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はじめに 

皆様へ

過去2年にわたり金融業界における人工知能（AI）の未来を調査する過程で明らかになったのは、AIと他の新興テクノ

ロジーの関係性を調べることが急務だということでした。このため、世界経済フォーラム（以下、「WEF」）とDeloitte 

Consulting LLP（以下、「デロイト」）は視野を広げて調査を行うことになりました。 

調査では、1年をかけて、この分野のエキスパートおよび金融サービスの全領域（銀行、保険、決済、投資運用、資本市

場を含む）のエグゼクティブにインタビューを200回以上実施しました。また、世界中の金融ハブで9回のワークショップを開

催しました。その結果を取りまとめた最新のレポート”Forging new pathways: The next evolution of innovation in 

financial services”（新たな道筋を構築する：金融業界におけるイノベーションの次の進化）では、新興テクノロジーの戦

略的クラスターを金融業界のビジネス上の問題に適用したときに生じ得る相乗効果について解説しています。本レポートは

その調査結果の概要をまとめたものです。 

私たちが目指したのは、経営者、規制当局、政策決定者に以下の視点を提供することです。 

 新興テクノロジーの交点において金融機関が提供できる新たな価値提案

 新興テクノロジーが競争力学や市場構造への影響を伴いながら金融業界全体にもたらし得る機会

 新興テクノロジーが単独および組み合わせでもたらし得るケイパビリティ

本レポートが、新興テクノロジーが金融業界の未来に及ぼす影響を浮き彫りにし、イノベーションと消費者・市場・金融機

関および社会の保護のバランスの取れた対応を意思決定者が立案するのに役立つことを願っています。 

Bob Contri 
Financial Services Industry Leader, Deloitte Global 
bcontri@deloitte.com 

Rob Galaski 
Vice-Chair and Managing Partner, Financial Services, Deloitte Canada 
rgalaski@deloitte.ca 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/forging-new-pathways-next-evolution-of-innovation.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/forging-new-pathways-next-evolution-of-innovation.html
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本レポートの背景 

今日、金融機関はこれまでにない速さと高度な方法でイノベーションを追求することが求められています。従来とは異なる

プレイヤーとの競争の激化、あらゆるセグメントにおける顧客の要求の高まり、規制当局の姿勢の柔軟化といった近年の

業界における情勢が、業界全体にわたるイノベーションの必要性を強調しています。 

このような許容的環境にもかかわらず、業界は依然としてイノベーションの遅れを取り戻すことに躍起になっています。金融

機関は相変わらず伝統的なインフラを抱え、新興テクノロジーがどのように戦略的方向性を形作り、影響を与えるかにつ

いて明確な方向性が見えず苦しんでいます。また、テクノロジーは考慮すべき事柄のひとつの要素にすぎないとは言え、同

じ時間軸で成熟していく潜在的な変革技術の膨大な数と、テクノロジーが相互に結び付く方法の複雑さが、もはや戦略

的決定はテクノロジーとは切り離せないことを示しています。 

金融業界は重大な局面に立っています。困難な課題に対し自発的に行動できれば、変革をもたらすイノベーションの機

会とケイパビリティの両方を手にすることができます。しかしながら、既存の金融機関は、インフラ、オペレーティングモデル、

価値提案を変革するために大胆に踏み出していくでしょうか。それとも、好機を逃してしまうのでしょうか。当然ながら、後

者の場合は、ディスラプターからの圧力が増大するか、将来、さらなる危機に晒されることになりかねません。 

この問いへの答えが、今後数年間での戦略における勝者と敗者を明確に分けますが、ひとつ明らかなことがあります。新

興テクノロジーは単独でも強力ですが、組み合わせると、将来に亘って金融機関のアーキテクチャーを近代化するための進

化したケイパビリティをもたらします。具体的には、図1に示すように、新たな機会をもたらすために新興テクノロジーを組み合

わせて使う方法は4つあります。 

最初のステップとして、金融業界の経営者は新興テクノロジーがもたらす新たなケイパビリティを明確に把握しなければなり

ません。ただし、ケイパビリティ自体はパズルの一部にすぎません。より重要なのは、こういったケイパビリティが、金融業界の

新たな市場構造やオペレーティングモデル、並びに金融機関がそれらを追求する上で開発し得る価値提案において、実際

にどう活用されるのかを理解することです。 

業界のリーダーたちは、いかにしてテクノロジーの議論が世界中の金融機関の経営者、さらには取締役会での中心的議題

になったのかを話してくれました。これは、金融機関の戦略策定や事業運営の方法の転換を示しています。戦略的決定

を下す際にテクノロジーが果たす役割を考えることや、人間とデジタルのケイパビリティの最も有効な組み合わせは具体的

にどのようなものかを考えることが、「ゲームの勝ち方」の意味するところになってきています。 
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図1: 新興テクノロジーのクラスター 

プライバシー強化のテクニック (PETs) により、

実データを第三者に提供をせずにデータ分析

をできるようになる。 

分散台帳技術  (DLT) により、トランザク

ションデータを直接的かつアトミックに処理で

きるようになる。 

Augmented/Virtual Reality (AR/VR) により、顧客や

従業員を引きつけることが可能な情報に富んだチャ

ネルを構築できる。 

5G、IoT、特定タスク専用ウェアが物理的

情報と金融プロセスをリンクさせる。 

人工知能 (AI) およびクラウドコンピューティングは

どのクラスターでも中心に位置し、他の新興テクノ

ロジーのベースとなる。

量子コンピューティングが新

たな分析能力をもたらす。 

量子 
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出典：Forging new pathways: The next evolution of innovation in financial services 
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人工知能 (AI) 

