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この2年間、デロイトはIIF（国際金融協会）と連携して、金融サービスにおいてデジタルトランスフォーメーションが成功するための 

主な要因と課題について分析した「デジタル・プロミスの実現」という一連の報告書を作成しました*。

図表 1: 「デジタル・プロミスの実現」シリーズ

*このシリーズは、デジタル化に関する多様な経験と⾒識をよりよく理解する⽬的において、200名を超える経営幹部、トランスフォーメーションリーダー、
ソートリーダー、投資家、規制当局、政策当局を対象として、チャタムハウスルール（英王⽴国際問題研究所が定めたルール）に基づいて⾏った
インタビュー、⼆次的なリサーチ、ファシリテーター付きの討議を基に作成されました。また公のイベントでのコメントも参考にしています。
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ディスラプティブ・フォース（ビジネスの破壊的要因）の出現、進化、および集中が金融サービスの未来に影響を与え続けています。
相互接続性と相互運⽤性の向上に伴い、バリューチェーンからバリューウェブへの転換が進み、エコシステムにおいて従来型のバリュー
チェーンが破壊されつつあります。この流れをさらに後押ししたのがCOVID-19の感染拡⼤であり、事業環境の急速な変化に対応する
ため、新興テクノロジーや金融サービス業界の内外におけるエコシステム形成を⽬的とした提携やアライアンスに対する投資が加速し
ています。顧客の期待がCOVID-19前のダイナミクスに戻るとは考えにくいため、デジタルトランスフォーメーションの⽬的は効率性の向
上にとどまらず、ビジネスモデルの転換をも内包する形で変化しています。

この2年間、デロイトはIIF（国際金融協会）と連携して、金融サービスにおけるデジタルトランスフォーメーションの⽅向性と、金融機
関がどのようにデジタル・プロミスを実現できるのかについて模索しました。その過程で、金融サービスのエコシステムに存在する多様な
経験と⾒識をよりよく理解する⽬的において、世界中の200名を超える経営幹部、トランスフォーメーションリーダー、ソートリーダー、投
資家、規制当局、政策当局にインタビューを⾏いました。その結果を「デジタル・プロミスの実現」という一連の報告書の形で公表し、
デジタルトランスフォーメーションに対する金融機関のアプローチを分析しています（前ページの図表1参照）。

この報告書では、官⺠のリーダーから得た知⾒をベースに、政策当局、規制/監督当局、金融機関、テクノロジー企業を含む金融エ
コシステムのステークホルダーに対して、デジタルトランスフォーメーションに伴う障壁を軽減・除去するため各当事者がどのように貢献で
きるのかについて、⾸尾一貫した「今とるべき⾏動」を提⽰します1。

官⺠両サイドのエコシステムの参加者全体に共通するアクションを、以下のように4つ特定しました。
1. 関連するデジタル機能の向上と知識、⼈材、インフラ⾯での格差への対応

現在の規制実務モデルにおける「デジタルトランスフォーメーション」は金融機関の動きに遅れをとっているため、金融機関が規
制当局にとって馴染みのない最先端のデジタル化の試みについて認可を求める際に、多くの場合、このことが追加的な摩擦
が生じる要因になると⾒なされています。金融機関の側でも、新しい技術に内在するリスクを評価、管理するために適切な機
能を必ずしも保有しているわけではありません。このため、規制を刷新すると同時に、⻑期的な投資に基づき関連する⼈材の
技能、プロセス、技術インフラを安全な形で刷新するための、統合されたアプローチを構築するために、規制当局、政策当局、
金融機関、およびエコシステムの参加者は連携する必要があります。

概要 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/realizing-the-digital-promise-in-financial-services.html
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2. エコシステムの経済を効率化するための対話、協調、コラボレーションの促進
とりわけフィンテック企業やビッグテック企業による市場への参入に関連して、金融サービスが急速な発展を遂げる過程で、同
業界の性質はバリューチェーンを重視するものから、より複雑性の高いバリューウェブをベースにするものへと変化しています。その
ような環境において、システムが頑強かつ持続可能な形で進化できるように、官⺠の参加者は積極的にコラボレーションに取
り組む必要があります。

3. デジタル化のクロスボーダーな性質と迅速かつ柔軟な規制対応の必要性を踏まえた、時代に即した一貫性のある規制の導入 

現在の規制の枠組みには、いずれ⽴ちゆかなくなる恐れのある割高な商品コンプライアンス体制の構築を余儀なくされるリス
クを避けつつ、イノベーションを促進するとともに規制の問題を早期に特定できる環境を生み出すために必要な柔軟性が、
往々にして欠落しているとの共通の認識が広がっています。データの国境を越えた相互運⽤性に対する頑強で現実的なアプ
ローチを⾒出すために、エコシステム全体として力を合わせる必要があります。

4. 恩恵を享受するためエコシステム全体における基盤的テクノロジー導入の支援
次世代のビジネスモデルをサポートし、デジタル経済の可能性を全面的に発揮させるうえで、クラウド、⼈工知能、デジタル・ア
イデンティティ等の主要な新興テクノロジーは重要不可欠なものであり、これらを安全かつ適切に責任感を持って導入するため
に、エコシステムの参加者は協力する必要があります。

