける契約で、将来の返済不能リスクを抱えずに⾼等教育を受けるこ
とを可能にしています。 

さらに⻑期的には、情報銀⾏を活⽤したデータポータビリティや個⼈データ主権の改善においても⾦融機関の活躍の場があるでしょう。デジタル企業
は、その莫⼤な富の源泉であるデータを⽣産・提供しているユーザーに利益を還元すべきという議論が強まっており、個⼈情報の提供先管理や、提供
による便益の授受を仲介する情報銀⾏ビジネスへの社会的期待は⼤きいといえます。 

このように、格差リスクや⾦融排除リスクへの対応をコストではなく新たな成⻑のドライバーと考え、取引先やエコシステム全体をも⾒渡してリスクを探
し、リスクを加工していく姿勢が重要と考えられます。 

⽇本はこれまで⾮⾦融領域において、プラットフォーマーに太刀打ちできませんでした。⾦融領域においてはまだ世界に伍する資⼒と⼈的能⼒を備え
ているものの、デジタル対応においては⼤きく⽔をあけられています。氷⼭を形成してシステミックリスクを⽣み出す側というよりも、リスクに翻弄される側
といえるでしょう。⽇本が遅ればせながら⼿を出し始めた頃には、システミックリスクの警鐘が始まっているという状況は、前回⾦融危機発⽣時の状況
に類似しているかもしれません。前回の危機に深く関与した⾦融機関は、しかし、またデジタルの⼒も活⽤して急速に回復し、成⻑しています。⾦融
はリスクを商売のタネにする産業です。いかなるリスクに対しても識別し、コントロールしようと挑む者が、結局は勝者となるのかもしれません。
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森 亮 | Ryo Mori 
デロイト トーマツ ノード合同会社 | 代表職務執⾏者社⻑ 
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | パートナー 
外資系コンサルティングファームでの20年を超える経験を経て現職。⾦融業をはじめ多様な産業を対象とし、戦略立
案、先端技術洞察、イノベーションテーマ探索、マーケティング/CRM領域、組織・風土改革等のコンサルティング活動に
従事。近年では主にデジタルビジネスおよびディスラプティブテクノロジー領域に注⼒し、企業のデジタルトランスフォー
メーションを支援すべく活動を展開。2021年10月より現職。 

 

1. 日本の現状レベルをどのように捉えるべきか 

本レポートは、テクノロジートレンドの進展と同時に増⼤するシステミックリスクをテーマとしています。背景にはグローバルの⾦融機関において、その管理
⼿法の再考が喫緊の課題となっていることがあります。 

この点について、⽇本の現状に⽬を移してみましょう。多くの⾦融業界関係者が認識されている通り、テクノロジートレンドの進展に対するキャッチアップ
は、先進的な事例との対⽐で開きがあるケースが多く⾒られます。過去からいわれている通りですが、デジタル化への対応が進む中で、差はより顕著に
なっているという指摘もあります。 

そのような中、システミックリスクの増⼤は⽇本ではまだ顕在化していないという捉え⽅もあるかもしれません。しかしながら、デジタル化が進むという流
れは不可避であるが故に、潜在的なリスクや深刻度が増していくことも避けられません。同時にその管理⼿法の再考についても、グローバルの⾦融機
関における傾向と同様に重要になってきますが、⽇本における現在の状況を踏まえると、並⾏してレディネスの向上およびテクノロジー活⽤のベースライ
ン整備というワンステップが重要なのではないかと考えています。つまり、管理⼿法の再考を進めるうえで、直接的に臨むのではなくまずテクノロジーの活
⽤レベルを上げるところからスタートする必要があるということです。 

 

2. 日本でも発生し得るリスクとそれらへの対応の⽅向性・処⽅箋とは 

では、⽇本でも発⽣し得るシステミックリスクとして具体的にどのようなものが挙げられるのでしょうか。また、それらに対峙していくうえでの備えや対応の
⽅向性はどのように考えればよいのでしょうか。ここでは、2つの例を挙げて考えてみたいと思います。 

⼀つ⽬は、AI活⽤に伴ってシステミックリスクも増⼤していくようなケースです。COVID-19のような予測不能な事象が突如として起きた場合に、想定し
ていなかったインプットがAIに対し⾏われることで、間違ったデータや異常な結果が出⼒されるケースが実際に幾つか発⽣しました。この影響が部署や会
社、場合によっては国境を越えて様々なところにデータとして伝播し、受け取った側にも連鎖して影響が及ぶようなリスクは当然存在します。このリスク
増⼤に対しては、次のような対応の⽅向性があります。 