AIとは、適応予測力によって可能になり、

自律的学習をする一連のテクノロジーで、

人間の感知力、理解力、行動力、学習

力を拡張する。 

クラウドコンピューティング 

クラウドコンピューティングとは、インターネット

上でのオンデマンドのリモートコンピューティン

グサービス（データの保存、計算能力な

ど）の提供をいう。 特定タスク専用ハードウェア 

特定タスク専用ハードウェアとは、AIモデル

の学習を加速または最適化し、AIベースの

推論を向上させるために使える一連の関

連するハードウェアをいう 

IoT 

IoTとは、物理的なモノでデータを生成しそ

れをインターネット上に送信し、そのデータを

処理することをいう。 

分散台帳技術 (DLT)  

DLTとは、複製、同期、分散化されたネット

ワークによってサポートされた取引や契約のデ

ジタル台帳（例：データベース）をいう。 

5Gネットワーキング 

5Gネットワーキングとは、スピードの向上、

ネットワーク帯域の拡張、通信遅延の短

縮、ネットワークセキュリティの強化が期待さ

れる移動通信ネットワーク技術の次世代

標準をいう。 

量子コンピュータ 

量子コンピュータは自然の物理現象に依

拠して、量子力学によって情報を処理す

る。量子コンピュータは最適化、シミュレー

ション、機械学習などの具体的な一連の

問題に関する計算能力を飛躍的に増大さ

せる可能性を持つ。 

拡張/仮想現実 (AR/VR) 

AR/VRとは、仮想世界と現実世界をつなぐ

2つの異なるテクノロジーであるが、これらは

相互関連性が高い。 

プライバシー強化のテクニック (PETs)  

ゼロ知識証明やマルチパーティ計算などのPETs

により実データを送信しなくても、第三者がそ

れを分析できるようにする。 
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イノベーションの道筋を追求する

新興テクノロジーをクラスターに分類し、それらがもたらすケイパビリティを考察することで、金融サービスのどの領域でイノベー

ションが進展しそうか、インサイトを得ることができます。私たちはそのインサイトから金融業界の未来を形作っていくと考えら

れる一連の卓越した「イノベーションの道筋」を見出しました。 

図2に示す、新興テクノロジーの適切な組み合わせによって構造変革が最も起こりそうな4つの領域がその道筋です。図の

内側に各道筋で生じる構造改革を、外側にそれを体現する未来の価値提案の事例（ユースケース）を示しています。 

次ページからは、各イノベーションの道筋について、最も進化が起こりそうな条件や進化を促進させる潜在的ケイパビリティ

も含めて詳細に解説し、各道筋で予想される主な価値提案を浮き彫りにしていきます。 

図2：テクノロジークラスターが可能にするイノベーションの道筋 
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道筋A：金融の枠組みを超えたエコシステムの構築 

道筋Aでは企業はエンゲージメントを深化させ、顧客データを保護し、全く新しい価値提案を生み出すために、強力なエコ

システムを構築することにより金融商品と非金融商品を組み合わせることができます。 

これらのイネイブラーとなる技術で実現できること： 

・ 元となるデータを共有しなくても、異なる情報源に対してクエリを発行してデータを分析することにより、データ共有リスク

を軽減できる。 

・ 情報のトレースや協力者とのデータ照合、悪意のある者よる情報改ざんの防止を企業が容易にできるようにすること

で、データ流通履歴を保護できる。 

・ 契約書内容の調整や取引処理に関わる手作業を排除するスマートコントラクトで、取引の自律性を促進できる。 

ディスラプションが発生しやすい領域： 

PETs 

AR / VR 

DLT 

5G 

TSH 

クラウド 量子 

金融商品が、非金融商品・

サービスに組み込まれるケース

顧客が金融に関する 

意思決定に苦労している 

ケース

まとまっていないデータプールで

あっても、高い信頼のハードル

をクリアしているケース 

これは金融機関にとって、新しい顧客やデータの源泉になり得ます。ただし、金融機関が顧

客に直接アクセスできない場合が多いため、顧客との深い関係構築が制限される可能性も

あります。 

将来の姿：洪水のパラメトリック保険がセットされた住宅をオンラインプラットフォームで購入

する。 

金融アドバイスおよび付帯サービスは、競争が激しい業界の企業にとって、重要な差別化要

因となり得ます。また金融機関が得ることのできる顧客データは、金融機関が商品を顧客の

目的に合わせてさらに改善していくのに役立ちます。 

将来の姿：個人向け資産管理ツールが、キャリアプランニングや仕事探しに関するパーソナラ

イズされたアドバイスも提供する。 

顧客が自分のデータを自分でよりコントロールできるようになると、金融機関は顧客がデータを

管理するのを助ける信頼できる仲介者になれます。 

将来の姿：金融機関が開発した本人確認情報連携や同意管理デジタルプラットフォーム

により、クライアントは他者が保有する機密データを安全に共有できるようになる。 
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金融機関が取れるステップ： 