上記の今とるべき⾏動について詳しく検討したうえで、デジタル経済を繁栄させ、その可能性を最⼤限に引き出すためにエコシステム
の参加者が考慮すべき提言を⾏います。これらの提言は網羅的なものではありませんが、実⾏可能なものといえるでしょう2。

これらの提言によってデジタルトランスフォーメーションの流れが後押しされ、当事者間の理解が深まり、業種や法域の間の協調体制
が強まり、規制アービトラージを⾏う余地や規制が分断される余地が限定されることになるでしょう。また、企業にとっては、リスクの最
小化、軽減を図りつつ、国境を越えてビジネスを⾏うことが容易になり、データ、データ・ベースのテクノロジー、規模の利益を生かせる
ようになります。

この報告書では関連当事者を以下のように色別のアイコンで表⽰しています。 

政策当局 規制/監督当局 ⾦融機関 テクノロジー企業
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市場において⽬覚ましいペースで進むデジタル化の動き、新興テクノロジーの複雑性、デジタル経済の相互関連性を踏まえ、全ての
ステークホルダーはトランスフォーメーションのロードマップを作成したうえで、適切なスキルを備えた⼈材を確保し、能力開発、先⾒性、
ホライゾン・スキャニングへの投資を⾏い、組織内の文化、構造、システムを改善することを検討するべきでしょう。

トランスフォーメーションのロードマップ作成

また、ステークホルダーは、国内外の同業者に対しても⽬配りを⾏い、短期的⽬標と⻑期的⽬標のバランスの取り⽅を含めて状況
を把握し、最新のベストプラクティスをフォローするべきでしょう。

⼈材の確保と能⼒開発

デジタル化に対する理解という点で⺠間セクターに追いつこうと努める規制/監督当局においては、新規⼈材の採⽤は特に効果的
であるといえるでしょう。必要なのはITの専⾨家だけではありません。規制当局および監督者も、急速に進化する業界をより適切に
監督するためのテクノロジーについて、理解を深める必要があります。また、未来のデジタル経済における新興のテクノロジーとビジネス
モデルについて理解するうえで、金融機関にとっても⼈材の採⽤は重要な課題です。インタビューに応じたある国際的銀⾏のエグゼク
ティブは、リスク管理、コンプライアンス、当局対応、法務等の様々な部⾨において技術的専⾨性を確⽴することが、今後ますます
重要になると指摘しています。

業界における職務要件の変化の速さを踏まえ、オープンで⾰新的な考え⽅を備えた⼈材を採⽤する必要があります。組織が実験
を⾏い、柔軟性を保ち、時代を先取りし、適応していくうえで、そのような⼈材こそ能力を発揮するでしょう。

ケイパビリティの向上と
知識格差への対応

ステークホルダーは⾃らの組織のために明確なデジタルトランスフォーメーションのロードマップを作成し、
あるべき姿だけでなく、その姿に⾄るまでの想定される道筋を⽰すべきである

規制/監督当局と金融機関は、多⽅面におけるスキルを備え、未来の経済の重要な構成要素となるクラ
ウドや⼈工知能等の新興テクノロジーとファイナンスの関連性について、深く理解した専⾨家を採⽤するべ
きである。また、オープンで⾰新的な考え⽅を備えた⼈材の採⽤にも注力するべきである
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従業員には職責に応じて異なる種類のトレーニングを提供するべきでしょう。洞察力を深め、部⾨間でのスキルと経験の交流を促
進する⽬的において、組織内の異なる分野での職務機会を提供することは、スタッフを育成し、多分野のスキル獲得を促進するた
めに適した⽅法といえるでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 

新規参入組においては、金融機関や当局との関係を改善するために、金融規制について造詣が深く、既存企業や規制当局の構
造や運営体制を適切に理解する⼈材が必要になります。新規の市場参加者の間では、この点についての理解が広がっています。
Google CloudのZac Maufe氏は、「我々の側でも、金融業界に固有の要件について敏感になる努力をしています」と指摘しています3。 
 

テクノロジー・スタックの刷新 
 
 
 
 
 
 
 

多くの場合、既存のITシステムがデジタルトランスフォーメーションの阻害要因となります。このため、クラウドや⼈工知能等の新興テク
ノロジーを⽤いて、古いインフラを代替・刷新する必要が生じることも珍しくありません。新興テクノロジーの導入は、存続可能なビジ
ネスモデルを追求しつつ競争力の維持を図る金融機関にとって、支援材料になることがあります。また、当局が市場参加者に対し
て効率的で費⽤対効果の高い規制/監督業務を⾏う際にも、役⽴つ可能性があります。 
 

香港金融管理局は、監督手続きを⾃動化するとともに、フォワードルッキングな形でトレンドとリスクを特定する⽬的で、データ・サイ
エンスとネットワーク・アナリティクスのアプリケーションを活⽤する計画を備えるなど、規制/監督のテクノロジーを⽤いてケイパビリティの
改善を試みており、当局のあるべき姿を⽰しています4。 
 

