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オープンバンキングには、金融サービス業界の未来を変え
る可能性がありますが、その可能性を最大限に引き出す
には、設計、用途、事業への影響を慎重に検討する必要
があります。本稿は、カナダの金融サービス部門が直面す
るオープンバンキングに関する最も核心的な問題に迫る、
連載記事の第1回目です。

多くの国々と同様に、カナダもまた、消費者が安心して自らの金融データを共有
する権利を確立する過渡期にあります。オープンバンキングは、イノベーションや
競争の促進から現在のデータシェアリングモデルに係るリスクの軽減まで、明る
い展望を数多く掲げています。しかしながら、これらのベネフィットを実現するた
めには、消費者への提供価値を追求しつつ、二分化した規制システムや、スクリー
ンスクレイピングの増加といったカナダ固有の事情、またそれらに関連する課題
についても考察する必要があります。カナダにとっては、他国の事例が学びとなる
ことでしょう。例えば、イギリスやEU（欧州連合）は、顧客価値における不整合
や唐突なコンプライアンス要件、そして無秩序な顧客体験が原因となり、当初の
目論見が頓挫して多大な損害を被りました。そのような教訓からは学ぶことが多
くあります。イギリスでは、イノベーションの阻害を恐れるあまり、スクリーンスク
レイピングが野放しになっています。カナダの人々にとって有益で、かつセクター
全体としても効率的なオープンバンキングを実現するためには、様々な立場を踏
まえたアプローチが必須となることでしょう。協業的でユーザー中心のモデルを
推進するにあたっては、政策立案者や金融機関、そしてイノベーター全てに果た
すべき役割があります。「カナダのオープンバンキング・フレームワークの構築」（原
題：Creating a Canadian Open Banking Framework） というデロイトの
報告書では、オープンバンキング・フレームワークの設計に必要とされる主要な
選択肢について検討しました。本稿では、カナダのオープンバンキングが、協業を
通じて確実に消費者に向けて最大の価値を実現できるようにするための５つのポ
イントについて考察します。



3

オープンバンキングの時代：オープンバンキング・フレームワークの構築に関する５つの考察

1.  データ範囲の拡大：オープンバンキングの最終的な目的が、消費
者に対する革新的で競争力のあるソリューションの実現か、それと
もスクリーンスクレイピングの阻止かに関わらず、その目的を達成
するためには、対象となるデータの範囲を顧客のより広範な金融
データエコシステムにまで速やかに拡大するべきです。その第一歩
として、主要な口座の取引データを、消費者が自らシェアするため
の安全な手段と経路を創出するところから始めなければなりませ
ん。金融セクターにおける最大のサービスギャップを解消し、資産
取り崩しの計画や、キャッシュフロー管理をサービスとして提供す
るためには、融資、投資、保険、年金データを含む総合的なデータ
アクセス権限が必要となります。スクリーンスクレイピングの慣行
は、こうしたギャップを埋めるために進化し続けてきましたが、適
切な代替方法が構築されて初めて、それによって効果的に置き換
えられるのです。オープンバンキングの範囲を狭く捉え、対象とな
るデータの範囲を絞った国では、既にこういった事情が明白となっ
ており、そのためデータ範囲の拡大が議論されている最中です。カ
ナダの包括的なデータ戦略には、パブリック、ヘルスケア、テクノロ
ジーセクターを始めとするその他のセクターにおけるデータポータ
ビリティに向けた明確な道筋も含まれていなければなりません。カ
ナダでは、多くの機関が州の管轄下にあるため、同国の二分化し
た規制モデルが対象となるデータの範囲の拡大に対する障壁とな
る可能性があります。こうした施行上の課題を克服するには、プラ
イバシー法を整備・モダナイズしたうえで、セクターを跨いで消費
者データをシェアできるよう、ポータビリティの促進も行わなくては
なりません。データ管理、データ活用の機能を備えた金融セクター
傘下の民間事業者と協業することで、タイム・トゥ・マーケット（商
用化までの時間）を早めることが可能になるでしょう。最後に、当
該フレームワークは、金融サービスセクターに限定されるべきもの
ではありません。カナダの人々のオープンデータの権利を実現する
には、経済全体からの俯瞰的な見方を取り入れなければならない
と考えられます。それゆえに、様々な政策立案者、規制当局者、そ
して民間事業者間で協業する際には、金融サービス以外からのプ
レイヤーも参画させるべきなのです。こうした協業を達成すること
が、相互参画を促進するインセンティブを取り込んだインダストリー
ソリューションと消費者の権利に整合する政策を定義付けることに
なります。