• パートナーシップ管理を強化する。主要な機能や販売チャネルの所有者がパートナーのエコシステム全体に割り振られるようになるため、

調達およびパートナーシップ管理の役割をコアとなる戦略部門として強化する。

• 説明責任の枠組みを最新化する。金融業界および他の業界のプレイヤー全体に公平に法的責任や説明責任（たとえば、データセ

キュリティに関して）を分担させるセクター横断的な枠組みの構築を支援する。

• カスタマージャーニーにパートナーを当てはめる。広範なカスタマージャーニーを深く理解した上で、パートナー候補を特定し、戦略的目標に

基づいて優先順位を付け、付加価値のあるエコシステムを構築する。

ユースケース

ダイナミックな生命保険＋健康保険

概要：金融および非金融プレイヤーのエコシステムを一つの提供商品に取りまとめ、データの安全

な流通を促進することにより、ダイナミックな生命保険・健康保険商品が保険会社（より良いリ

スクマネジメントの観点）から提供され、消費者（より健康的なライフスタイルの観点）およびエ

コシステム内の他のパートナー（売上の増加の観点）間で、インセンティブの整合を取るのに役立

ちます。 

エミリーがスーパーで買い物しているときに、スマートフォンの食料品アプリからプッシュ通知を受け取った。プッシュ通知は、より健康的な食料品を購

入することにより、加入している保険会社からポイントをもらうことを勧めるものである。同じ日に、エミリーのフィットネストラッカーが、ジムの週間目

標を達成したため、追加のポイントが保険会社から付与されたことを通知してきた。エミリーはこのポイントを使って家庭用品などの特典を得るか、

将来使うために貯めておくことができる。 

数日後、エミリーはいつも通っている歯医者に行った。保険会社はすぐに診療でかかった費用を補償し、保険金を支払った旨の通知をする。その

月の終わりに、エミリーは保険会社から最新の獲得したポイントの合計と（安くなる可能性のある）生命保険料が記載された通知を受け取る。

また、エミリーは翌月にどのようにしてより健康的な生活を送れるか―追加ポイントを得られるか―に関する個人向けのアドバイスも受け取る。 

マルチプライヤー・エフェクト | テクノロジーの戦略的組み合わせによる相乗効果の創出
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道筋B：物理的プロセスとデジタルプロセスの統合 

道筋Bでは、新興テクノロジーによって物理的なプロセスに関するデータを金融商品に組み込むことができます。これにより、

企業はリスク評価および価値評価を向上させ、取引開始者の身元を確認し、物理的プロセスからのデータの出所を検証

し、金融商品販売を最適化できます。 

これらのイネイブラーとなる技術が以下の基礎を作ります。 

・ 5Gネットワークに接続された物的資産や在庫をモニタリングし、AIがクラウド上で分析できるほぼリアルタイムのデータを

提供する。

・ IoT機器からのデータの異常を検知することにより、データの正確性を維持できるようにする。 

・ 物体や人間を自動的に分類することにより、私たちの周りの世界を拡張する。 

ディスラプションが発生しやすい領域： 

PETs 

AR / VR 

DLT 

5G 

TSH 

クラウド 量子 

「ある時点」での判定から

「継続的」な判定へシフト

するケース 

物理的資産を介して金融取

引を行うケース 

金融機関は継続的な評価や判断を行って、顧客に十分な予測的かつ予防的な情報を提

供することにより、顧客がその金融機関に対してロイヤルティを持ち続けるようになります。ま

た、企業は店舗への客足などの物理的なデータに基づいて、財務的結果を予測する能力を

向上させることもできます。 

将来の姿：銀行は、物理的資産が提供するリアルタイムの情報に基づいて信用度やリスク

を取る価値があるか継続的な判断を行う。 

先行企業が物理的資産を介して金融取引を行う利便性を提供することにより、競合から

取引を獲得するのに役立ちます。ただし、製造業者（自動車メーカーなど）が手数料の一

部を要求してくる可能性もあります。 

将来の姿：自動車を借りたい顧客に対しては、その車自体から提供される機能でデジタル

決済に対応する。自動車を購入したい顧客に対しては、その車自体からローンを提供する。 
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金融機関が取れるステップ： 

• デジタルIDの開発を推進する。データ流通履歴の検証とセキュリティの確保に役立つ個人、企業および資産全体にわたるデータフローの

標準化および調整を行ない、業界横断的なデジタルIDの枠組み構築を支援する。

• データの必要性を再評価する。収集したデータを定期的に再評価して見えていなかったデータを見つけ出し、十分に活用されていない

データを特定するとともに、データ収集のコストがメリットを上回る部分を特定する。

• 柔軟性のあるインフラに投資する。企業間の複数のデータ中心テクノロジーの統合を調整するためにクラウドベースのインフラを採用する。

また、新たなテクノロジーとデータソースをモジュール単位で統合するためにプロセスを標準化する。

•

ユースケース

ジャスト・イン・タイムの貸付

概要：中小企業は、カスタマイズされたビジネスアドバイスや、事業の成長にマッチした貸付商品などの

恩恵を受けられます。戦略的アドバイザーおよび信用できる業務アドバイザーとして、金融機関は自らを

新たにポジショニングすることができます。 

ポールはオーストラリアで小規模な製造業を営んでいる。最近、事業が急成長してきたので、必要なと

きに資金を調達するのにしばしば苦労をしていた。 

ポールと取引銀行は、査定エンジンとポールの業務・財務データを結び付けた。また、メンテナンスと使用状況のモニタリングのために重要な機械

にIoTのセンサーを取付けた。リアルタイムな情報の流れとAI意思決定ツールの利用により、新規の注文が入ったときや、重要な設備が壊れたと

きなどに、銀行は（所定のパラメータに従って）積極的にポールに融資できる。 

たとえば、そのAIモデルがポールの手元資金では新たな注文に必要な原材料の仕入れに足りないと特定した場合に自動的に貸付を引き受け、

受信データに基づいて継続的に金利を調整する。これにより、ポールは、複数の申請書に記入する手間が省け、ビジネスに専念する時間を増や

せる。 

また、銀行はこのデータを関連する市場データと組み合わせて利用し、ポールにコスト削減方法、スタッフ最適化の方法、その他の業務改善方

法に関してパーソナライズされたアドバイスを提供することができる。これにより銀行はポールの重要な戦略的アドバイザーというポジションを得る。 
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道筋C：取引フローの方向転換 