組織の文化、戦略、構造の転換 

新しい⾰新的で協調的な考え⽅と業務⽅法を実現させるために、組織の文化、戦略、構造の転換を図ることを、全てのステークホ
ルダーは優先するべきでしょう。 

規制/監督当局と金融機関は、ファイナンス、テクノロジー、規制の関連性を重視しつつ、社員教育に
対する継続的な投資に協力して取り組むべきである 

 

テクノロジー企業は、金融環境の複雑性を理解し、金融業界でビジネスを⾏う際の固有の要件に対して
敏感に対応できる従業員を採⽤し、教育するべきである 

 

規制/監督当局と金融機関は、IT システムと事務効率を改善するために、新興テクノロジーを活⽤するべ
きである 
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いくつかの規制当局は⾃らを変化のカタリストと位置付け、新しい考え⽅と業務⽅法を導入しています。アジアの複数の規制当局
は、金融業界が停滞する現状を踏まえ、イノベーションを促進するために一定のリスクを許容しつつ、現状にチャレンジする新しい実
験と協調の考え⽅を採⽤しています。あるアジアのテクノロジー企業の経営者は、「”駆け足で進むか安全性を確保するか”という考
え⽅から”駆け足で進みつつ安全性も確保する”という考え⽅へと、パラダイムシフトが生じている」と指摘しています。また、いくつかの
規制当局は、イノベーションの促進と安定性の維持のバランスを適切に取ろうと模索しています。一⽅で、後手に回る当局も存在
し、各国・地域の間でギャップが広がっています。なかには、過度に慎重であるために、市場のイノベーションが阻害されるとの批判を
集める規制当局も存在します。

リーダーたちは、データやデータに基づくテクノロジーが生み出す潜在的なバリューを⽰すような実験を可能とするために、リスクを過度
に意識した考え⽅を改める必要があります。高額な実験や労働集約的な実験を⾏う必要はありません。従業員がそれぞれにイノ
ベーションの⽅法を提⽰することは可能であり、実験に際して、数百⼈規模の⼈手や数百万ドル規模の資金は必要ではありません。
また、金融機関は、⾃己評価の実践や厳しい質問を問いかける習慣を奨励し、失敗した場合に試験的プロジェクトの中止を可能
にする試⾏錯誤的な考え⽅を促進するような文化を育むべきでしょう。そのためには、⻑期的な成功やイノベーションを優先して、⽬
先の利益や生産性を犠牲にすることをいとわない姿勢が必要になります。社内全体に、特に取締役会や経営上層部レベルにおい
て、このようなイノベーションの文化を浸透させる必要があります。

多くの場合、リーダーは短期的な実績に基づいて評価され、報酬が決定されますが、変⾰のためのブレークスルーの成果が顕在化す
るまでには、5年から10年かかることもあります。このため、トランスフォーメーション担当役員の報酬体系において短期的な⽬標が優
先されるのであれば、利益相反の問題が顕在化するおそれがあります。金融機関はこの点に留意しつつ、問題を可能な限り小さく
するよう試みる必要があります。

規制/監督当局は、監督者としての役割だけでなく、デジタルトランスフォーメーションのイネーブラーとしての
役割を果たすよう、転換を試みるべきである 

金融機関は、⻑期的な成⻑を重視して賢明なリスクテイクとイノベーションを後押しするアジャイルなアプ
ローチと、リスクを許容する文化とのバランスを適切にとるべきである

金融機関はトランスフォーメーションに必要とされる適切な⾏動にインセンティブを与えるため、業績評価⽅
法を再考するべきである 
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単に新興テクノロジーに投資するだけでは、意味ある形で差別化を図ることはできません。ある国際的銀⾏のエグゼクティブは、「投
資を怠れば、さらに速いペースで存在価値を失うでしょう」と指摘しています。⻑期的に持続可能な成功を実現するために、金融機
関はデジタル化の枠を超えて、テクノロジーによって可能になる顧客中心の新しいビジネスモデルを模索する必要があります。シンガ
ポールに拠点を置くあるバンカーによると、金融サービスをオンライン経済やeコマースに統合すること、世界各国の中小企業のニーズに
異なる形で対応すること、未来の金融インフラを構築すること等が、具体的なテーマになります。 

「テクノロジーの向上」と「新しいビジネスモデルの模索」には重要な違いが存在し、実践においてそれぞれ異なるアプローチが必要にな
ります。前者の場合、投資マネーを既存のビジネスユニットに振り向けることが中心となります。一⽅、後者の場合は考え⽅と業務
の変⾰が必要になりますが、現状や既得権益に抗することになり、金融機関内の既存のビジネスを侵食しかねないため、困難を伴
うこともあります。このため、経営上層部レベルの理解とリーダーシップが欠かせません。 
 
 
 
 
 
 
 