2.  新興企業向けの明確な監督指針：カナダの人々に新しい価値を
生み出すオープンバンキング・アプリケーションを構築するのは、
おそらく新しいビジネスモデルの事業者となることでしょう。こうし
た事業者の多くは、結果的に連邦規制当局の管轄、もしくは現在
のエンティティベースの規制ルールから外れることになります。例
えば、消費者のサービスプロバイダー切り替えの支援や日々の財
務管理の提案を行っているような事業者は、州の統治下に置かれ
るか、もしくは現在のフレームワーク下で十分に監督が行われてい
ない状態になります1。より優れた消費者保護や業界の安定化を図
り、新規参入者にとっての規制の不透明性を軽減するためには、
金融データ駆動型の事業者向けに明確に定義付けされた監督指
針を構築すべきです。実際のビジネスに即したフレームワークに移
行するには時間がかかります。効果的な当座の対応としては、国と
州の双方の規制当局による委員会や、国家主導のフィンテックライ
センスモデルが挙げられます。また、最も影響力の強いオープンバ

ンキングのアプリケーションは、ペイメント・モダナイゼーションと
デジタル・アイデンティティとの接点において創出されます。こうし
た進行中のイニシアティブに向けて合理的で一貫性のある規制モ
デルを作成すれば、事業者の監督におけるギャップは最小化し、セ
キュリティに対する相乗効果が生まれ、そして業界の参画者全般に
より大きな効率性がもたらされるでしょう。

3.  消費者の利用を促進する設計：消費者が有意義にオープンバンキ
ングを利用できないのは、消費者だけでなく、業界にとっても大き
な損失となります。オープンバンキングが幅広く利用されるために
は、消費者のニーズを組み込み、かつ信頼を醸成する同意モデル
を構築することが不可欠になります。消費者自身の同意に基づく
データの企業間共有や、それに関連する利益とリスクに関するユー
ザー教育を行うことが、信頼の獲得に向けた第一歩となります。さ

らに設計プロセスは、分かりやすく明確、かつスムーズな顧客体験
を生み出す要素を最優先するものでなければなりません。消費者
がデータ管理者やデータ活用企業に対して同意を提供、管理、取
消を行う方法に関して、業界全体で一貫した基準を設定すべきで
あると考えられます。その一貫性が欠如していると、消費者に混乱
を引き起こし、同意と消費者自身によるデータ・コントロールの実
効性が低下します。例えば、イギリスでは、消費者を中心に据えた
設計に偏りすぎたことで、顧客体験がかえって分かりにくく、無秩
序なものとなってしまいました 2。それとは対照的に、オーストラリ
アのアプローチでは、一定の基準を設けて顧客体験を中心に据え
た設計を行いました 3。理想的には、こうした基準は、カナダのデ
ジタル・トランスフォーメーションというアジェンダの一環として金
融データの域を超越したものにすべきです。消費者の声の取り入
れを形式的に捉えるべきではありません。信頼とユーザービリティ
に影響する要素のテストと精緻化に、消費者自身を積極的に関与
させることで、はじめて消費者の利用を促進するに足る、消費者中
心の設計が実現するのです。