道筋Cでは、市場参加者間で直接的に資産と資金の移動の自動化を実現するために、新たなデータ転送チャネルを利

用します。 

これらのイネイブラーとなる技術が以下を可能とします。 

・ 契約書内容の調整や取引処理に関する人手を削減するスマートコントラクトを利用することで、自律的な支払フロー

を可能にしながら、取引の自律性を促進する。 

・ 元になる情報を共有せずに企業間でインサイトを集中的に流通させる分散型台帳を構築する。 

・ 取引先との間でアトミックな取引および決済を行う。一部の市場では、これにより仲介業者が不要となり得る。

ディスラプションが発生しやすい領域： 

同一プラットフォーム上で市場全体またはライフサイクル全体を捉えるということは、現行業務

の大規模な再設計の必要性を示唆しています。同時に、根本的に新しいデータ転送チャネル

の構築をすることにより、金融業界の取引方法を大きく変える可能性があります（たとえば、

全通貨を対象とする単一のグローバル送金ネットワークは現在の送金方法とは大きく異なりま

す）。 

将来の姿：市場参加者は、あらゆるタイプの有価証券発行に関する処理や実行に共通のデ

ジタルインフラを使う。 

PETs 

AR / VR 

DLT 

5G 

TSH 

クラウド 量子 

直接取引の増加が仲介

業務を減少させるケース 

ライフサイクル全体を単一

のプラットフォームで捉えら

れるケース

送金等の手続に対して手数料を取る仲介業者は、取引先間の送金がネットワークで直接行

われるようになると、収入を失うことになります。仲介業者が不要となることにより、取引チェー

ンを短縮できるのみならず、関係者が新たな方法で―たとえば、顧客確認 (KYC) プロセス実

行用ユーティリティを介して―情報を共有できるようにもなり得ます。

将来の姿：リテール銀行は、国際送金を行う際に複雑なコルレス銀行網を経由することなく、

受取銀行に直接送金できる。 
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金融機関が取れるステップ： 

• 共同の取り組みに貢献する。各チームに他のチームと協力して積極的にインフラ最新化作業に取り組むことを促し、組織全体で将来に

向けた重要な学習と予測を捉え発信する仕組みを構築する。 

• 規制当局との関係を強化する。規制当局と取引フローの方向転換に関して将来を見据えた対話を早い段階から頻繁に持ち、考えら

れる課題を早く明らかにし、早期の協力関係を構築する。

• 事業横断でのオーナーシップを確立する。この道筋は、既存の縦割りのイノベーションチームが保有している発生したばかりのプロセスとテ

クノロジーに依存している。こういったチームを中央一元化し、エンタープライズ全体でケイパビリティを集約させて成功に対する説明責任を

共有することを検討する。 

•

ユースケース

グローバル送金ネットワーク 

概要：DLTやAIといった新興テクノロジーを適用することにより、将来のグローバル送金システムはより迅速

かつより透明性のあるものになり得ます。 

米国のあるトラックメーカーが日本の部品メーカーに貿易決済をしたいと考えている。通常、このプロセスに

は、複雑なコルレス銀行網を介した送金が伴う。そこから、銀行はストレート・スルー・プロセシング（STP） 

と人手によるデータ入力を併せて実行するため、決済完了までは数日を要する。複数のコンタクトポイントが介在するため、このプロセスでエラー

が生じたり、データが十分に追跡できなかったりする場合がある。 

DLTを利用することで、プロセスから多くの仲介者を排除することができ、売主側の銀行と買主側の銀行が直接やり取りをして、従来よりも迅速

に決済を完了できるようになる。DLTはこのシステムの透明性の向上と効率化を可能にする。 またトラックメーカーには、供給業者に即座にアト

ミックな支払をすることや、送金状況をリアルタイムで確認できる、よりシームレスな顧客体験の提供もできる。 
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道筋D：コア機能の再考 