相互に有益なコラボレーションによって、両当事者は効率性を改善し、商品を市場に送り出すスピードを加速させ、競争力を強化す
ることが可能になります。オープン・マインドで相手⽅の業務⽅法を理解することが、コラボレーションにおいて最も重要な前提条件の
一つになります。欧州のあるデジタル・チャレンジャー・バンクのCEOは、「技術的にオープンになる前に、心理的にオープンになる必要が
あります。適切なエコシステムのパートナーを選択できるよう、業界に関してオープン・マインドとなり、顧客の悩みを理解することが必要
になります」と指摘しています。 

金融機関において、社外的なパートナーシップを専⾨に担当し、テクノロジー企業が⼤規模な金融機関とやり取りする際に協力可
能なステークホルダーを社内で特定し、提携期間中に透明性を向上させ、アジャイルに対応できるチームを結成することも可能でしょ
う。一⽅、テクノロジー企業の側では、金融業界の複雑性（規制等）を認識したうえで、規制に縛られた金融機関内部の複雑な
業務プロセスにおいて、最⼤のパフォーマンスを発揮する⽅法を⾒出す必要があります。 

金融機関は関連するテクノロジーだけでなく、イノベーティブなビジネスモデルそのものを理解、評価する必要
がある 

 

金融機関とテクノロジー企業はケイパビリティを拡充するために、互いに提携する能力を向上させるべきである 
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金融サービスはグローバルな性質を有するとともに、業種横断的な性質も強まっていることから、より一層の協調が必要とされていま
す。全てのステークホルダーが、国内外の同業者やその他のステークホルダーとのエンゲージメントに取り組むべきでしょう。

政策当局は、リスクを最小化しつつデジタルトランスフォーメーションを促進するための最善の⽅法を共同で模索するため、国内の幅
広いステークホルダーとのエンゲージメントに積極的に取り組むべきでしょう。ある英国のバンカーは、産業構造の多様化を踏まえ、経
済の異なる分野に影響する規制について共同で議論するため、多くの機関・組織が結集する必要性を指摘しています。その結果、
ステークホルダー間で議論や理解が深まり、協調体制が強化され、既存の公的機関の規制領域の合理化が適切と考えられる分
野に関する理解が改善されることになるでしょう。

テクノロジー関連のさまざまな問題に関する政策について議論、強化、調整を⾏い、可能な範囲で重複する規制や相反する規制を
緩和するための場として、グローバル・フォーラムを構築するという⾮常に重要な役割が、各国の政策当局には期待されています。

Mastercard、Citi、IBMをはじめとするグローバル企業のグループは、場合によってはG7のリーダーシップの下で、デジタル化の問題に特
化した金融安定理事会に類する組織の設置を求める提言を⾏っています5。また、より野心的な提言として、世界貿易機関
（WTO）を刷新する形で「デジタル・ブレトンウッズ体制」の構築を求める声も存在します6。当面は段階的なステップとして、データ・
ガバナンスやクロスボーダー規制に関する⼆国間、地域間の協定を締結することも考えられ、⼤規模な協定の合意に向けた足がか
りとして機能する可能性があります。シンガポールがオーストラリア、チリ、ニュージーランドと締結したデジタル経済協定が好例と言える
でしょう7。

対話と協調の推進 

政策当局は、国内の多様なステークホルダー間でデジタル化の問題に関する対話と協調を促進するイニシ
アティブを実⾏するべきである

政策当局は、国際的な協調、コンセンサスの形成、ガバナンスについて議論し、これらの強化を図る 
グローバル・フォーラムの構築に貢献するべきである 

金融規制当局は、協調体制を強化し、新興テクノロジーに関するベストプラクティスを学び、共有する
ために、国内の他の金融規制当局や他業種の規制当局との間のエンゲージメントに積極的に取り組
むべきである 
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エコシステムの参加者は、異なる分野を担当し重複することも多い（独占禁止法の規制機関とプライバシー保護の規制機関の重
複等）複雑な規制体系と、向き合わなければなりません。市場参加者にとって、ローカルな規制、国レベルの規制、場合によって
は地域レベルの規制に対応する作業にはコストと複雑性が付随するため、イノベーションを遅らせる原因ともなります。「我々がテクノ
ロジー企業に対して「X」をするよう指⽰しても、その日の午後にはプライバシー保護の規制機関が「X」を⾏うべきでないと指⽰すること
があります」という欧州の独占禁止法の⼤手規制機関の担当者の発言を、テクノロジー関連のコメンテーターであるベネディクト・エ
ヴァンス氏は引⽤しています8。 

国内の金融規制当局がさらに連携して、⾸尾一貫した対応を促進するようになれば、ギャップを特定し、コンプライアンス対応を煩
雑にさせる断片的かつ重複的な一貫性のない規制を最小限に抑えることが可能になります。金融規制当局は、様々な規制のイ
ニシアティブがどのように相互作⽤するかを考察し、追加的規制の導入を検討する前に現⾏の規制の適合性を評価する必要があ
ります。 