１  https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2016/fintech-companies-what-are-the-key-laws-regulat/
２  https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/open-banking-report-150719.pdf
３  https://consumerdatastandardsaustralia.github.io/standards/#consumer-experience
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4.  スムーズなデータ移行：400万人以上のカナダ人がスクリーンス
クレイピング技術を活用したアプリケーションを利用していること
に鑑みると、オープンバンキングの設計においては、この技術に依
拠する企業のデータ移行時におけるユーザー体験を考慮すべきで
す。オープンバンキングのデータ範囲が限定的なことに加え、オー
プンバンキングを採用しているデータ活用企業の共通の障壁の1
つとなっているのは、オープンバンキング・ソリューションへの切り
替えに際しての、口座の再連携に起因するカスタマーチャーン（解
約・離反）です。ユーザーが継続中のサービスのデータアクセスを
再認証し、改めて規約に同意しなければならないといった手間が
大きくなるほど、とりわけデータ・アグリゲーションを主要な提供
価値とするフィンテック企業は壊滅的な結果を被ることになります。
カナダのオープンバンキング・フレームワークにおいてデータ移行
の課題を克服し、消費者に分かりやすいデータ移行の手順を提示
するためには、対象を絞った消費者教育と、業界の主要なプレイ
ヤーによる消費者のサポートが必要となります。

5.  イノベーション・エコシステムへの支援：オープンバンキングは、
金融サービスのバリューチェーンに参入する新規のイノベーターた
ちに対する障壁となってはなりません。オープンバンキングの中核
をなす要素は、データ活用企業が消費者データへのアクセスを入
手するうえでの必要最小限度を設定するリスクベースの基準です。
こうした基準は、消費者と金融サービス業界全体を保護するため
には不可欠です。ただ、その基準がデータ駆動型のビジネスモデ
ルを有する新規の市場参加者にとっての参入障壁として作用する
場合もあり得ます。安全性と競争のバランスを保つ健全なイノベー
ション・エコシステムを醸成するには、そうした新規参入者たちが
自らの価値提案とビジネスモデルの提供を可能にする道筋を創り
出さなければなりません。この例には、本物と同等のデータを格納
するサンドボックスの構築や、制限付きの小規模なアクセスを有効
化するデータ・アグリゲーターとの協働が当てはまる場合がありま
す。結論として、カナダの人々と事業者にとってのより大きな価値
を実現するには、オープンバンキングの背景にある「理由」を見失っ
てはいけません。これを達成するには、カナダのオープンバンキン
グモデルの設計の中核に消費者の信頼、信用、ニーズ、そして体験
を据えなければならないのです。
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次の記事では、オープンバンキングの可能性を探求している企業にイ
ンスピレーションを与える5つの有望なユースケースと進め方について
究明していきます。

ここをクリックして登録してください。カナダの金融サービスセクター
が直面しているオープンバンキングの最も核心的な問題を探求する論
説と今後のイベントに関する情報をいち早く入手しましょう。

主な問い合わせ先 （原文）

Hwan Kim
Canadian Open Banking Leader
hwankim@deloitte.ca

Julien Brazeau
Canadian Financial Services Policy Leader
jbrazeau@deloitte.ca 

主な寄稿者

Anthony Korshunov 
Senior Consultant

Jenny Pan
Consultant 

mailto:mailto:cafinancialservices%40deloitte.ca?subject=Yes%2C%20sign%20me%20up%20for%20the%20Open%20Banking%20mailing%20list
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問い合わせ先（和訳版）

田邊 愛貴
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
ytanabe@tohmatsu.co.jp

先本 知由
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアマネジャー
tsakimoto@tohmatsu.co.jp

岩男 理敏
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
マネジャー
miwao@tohmatsu.co.jp

中津川 紘太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
スペシャリストシニア
knakatsugawa@tohmatsu.co.jp

丸山 由太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
ディレクター
yutmaruyama@tohmatsu.co.jp

黒木 恵太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアスペシャリストリード
kekuroki@tohmatsu.co.jp

三好 宏明
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント
hiroakmiyoshi@tohmatsu.co.jp

水上 和子
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
スペシャリストシニア
kamizukami@tohmatsu.co.jp

注意事項：
本資料はDeloitte Canadaが2020年12月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ グループが翻訳したものです。和訳文と原文（英
語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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