道筋Dは、より精緻で正確かつ頑健性を持つ計算を行う能力につながります。 

これらのイネイブラーとなる技術がもたらす機会： 

• 複雑な問題を従来のコンピュータよりも速く解決することにより、最適化を加速する。 

• リアルタイムでの取引の監視や分類、またはポートフォリオのダイナミックな最適化によって、より頑健な設計とする。 

• 量子コンピュータでの実証実験用のデータを準備する。 

ディスラプションが発生しやすい領域： 

スピードと精度の両立が、機会費用と流動性費用の大幅な削減につながります。

将来の姿：投資銀行は、ほぼリアルタイムで担保の最適化を机上で実施できるようになる。 

中央データ管理層を 

構築できるケース 

資源配分において 

スピードと精度が

対立しているケース

中央データ管理層は、金融機関のより高度なインサイトの獲得、いっそうの協力の推進、AI

および量子コンピュータの利用への備えをもたらし得ます。 

将来の姿：パートナーシップに基づく組織は、多数の情報源からのデータを整理して、個々の

顧客の行動の全体像を捉える。 

シミュレーション手法のスピードと精度の向上により、コンプライアンスリスクを低減し、売買マー

ジンを改善し、金融機関がより高精度なモデルを開発できるようになり得ます。

将来の姿：企業は、量子アルゴリズムを使ってバーゼル IIIを遵守するより高精度なVaR

（Value-at-Risk）モデルを構築し、資本コストを大幅に削減できる。 

規制遵守や収益プール 

においてリスクシミュ 

レーションに依存するケース

ケース

PETs 

AR / VR 

DLT 

5G 

TSH 

クラウド 量子 



16 

The multiplier effect | The imperative for coordinated technology deployment in financial services 