また、金融規制当局は、ベストプラクティスを学び、共有するために、他業種の規制当局とのエンゲージメントにも取り組むべきでしょ
う。ある英国銀⾏のエグゼクティブは、「⼈工知能は1950年代から存在していましたが、金融サービスの分野に導入されたのは最近
のことになります。ヘルスケアや航空の分野では、より高度な形で活⽤されています。(a.)他業種や(b.)他業種の規制を担当してきた
規制当局からは、多くの教訓が得られるでしょう」と指摘しています。 
 
 
 
 
 
 

規制当局がデジタル化の問題について議論し、政策アプローチを調整するグローバルなチャネルやフォーラムは、極めて重要な存在で
す。意⾒の交換を可能とし、知識の共有を促進するために、そのような場を拡充する必要があります。グローバル・ファイナンシャル・イ
ノベーション・ネットワークの主要創設メンバーであるシンガポール通貨監督庁（MAS）や英国の金融⾏為監督機構（FCA）等の、
イノベーションの実現に向けて⼤規模な投資を進めてきた先進的な規制当局は、他の当局が厳選された戦略とアプローチを模倣で
きるように、経験、教訓、ベストプラクティスを共有できる体制にあります。 

規制当局は他国の当局と連携することによって、政策のアプローチを調整し、規制当局のネットワークにお
いてベストプラクティスを共有するべきである 
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PPPの下で、規制当局と金融機関は常時コミュニケーションをとって直接連携することが可能になります。その結果、規制当局が変
化に対応し、十分な情報を裏付けとする全体の情勢にマッチした提言や規則を作成する作業が、後押しされることになるでしょう。
また、政策に影響を与えようとする金融機関にとっても、支援材料となるでしょう。

MASのAPIXプラットフォームやVeritasイニシアティブが好例と言えます*。後者は、⼈工知能とデータアナリティクスの責任ある導入を
促進する取り組みです。Veritasコンソーシアムを構成する⺠間セクターの25の参加者の1つであるテクノロジー企業のエグゼクティブは、
このイニシアティブは足元の規制に影響を与えようとするものではなく、指針やベストプラクティスを提⽰するものとして位置付けられる
ものの、将来の規制の重要な基盤を構成する可能性があると説明しています。官⺠両セクターが緊密に連携することによって、共
同で構築された信頼関係やガイドラインを確⽴することができます。

また、業界が直面する問題について、両サイドのステークホルダーがオフレコ・ベースで忌憚なく話し合える⾮公式の「安全なスペース」
も必要とされています。規制対象機関の複数のエグゼクティブは、⾃らのコメントが追加的な規制対応につながることを警戒して、
規制当局との対話に消極的な姿勢を⽰していました。その結果、ステークホルダーの間での有益な議論、信頼関係、協調に制約
が加わることになります。⾮公式な⽴場でコミュニケーションを図るカジュアルで「安全な」チャネルを設けることによって、そのような懸
念は後退するかもしれません。

金融機関とテクノロジー企業は、知識の共有と、同水準の技術的専⾨性を持たないことが多い当局担当者のスキルアップという点
で、有利な⽴場にあります。また、当局対応に一定の時間を充当することによって、新興テクノロジーと新しいビジネスモデルについて
包括的な理解を得られるよう、足並みを揃えて努力する必要があります。そのために、テクノロジーの専⾨家を直接関与させるべき
です。欧州のある⼤手銀⾏のCIO（チーフ・イノベーション・オフィサー）は、「私たちは当局対応に際して、各分野の専⾨家を直接関
与させる必要があります。これらの専⾨家は、コンプライアンス担当者やポリシー担当者にはできないような形で、規制当局の理解を
サポートすることが可能です」と指摘しています。そのような慣⾏を導入することによって、⺠間セクターはビジネスの⽬的やデジタル経
済の現実にとって最適な政策作りに影響を与えることが可能になります。

* APIXプラットフォームは、MAS、世銀グループの国際金融公社（IFC）、アセアン銀⾏協会によって創設された、フィンテックと金融機関のコラボレー
ションのための、世界初の国境を越えたオープンアーキテクチャのAPI市場/サンドボックス・プラットフォームになります。 

規制当局と金融機関は直接的なコラボレーションに取り組み、参加者全員が対等なパートナーである官
⺠パートナーシップ（PPP）を確⽴するべきである 

金融機関とテクノロジー企業は当局対応に際して、知識を共有し、⾃社の⽴場やビジネスモデルをより 
効果的に伝え、政策判断に影響を及ぼすために、テクノロジーの専⾨家を直接関与させるべきである 
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デジタル経済の現実を反映するとともに、デジタルのエコシステムと新興テクノロジーの可能性を妨げるような、規制トレンドの分断と
過度なデータ上の制約に対応する枠組みと環境を整備することによって、当局は支援を提供することが可能です。アフリカのある
CRO（チーフ・リスク・オフィサー）は、「産業経済からデジタル経済へのシフトに伴い、規制を変更する必要があります」と述べています。 
 

クロスボーダーの問題への対応 
 
 
 
 
 
 

各地域、各規制当局において独⾃の要件が規定されているため、多国籍企業が法域を超えて事業を展開するのは困難であり、
コストもかさみます。ある英国のバンカーは、「我々（多国籍企業）は、互いに整合性に欠ける細分化された規制を望んでいません。
デジタル経済では国境が存在しないため、問題はさらに⼤きくなります」と説明しています。 