 MLOps（Machine-Learning Ops）のケイパビリティを整備し、AIのオペレーション・監視⾃体を⾃動化していく過程で、以下を実現 

- 出⼒データの精度監視 ：データドリフトが起きていないか、異常な結果が出⼒されていないかを監視する 

- モデル⾃体の監視と⼀時停⽌ ：証券市場におけるサーキットブレーカーの要領で、問題があるモデルを発⾒したら⾃動停⽌する 

- 問題があるモデルの再学習 ：間違ったデータや異常な結果が出ないよう、また伝播しないよう、即座に⾃動再学習させる 

 技術がさらに進化し、⾃動再学習やAI判断補正などの実現性が⾼まれば、リスクの増⼤に対し機動的に対応する⼒もさらに増していく 

⼆つ⽬は、サービス利⽤やデータ連携の共通化・汎⽤化が進む中で、発⽣したひとつの問題が連鎖的に多くの企業やユーザーに波及していくケースで
す。クラウドサービスや外部APIの利⽤が進み、企業の壁・産業の壁を超えデータや機能について相互依存する関係性は増加・複雑化の⼀途を辿っ
ています。決済サービスや認証機能などはその代表的な例として挙げられます。ここで、クラウド化やAPIマネジメントへの対応で後⼿をとってしまった⽇
本企業の多くは、外部サービス利⽤における“⽬利き”の能⼒や、⾃社のデジタルサービスやアセットを如何に活⽤してもらうかという「APIのライフサイク
ルマネジメント」の成熟度が依然として低い状況にあります。これに対しては、次のような対応の⽅向性があります。 

 Agile/DevOpsプラクティスの拡充およびケイパビリティ強化を進め、以下を実現 

- 組織としてのアジリティ向上 ：アプリやサービスは⼀度作って終わりではない、検証と改良を繰り返す組織風土を醸成していく 

- Agile/DevOpsプラクティスの拡充 ：App、AI、APIなど、あらゆるプロダクトを機動的に検証し、よりよい機能・サービスへと進化させていく 

DXに先⾏している企業群は、COVID-19の局⾯においても個々の機能やサービスを機動的に組み上げて対応し、さらなる優位性を築いて競合を引き
離しつつあります。この事実は、社会・顧客・組織内における環境やニーズの変化に対する機動的なテクノロジーの活⽤、またそれを可能とする組織と
しての柔軟性が⼀層重要となってきていることを⽰しています。
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3. 今、国内⾦融機関が取り組むべきこと 

幾つかの例を挙げながら⾒て来たように、重要なのはシステミックリスクに立ち向かううえでの「機動性」「柔軟性」です。 

「機動性」とは即ち、アジャイル変革を推し進め、組織的なアジリティを⾼めていくことに他なりません。 

 今までの古いやり⽅から⼤きく変え、カルチャーチェンジも伴う形でスクラムの⾏動原理を身に付けていく 

 AutoMLのようなAIの⺠主化や、ローコード／ノーコードといったトレンドもしっかりと捉え、"誰にでも出来る"ようにしていくことで、組織的なスケーラビ
リティを⼤きく増していく 

⼀⽅の「柔軟性」とは、⼀⾔でいうとコンポーザブルビジネスへの変貌です。事業体に必要な機能や基盤を再利⽤可能な形で分解し、外部環境や
局⾯の変化に応じて再構成していくことがその本質です。 

 「使いこなす⼒」の観点では、外部サービスやテクノロジートレンドの“⽬利き⼒”、”技術洞察⼒”を組織的に増していくことが肝要 

 折⾓獲得した知⾒・専⾨性が、⼈事ローテーションなどの慣例・習慣によって失われるのは⾮常に勿体なく、組織におけるこれらのケイパビリティの
位置付けを変えていくことも求められる 

 さらに、シャドーIT、野良クラウド、野良AIといった負の資産が増えると、そもそも影響範囲を予想・特定すらできない事態に陥ってしまう。 

CCoE（Cloud Center of Excellence）のような専⾨部隊を組成し、ガイドラインやルールを発信していく 

 「使いこなされる⼒」も同様に重要。オープンAPIの認知・理解が進んではきたが、APIのライフサイクルマネジメントという考え⽅は⽋如しているケー
スが多い。APIは公開したら終わりではなく、公開後のフェーズこそが重要であり、如何に使ってもらえるように／使い易いように進化させていくかが
成功の鍵 

本質的には、⽇本のIT産業の構造的な問題が背景にあることは間違いありません。デジタル化が進展する局⾯において、ITやデジタルの⼈材を内製
化する動きが加速していますが、歴史的に“外部任せ”の向きが強かった⽇本においてはよりハードルが⾼くなっています。 

価値創出においてもリスクヘッジにおいても、企業はより直接的にテクノロジー活⽤⼒を問われる時代になってきています。 

「テクノロジーは⾃分で運転する！」 

今こそ、⽇本企業もその在り⽅を⾒つめ直すタイミングではないでしょうか。 
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