金融機関が取れるステップ： 

• 最新のデータ処理方法に投資する。様々な情報源から高品質の情報を収集してそれを体系化し、重要な組織横断的なインテリジェン

スおよび意思決定層にリンクできるデータ処理に投資する。

• 量子分野を深掘りするためのパートナーシップを構築する。量子分野の新興リーダー企業と戦略的パートナーシップを構築し、量子のケイ

パビリティをどのように自社で活用できるのかよく理解して、金融サービス業界全体における量子分野に関する知識不足の問題を解決

する。

• 早い段階からリーダーシップを育む。新しい技術に精通・情報収集している、若手や現場の社員と経営層との間の情報共有方法を改

善して、先を見越したテクノロジーに精通させる。 

•

ユースケース

量子コンピュータによるポートフォリオ最適化

概要：量子コンピュータ、AIおよびクラウドを適用することで、金融機関はほぼリアルタイムでポート

フォリオを最適化するために、より多くの資産と潜在的な取引戦略を検討できるようになる。 

ポートフォリオマネジャーは規制要件、量の制限、割合の制限などの要因を考慮し、即座にポート

フォリオのバランスを見直すことができる。 

これまでは、この計算は計算負荷が高く数日とは言わないまでも数時間かかっていた。その結果、銀行はポートフォリオ決定の迅速化、効率化の

ためには、計算の精度を犠牲にしなければならなかった（たとえば、シミュレーテッドアニーリング法、閾値受理法など）。 

ポートフォリオの組み合わせ最適化の解を求めるのに量子コンピュータを採用することにより、ポートフォリオマネジャーは迅速により正確な結果を見

つけられ、より多くのポートフォリオの組み合わせを同時に処理することができる。結果として、ポートフォリオ全体を大幅に改善することができる。 

これらのイノベーションの道筋の価値を実現するためには何が必要か。ひとつは、クラウドプロバイダーなどの非金融プレイヤーを監督する規制制度

である。もうひとつの条件は、オルタナティブな労働力と勤務形態を重視する人材戦略である。また、質の高いデータを統合して、それをコア分析

ツールに結び付ける合理的な方法を確立することが求められる。最後に、金融機関はより最新の実行方法を検討しなければならない。これに

は、多機能プロジェクトチームを設置し、複数のステークホルダーからのフィードバックを収集し、業務を細分化して実行することなどが含まれる場合

がある。 
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競争力学の変化 

新興テクノロジーが広く利用可能となるにつれ、競争水準は上昇すると考えられま

す。新興テクノロジーの活用は当然必要ですが、それだけでは優位性は長期的に

持続しません。新興テクノロジーによる今後の展開を知るために、それらが現在の差

別化に及ぼす影響を考えてみましょう。 

• 業務効率：クラウドで容易に導入できる「ベスト・オブ・ブリード」の業務処理シ

ステムの出現が、現在の効率的なオペレーションのコスト優位性を損なう可能

性がある。 

• 商品開発：金融サービスの標準化（例えばオープンソースの金融商品）が新

たな商品・サービスの認可取得と構築のハードルを大きく下げる可能性がある。

• 接続性：接続コスト低下と標準化により、あらゆる規模の金融機関が新たな

エコシステムパートナーと容易に結び付けるようになる。

• データへのアクセス：オープンデータが進み、顧客の同意の下で金融および非

金融データへのアクセスが簡単にできるようになる（接続の標準化と機器のコ

スト低下もそれを支える）。 

• 顧客の利便性：誰でもAIやオートメーションを利用できるようになり、例えばスト

レート・スルー・プロセシングやワンクリックでの商品購入が標準になる可能性がある 

最終的に金融機関が競争力を維持し続けるには、社内人材とサードパーティーに

よって新興テクノロジーのクラスターによる企業としてのケイパビリティを効果的に身に

着け、そして顧客との深い信頼関係の構築を行っていくしかないことに気付くでしょ

う。 

その中で金融機関は、新興テクノロジーへのアクセスをコントロールしているのは主に

金融以外の様々なサービスプロバイダーだということにも気付くでしょう。たとえば、金

融機関を横断する分散台帳ネットワークは、金融機関・規制当局・その他機関の

グループによる共同管理となるかもしれません。大手クラウド事業者はオンライン上

のAIサービスで優位に立ち続け、業務（KYCツール）・分析（信用評価モデル構

築）・サイバーセキュリティ（リアルタイムの不正検知）などの領域に影響を及ぼす

かもしれません。さらに、顧客がリスク評価システムに連動可能なIoT機器や、決済

の新たな在り方を可能とするAR/VR機器を所有することで、顧客自身がデータ処理

における最終的な意思決定者になるかもしれません。 

これらのすべての要素によって、金融機関に新たな相互依存が生じると同時に、新

たな機会がもたらされることになるでしょう。「第四者（fourth party）」プロバイダー

を評価する精巧な手法が、多様な組織とのパートナーシップを構築・管理する鍵と

なるかもしれません。

未来の金融機関にとっての

潜在的影響 

マーケティングおよび販売

先を見越したソリューション（ジャスト・イン・タイム融

資など）を提供するため、顧客の深い理解に注力す

る一方、顧客の個人データ保護に十分な注意を払

い、「（情報を収集されて）不快と感じさせる要因

（creep factor）」を制限する。 

ベンダーロックインや、パートナー連携によって生じる新

たな脆弱性（例：データ共有リスク、依存リスクな

ど）に注意する。 

コンプライアンスおよびリスク

開発およびオペレーション 

調達およびベンダー管理を強化し、その担当部門に

各パートナーの能力や自社のエコシステムへの貢献度

を戦略的視点から評価する権限を持たせる。 

人材 

社内外の人材を集めて、社内のテクノロジーと第三者

のベスト・オブ・ブリードのケイパビリティの最も効果的な

組み合わせを創出する。 
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古い障壁の打破 

金融機関は長い間、顧客を知ることで個々の顧客に合わせた金融アドバイスを提

供しようと努力してきました。新興テクノロジーによってデータが統合され、さらに品質

が確保されることで、金融機関があらゆるチャネルや商品の顧客をより深く理解す

ることができるようになります。また、AIや他のアルゴリズムの有効性を高め、データコ

ンプライアンス違反のリスクを軽減することもできます。 

また、新興テクノロジーを顧客のニーズの理解に活用することで、迅速に結果を得る

こともできます。以下はその例です。 

• クラウドベースのAIサービスが、IoT機器からのリアルタイムデータによって資金調

達ニーズを予測し、融資商品をカスタマイズすることができる。 

• PETsを備えた分散台帳ネットワークが、複数の機関からのデータを（元データは

共有せずに）安全に組み合わせ、それを頑健なAIベースの不正検知モデルに

通すことで、顧客を予防的に保護することができる。 

• IoTがAIモデルに情報を提供することで、AIモデルは差し迫った保険事故リスクを

感知し、顧客のモバイル機器に対して、リスク回避のために推奨する内容をプッ

シュ通知することができる。 

金融機関が顧客について理解するにつれ、いっそうニーズがある瞬間を具体的に特

定し、顧客に合わせた商品やサービスを提供できるようになります。 

しかしながら、人材、データセキュリティおよび規制遵守などにおける長年の業界の

障壁が、新たなテクノロジーに主導されたソリューションの実行を妨害する可能性が

あります。それを回避する方法はあるのでしょうか。ここでも新興テクノロジーが助けに

なります。たとえば、クラウドベースのプラットフォームが、AIアプリケーションによる自律

的なコードの生成（例：モデルの選定）に必要なデータを保存・メンテナンスするこ

とで、特定の成果を導く上での技術人材の必要性を軽減する可能性があります。 

データに関する責任を軽減するために、分散台帳は複数の当事者間のデータ転送

を記録に残すことができます。PETsもまた、第三者が直接データにアクセスせずにデー

タを扱うことができるようになるため、責任の軽減を実現します。また、自社のアルゴ

リズムに組み込み可能な、複雑な規制や業務環境を機械処理可能なルールに落

とし込むAIも出てくるでしょう。いずれ近いうちに、規制当局は、規制への違反が起

こりにくくなるように、トークン化された資産や中央銀行のデジタル通貨さえも監視で

きるようになるでしょう。 

未来の金融機関にとっての

潜在的影響 

マーケティングおよび販売

顧客へのより包括的な提供商品・サービスを創出す

るため、ターゲット顧客の関心を集めている従来とは

異なるパートナーを見つけ、金融商品・サービスをそのプ

ラットフォームに組み込む。 

開発及びオペレーション 

組織全体でデータがどう流れるか、どう消費されるか、

そしてそれらの処理の結果生じるアクションについて体

系的に考える。 

新しいインフラモデルを設計する際は先を見越して規

制当局と連携し、当局が必要とする情報をオンデマ

ンドで得られるよう当局を社内システムに組み込む。 

合理化されたシステムの体系的影響や新たな脆弱

性が、従来のシステムにおけるタイムラグや中央集権

処理に対しどのような違いを持つか検討する。 

コンプライアンスおよびリスク

パートナーとの協働に特化した人材戦略を策定する。

これには、最高の人材を第三者から「借りる」ことが最

適な領域の特定や、迅速な試行や多様性のあるチー

ム編成ができる社内組織体制の構築が含まれる。 

人材 
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ただし、テクノロジーはそれが解決する問題と同じくらい多くの問題も生み出す可能性があることに留意してください。たとえ