当局はデジタル・アイランドを開発しようとせずに、相互運⽤性を促進するため新興テクノロジーに関する国際的なスタンダードの確
⽴に取り組むべきでしょう。少なくとも短期的には、完全に統一されたグローバル・スタンダードが確⽴される公算は小さいものの、最
低基準について合意しておくことは有意義でしょう。この分野において進捗を図るには、グローバルな視点を持ち、問題を狭く捉える
姿勢から転換する必要があります。当局の⽴場では、あつれきと分断を減らすために、国際的なイニシアティブを認識した上で、基
本的なレベルにおけるコンバージェンスを⽬指すべきでしょう。 

バーレーン中央銀⾏のフィンテック・イノベーション担当ディレクターであるYasmeen Al Sharaf氏は、次のように述べています。「異なる法
域において事業を展開するイノベーターに対する軋轢を減らすために、規制の調和を図ることは･･･極めて重要なことです。･･･他国
の規制当局がエコシステム全体をどのように監督しているのかを、理解する必要があります。･･･他国の規制当局が⼈工知能やクラ
ウド等の新興テクノロジーをどのように認識しているのか、これらの新興テクノロジーは異なる規制要件をどのように満たすことができる
のか、といった点を考慮する必要があります9」。 

時代に則した 
一貫性のある規制 

政策当局と規制当局は、デジタル経済の現実とクロスボーダーの性質を踏まえた、新興テクノロジーの一
貫性のあるグローバル・スタンダードにフォーカスするべきである 
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データ・ローカライゼーションの動きには細心の注意が必要です。あるアジアを拠点とする規制当局は、「データ・ローカライゼーションに
関しては、テクノロジー企業でさえも何らかのサプライズを受けることになるでしょう。この傾向はこれまで以上に定着するとみられ、反
対の動きを期待するべきではないでしょう」と警告しています。
データ・ローカライゼーション規制はデジタル経済に内在する多くの効率性と経済的機会を損なう可能性があります。政策当局と規
制当局は考え⽅を変化させて、経済と向かい合う際に、データ越境規制よりもデータ・セキュリティに注⽬するべきでしょう。その結果、
クラウドの可能性や規制されたデータの国境を越えた流れを妨げることなく、政治指導者が求める⽬標を達成することが可能となり、
デジタル経済の貿易と成⻑につながるでしょう（クラウドに関する詳細は17ページ参照）。G20⼤阪サミットにおいて議⻑国の日本
が提唱した⼤阪トラック「信頼性のある⾃由なデータ流通」は、注⽬がデータ・レジデンシーからデータ・セキュリティにシフトするきっかけ
を⽰すものですが、一部の⼈々はこのアプローチの利点に気付き始めています10。

業種横断的な規制に対する注目: デジタル経済全体における競争の推進

従来は異なる業種に関連していた活動・サービスの相互関連性に鑑みると、対等な競争環境を整備するには、一般に統合された
業種横断的なアプローチが必要になります。「オープン・バンキング」のような⾮対称的で業種固有の体制から、より包括的で経済全
体に関連する「オープン・データ」のエコシステムに移⾏する必要があります11。その結果、競争と消費者のエンパワーメントという本来
の⽬的が重視されるようになると同時に、金融機関とビッグテック企業を中心とする新規参入者の間の市場の歪みの問題に対応
がなされるようになります。同時に当局は、テクノロジーによって実現したカスタマイゼーション、イノベーション、成⻑と消費者保護のバ
ランスを、適切に⾒極める必要があります。

政策当局と規制当局は、クラウドや国境を越えてデータを共有するエンティティに対する規制の強化がもた
らす影響について、理解するべきである 

政策当局は、市場に歪みを生み出す規制の⾮対称性の問題に対処するべきである 
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ビッグテク企業は業界の融合・収斂を牽引し、消費者保護と公正で健全な競争促進の⽅法について、世界中で重要な問題を投
げかけています。規模、技術力、バランスシート等の競争優位性を有する少数のプレーヤーが市場を独占し、「⼤きすぎてつぶせない」
存在となり、金融システムの安定性に対してシステミックなリスクと脅威をもたらす可能性があります。

幅広い地域において、官⺠のリーダーの間には、システミックな重要性に鑑み、ビッグテック企業にはハイブリッド型のアプローチが必
要とのコンセンサスが広範に存在しています。BBVAのデジタル規制責任者であるPablo Urbiola氏は、次のように述べています。「純
粋な事業活動ベースの規制アプローチへの移⾏が進んでいない状況において、この原則をどのように実践するべきか、議論が必要で
す。事業活動ベースとエンティティ・ベースを組み合わせた形となりますが、特に重要な点として、対象機関の種類の違いだけでなくリ
スクの違いに応じて、異なる規制・監督を適⽤するべきでしょう12」。

INGのCIO（チーフ・イノベーション・オフィサー）であるAnnerie Vreugdenhil氏は、規制上の取り扱いにおいてプロポーショナリティの原
則を適⽤する必要性を強調し、銀⾏のイノベーション部⾨における活動が銀⾏の一部⾨であるという理由で、懲罰的な規制上の
取り扱いを受ける可能性があり、実験やイノベーションが阻害されてしまうと指摘しています13。同じような監督の対象にはならない
新規市場参加者の取り扱いとは、対照的といえるでしょう。

アジャイルでダイナミックな規制の実⾏

市場におけるクラウドや⼈工知能等の新興テクノロジーの導入は始まったばかりです。⼤⽅の主要市場においては、一般に公共政
策、⽴法、規制制定に数年の準備期間を要することを考えると、短い期間で規制が時代遅れとなるリスクが存在します。

規制には常時のモニタリングと定期的な調整作業が必要であり、新興テクノロジーに対する規制の影響を頻繁にさかのぼって評価
したうえで、想定外の結果や好まざる結果が生じた場合には政策を微調整することが極めて重要になります。また、規制のイニシア
ティブはテクノロジーの観点において中⽴的でダイナミックなものとすべきであり、規制当局は過度に規範的な義務を課すのではなく、
金融機関が新興テクノロジーを導入する際には一定の戦略的寛容さを提供するべきでしょう。

規制当局はビッグテック企業に対する監督体制を再考して、エンティティ・ベースと事業活動ベースの規制を
組み合わせるべきである 

規制当局は、急速な市場の変化に対応し、さらなるイノベーションに適応するために、一定の敏捷性と 
ダイナミズムを採り入れるべきである 
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技術的な専門性と知識を新たな政策判断に結び付ける

金融機関とテクノロジー企業は、規制の刷新と調和をサポートする重要な役割を担っています。両者とも、知識を共有し、好ましい
慣⾏についてより良いアイデアと提言を当局に提供する必要があります。

規制を刷新する必要性は確かに存在しますが、重要な点として、規制の文面⾃体は業界がテクノロジーを導入する際の障壁にな
るとは限りません。規制当局と金融機関に共通して言えることは、多くの場合、スキルの蓄積がネックとなります。あるアジアを拠点
とする銀⾏のエグゼクティブは、「時として、規制上の障壁と⾒なされているものが銀⾏⾃身の［理解不足］に起因することもあり、
規制当局が反発するのは当然のことです」と指摘しています。

金融機関とテクノロジー企業は、より実践的な政策提言を⾏うことに注力するべきである 
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次世代のビジネスモデルをサポートし、デジタル経済の可能性を発揮させる上で、クラウド、⼈工知能、デジタル・アイデンティティ等の
主要な新興テクノロジーは重要不可欠なものであり、これらを安全かつ適切に責任を持って導入する取り組みを、ステークホルダーは
協力して推進する必要があります。

クラウドは、効率性、スケーラビリティ、柔軟性、頑強性、リスク管理、サイバーセキュリティの改善に役⽴つものであり、重要な点とし
て、金融機関は個⼈化されたサービスを即時に提供できるようになります。また、他の新興テクノロジーの可能性を最⼤限に引き出
します。ある⽶国⼤手企業のエグゼクティブは、「古い閉鎖的システムにおいて⼈工知能や機械学習を実⾏するには数週間かかり
ますが、クラウド上では数分で完了します」と指摘しています。

消費者が銀⾏サービスを必要とする分野において、デジタル経済と消費者の生活を統合するために、デジタル・アイデンティティは重
要な役割を果たします。ファイナンシャル・インクルージョン、金融犯罪の防止、取引開始時における顧客体験の向上に寄与すると
期待されています。

クラウド

銀⾏とテクノロジー企業のエグゼクティブは、マルチクラウド戦略の導入が義務付けられると、複雑性やコストが便益を上回るおそれ
があり、好ましくないと考えています。⽐較的⼤規模な金融機関においては、一部の業務にマルチクラウド・モデルを導入するのは合
理的なことかもしれませんが、頑強性が保証されるわけではありません。マルチクラウド・モデルの具体的な⽬標や⽬的について、対
話を重ねて明確にしていくことが重要になるでしょう。

基盤となるテクノロジーの
導入支援 

⼈工知能はデジタル経済に欠かせないものであり、与信審査、新規顧客の承認、商品設計、不正防止
等の分野において、その重要性は高まる一⽅である。これにより、これまで対象外とされてきた、あるいは
サービスが不完全であった市場セグメントに対するサービスの提供が可能になる

規制当局は金融機関に対して特定のクラウド・モデルを指定するのではなく、リスクに関する⾒解を 
共有し、導入判断に際してのリスク基準を設定するべきである 
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クラウドへの移⾏に伴うリスクとして、ベンダー・ロックインが挙げられます。クラウド・ユーザーが単一のプロバイダーに依存する結果、複
雑な手続き、多額のコスト、法的な制約を避けつつ円滑に別のプロバイダーに移⾏できないリスクを指します。規制当局はこのような
リスクを軽減しつつ、クラウド内部のデータのアクセスとポータビリティを維持するために、業界やテクノロジー企業と連携することによっ
て有益な役割を果たすべきでしょう14。金融機関に暗号化キーの保持を認めることは、より効率的な⽅法で実現可能な有力なアプ
ローチの一例です。 
 