ば、証券市場でのリアルタイムのやり取りは、決済期間を短縮する一方で、それに応じた流動性要件の引き上げを招くか

もしれません。リアルタイム決済は、銀行が取引を検証する時間がほとんどないため、より強力な本人確認および認証プ

ロセスの構築を促すかもしれません。

また、金融仲介機能からの離脱に関する潜在的問題もあります。たとえば、コストの問題で中小の金融機関がグローバル

送金ネットワークから締め出されること、代替決済手段（例：ステーブルコイン）がネットワーク全体での相互運用性に欠

けるために、為替リスクが上昇することなどです。最終的に私たちは、金融システムにおいて、一部の摩擦は不可避である

ことに加え、それが金融市場において安定性、流動性、良好なガバナンスを維持するためには必要でもあることに気付く

かもしれません。 
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業界全体の課題への取り組み 

悪意のある人物が、金融機関が導入したものと同じ新興テクノロジーを利用できる

可能性があります。これは、新たなケイパビリティを、以下のような攻撃にさらすことに

なりかねません。 

• 高度な暗号解読手法：量子コンピュータは、いずれ公開鍵や秘密鍵の暗号

方式で最も広く利用されている暗号化アルゴリズム（金融機関が現在一般

的に機密データの暗号化に使っているアルゴリズムの大多数を含む）の多くを

確実に解読するほど安定して動作するようになる。

• リアルタイムのフィードバックループ：他のシステムにリアルタイムのフィードバック

（例：デリバティブ取引のアルゴリズムにおくられている気象データ情報）を行

うIoT機器が不正操作される可能性がある。広く使われるIoT機器やプロトコル

の脆弱性により、悪意のある者が市場に影響し得る不正データを投入できてし

まう可能性がある。 

• ピアツーピア（P2P）取引：不正をはたらく者が、ソーシャルエンジニアリングで

ユーザーを騙し、P2Pネットワーク上で資産を移転させられる。このようなネットワー

クは、急速に少額送金や小規模企業の決済方法の主流になってきている。

このような脆弱性のため、企業は業務のセキュリティとレジリエンスを高める方法を

探すことになる可能性があります。最も有効な防衛策はエコシステム全体をカバー

し、参加者間で新たな方法でデータを保護し、常に重要である「人的要因」にも対

処することでしょう。 

しかし、課題はそれだけではありません。新興テクノロジーの採用は倫理、社会およ

び環境面の課題を引き起こしたり、既存の課題を深刻化させたりしかねません。た

とえば、量子コンピュータは、金融機関のより正確な判断に役立つと期待される一

方で、本質的に説明不能であり、そのことが内在するバイアスの発生源の検知をほ

ぼ不可能にします。またクラウド市場は統合が進んでおり、ベンダーロックインのリス

クを高めています。そのほか、「分散台帳」の合意プロトコルにおける膨大な電力消

費は、ビットコインなどの人気の暗号通貨ブロックチェーンを下支えするプルーフ・オ

ブ・ワーク・プロトコル同様、業界の二酸化炭素排出量を大幅に増大させかねません。 

このような課題に取り組むことが、金融業界全体における新興テクノロジーの導入を

遅らせる可能性があります。しかしながら、遅かれ早かれ、各金融機関は新興テク

ノロジーのリスクとメリットのバランスを取るのみならず、より広範な倫理、社会、環

境の課題に照らし合わせて主体的に管理していくようになるでしょう。 

未来の金融機関にとっての

潜在的影響 

マーケティング及び販売

顧客に自らの個人情報を保護する方法を積極的に

教育し、単に顧客の金融面での幸福を守る役割の

みならず、データセキュリティに関しても信頼できるアド

バイザーの役割を担う。 

開発およびオペレーション 

中間者攻撃の防御と、安全対策が講じられていない

ネットワークを介し送信される情報の保護のために、

パートナーとの機密データの送受信を、PETsを活用しよ

り安全に行う。 

エコシステム全体のソリューションを検討し、不正の監

視・検知、ユーザー確認、新興テクノロジーに対してセ

キュリティ基準を設定し、パートナーに不正・セキュリティ

その他の関連課題に対し責任を持たせる。関連当局

と密接に連携する。 

人材 

コンプライアンスおよびリスク

ランサムウェアやその他のソーシャルエンジニアリング攻

撃に対する意識を高める社員研修を行ったり、サイ

バーリスクが保険で適正に保障されているかを見直し

たりすることにより、人的な脆弱性に対処する。 
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結論 

本レポートで取り上げた事例や予想される影響は、複数の新興テクノロジーが一体になってどのように新たな機会を創出

し、競争力学を変え、業界全体の課題への取り組みを活性化させるかを示すほんの数例にすぎません。このシナリオにお

いて、金融機関は以下の傾向を強めるようになります。 

01 

02 

03 

エコシステム志向

幅広いカスタマージャーニーに対応するために金融商品と非金融商品が新たな方法で組み合わせられるよう

になり、業界の垣根が曖昧になっていきます。同時に、協業の妨げとなっていた障壁（技術面および競争

面）が徐々に取り除かれ、同業者と連携して相互にメリットがある商品・サービスを創出するようにビジネス

ケースが改善されていきます。 

常に顧客に寄り添う 

顧客の関心を引く限られた瞬間を捉え、独自のアドバイス、パーソナライズおよび補完的なサービスを促進す

る独占的パートナーシップを構築するための競争が、迅速かつ綿密に監視するフィードバックループを形成して

いきます。 

協調とアジリティ 

データの分析、保存、転送テクノロジーは、金融機関が様々な情報源を容易に結び付けるのに役立ち、組

織の縦割り構造を打破し、協調や意思決定におけるアジリティを高めます。 
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同時に、企業は規制当局や政策決定者と共に以下のような事業環境に立ち向かわなければならなくなります。 