 
 
 
 
 

直接的な監督の下でクラウド・サービスの主要なプロバイダーに認証を付与することによって、当局は付随するリスクについて理解を
深め、各金融機関が審査、モニタリング、評価を重複的に⾏う⾮効率性に対処することが可能になります。一⽅で、金融機関に
とっては、中核的なシステムや将来のインターフェースについて理解、管理する積極的な役割が免除されてしまうと、いずれは第三者
的な弱い⽴場に後退してしまう可能性があります。クラウド・サービスのコンフィギュレーションは重要な差別化ツールであり、各金融機
関が独⾃のリスク・プロファイルを保持するという原則は、堅持するべきでしょう。加えて、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）市場
において早期に認証を取得した企業のシェアがさらに拡⼤してしまう可能性も無視できません。CSP、金融機関、規制/監督当局は、
情報の共有や共通の契約条項の共有といった、クラウド導入に伴う障壁や重複的なプロセスに対処するソリューションも、追求する
べきでしょう。 
 
 
 
 
 
 

クラウド・サービスへの移⾏に際しては、規制・リスクに対する懸念、初期コストといった問題が伴うため、多くの金融機関では混乱が
生じています。これらのリスクを認識したうえで対策を講じる必要はありますが、古い閉鎖的なITシステムからクラウドへの移⾏に伴う
メリットは無視できません。金融機関は⾃らの戦略的な⽬標・⽬的をベースに、リスク管理戦略を伴う導入計画の策定に注力する
べきでしょう。一⽅、規制当局の⽴場では、安全な形で移⾏を成功させるために、金融機関と密接に連携する必要があります。 

ステークホルダーは、金融サービス当局の直接的な監督の下でクラウド・サービス・プロバイダーに認証を付与
することの意味合いを、慎重に考えるべきである 

 

規制当局は、クラウド・サービスのデータ・ポータビリティと相互運⽤性を確実にするため、クラウド・サービス・
プロバイダー等のベンダーと連携するべきである 

 

クラウド・サービスを導入しないリスクの⽅が導入に付随するリスクよりも⼤きい。金融機関と規制当局は、
テクノロジーの移⾏プロセスの円滑化に寄与するアプローチを採⽤する必要がある 

 



デジタル・プロミスの実現 | 今とるべき⾏動 

19

⼈工知能

⼈工知能の重要性が高まり、将来的にはデジタル経済全体に遍在する可能性が高いことを踏まえると、バイアス等のリスクを最小
化するためのルール作りが必須となります。ステークホルダーは明確で妥当性と一貫性のあるルールを整備するために、国内外の同
業者やその他のエコシステムの参加者と協力する必要があります。OECDが2019年に採択した「⼈工知能に関する原則」では、この
分野におけるグローバルなコラボレーションが例⽰されています15。

デジタル・アイデンティティ

デジタル経済においては確実で信頼性のあるデジタル・アイデンティティ・サービスが不可欠であり、金融機関にとっては、信頼性の高
いデータ・カストディアンとしての既存の地位とKYC向けの⼤規模な投資の成果を活⽤する⼤きな機会が⽬の前にあります。それを実
現するためには、同業者や他業種との幅広いコラボレーションが必要になります。単独で全体の需要を満たすことが可能な金融機
関は存在せず、ユーザーは生活の様々な場面に応じたソリューションを要求するでしょう。

このため、Open ID FoundationとIIFが推進するオープン・デジタル・トラスト・イニシアティブのように、全ての参加者が対応可能なスタ
ンダードや原則を⽤意することが重要になります16。⼤手金融コングロマリットのチーフ・イノベーション・オフィサーは次のように述べてい
ます。「”アイデンティティ”の意味は時間の経過に合わせて劇的に変化することになるでしょう･･･。25年間も変化せずに時代に遅れ
をとった、トップダウンの業界主導型モデルに拘束されることを望む⼈はいません。絶対的で競争力のあるもの、エンティティ主導では
なくスタンダード主導のものであれば、さらに望ましいと言えるでしょう」。

ステークホルダーは、⼈工知能のフレームワークが倫理、公平性、透明性、説明責任、信頼性に関する共
通の原則に収斂するように、協力するべきである

金融機関と当局担当者は、業種や国境を越えた相互運⽤性をサポートするデジタル・アイデンティティ・
スタンダードを整備しなければならない
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結論

金融サービスのエコシステムが進化を続けるなかで、金融業界と規制当局の垣根は曖昧さを増すようになり、データ・インフラには相
互運⽤性やポータビリティに関する問題が依然として存在しています。確固たる措置を協調的に講じない限り、エコシステムの参加
者が受ける影響は指数関数的に増⼤する⾒通しです。今こそ、エコシステムの全参加者が一丸となって、デジタルトランスフォーメー
ションに対する最⼤の障壁を共同で克服して、金融サービスにおけるデジタルの真のバリューを解き放つタイミングと言えるでしょう。
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