それは行動することがかつてないほどに求められていることを意味しています。現在、金融機関はこれまでにない速さと高度

な方法でこのような機会を追求し得る立場となっているのです。 

皆様からのご質問やフィードバックをお持ちしています。詳しい情報については、本レポートの元になっているForging new 

pathways: The next evolution of innovation in Financial Servicesをご覧ください。 

01 

02 

03 

民主化が進む 

新興テクノロジーが広く活用できることで、金融機関は、スピードや効率に関する競争優位性の大部分を失

い、構築、実行、協業などの競争の基本に立ち戻ることを迫られます。 

新たな課題をはらむ 

新興テクノロジーのクラスターは、慎重に導入しないと、新たなガバナンスの課題を生み出したりそれまでの課

題を深刻にしたりしがちで、最終的に投資が好ましくない市場構造を生み出しかねません。 

古い前提から解放される 

イノベーターは従来の人材活用モデルを再考し、リスクのあるデータ共有に伴う課題に対応する新たなアプ

ローチを策定し、規制当局とより緊密で透明性のある関係を構築します。 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/forging-new-pathways-next-evolution-of-innovation.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/forging-new-pathways-next-evolution-of-innovation.html
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日本のコンサルタントの見解 

本レポートのメッセージをどのように受け止めるか？ 

デロイトは2015年から世界経済フォーラム（WEF）の戦略パートナーを務め、AIやブロックチェーン、フィンテック企業が金融業界にどのような

影響をもたらすかについて考察し、世の中に論点の提示や問題提起を行ってきました。 

当初はフィンテックをはじめとした新しいディスラプターの登場により、既存の金融ビジネスが破壊されてしまう・立ち行かなくなってしまうという

「脅威」が盛んに喧伝されていた時期がありましたが、2017年のデロイトとWEFとの共同レポート「Beyond Fintech（フィンテックのその先

へ）」では、フィンテック企業と繋がっていくことで、新たな価値を協創していく（「脅威」でなく）「機会」の方へ目を向けていくべきといった意

欲的なメッセージを発信しました。 

続く2018年～19年にかけては、特に「AIや高度なアナリティクス」に着目し、金融機関の顧客獲得・維持方法が急速に変わっていく中で、フ

ロントおよびバックオフィスでのオペレーションが根本的に変化すると共に、金融事業における成功要因や競争原理も大きく転換し、さらに、

格差や倫理といった面において様々な社会的な課題が浮き彫りになることを指摘しました。 

これらの問題提起や課題認識を踏まえ、AIを中心とした新興テクノロジー群が金融サービスに与える影響について考察しつつも、それらのテク

ノロジーを戦略的に組み合わせることで相乗効果が創出され、イノベーションの道を切り拓いていくことが出来る…という可能性に満ちたメッ

セージを本レポートでは示しています。

グローバル金融機関の捉え方が、大局的には「いかに立ち向かうか」という受動的・“守り”の姿勢から、如何に可能性を切り拓き、新たな価

値創造へ挑んで行くかという、能動・挑戦的・“攻め”の姿勢に転じつつある流れの中で、当初は理解度や取り組み進度に大きなギャップを

抱えていた国内金融機関の動きも、ここ数年で急速にキャッチアップし、先進群に追随する様相を呈しています。 

国内金融機関の状況と課題認識 

伝統的なインフラを抱え、イノベーションの遅れを取り戻すために苦労してきたという点では、国内金融機関もグローバル金融機関以上に危

機感を持って活動してきました。 

デジタル化や予想されるディスラプションの波に対して、その意味合いを理解はしつつも、「いつかは来る未来」として具体アクションに踏み出

すことを躊躇してしまったり、取り組み自体には着手するものの外形的要件を満たすに留まり、単発の挑戦で終わってしまったり…と、苦労す

る企業がある一方で、失敗から学ぶ／許容する・完璧を求めない（“60点でもいい”ので進んでみる）・自由に発想する・高頻度で機動的

に検証していく…といった、今の時代が求めるスタイルを学び取り、経験値を増しながら能力強化を進める企業も出て来ています。 

 ある銀行では、まだまだテクノロジー起点での発想が強いが故に顧客目線が足りず、従来のIT部門としてのイニシアチブしか切り出せて

いないとの悩みを実感していましたが、極めて短期間に「Act Like a Unicorn」を標榜しながらデジタルバンクを立ち上げた先進事例から

学びを得て、新たな挑戦へ大きな舵を切りつつあります。

 また、ある保険会社では、「Spotifyのような機動性とそれを実現する体制・構え」を目指し、アジャイル変革やAI活用や高度なアナリ

ティクスに関する取り組みを通じて、一定のビジネス成果を得つつあります。 

ここ数年の間に、日本においても「デジタル」や「イノベーション」に関した様々な推進母体が出来ました。これらのいわゆる「ラボ（研究所）」

型組織では、デザインシンキングやスタートアップ探索、オープンイノベーション等の様々な手法や方法論を取り込む動きが加速してきた訳で

すが、その一方では、“PoC疲れ”、“PoC倒れ”という言葉もよく聞かれるようになって来ており、取り組みを進めてはいるものの、今一つ実を結

ばない・加速できない…と悩んでいる金融機関も多いのではないでしょうか。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/beyond-fintech-pragmatic-assessment-disruptive-potential-financial-services.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/ins/beyond-fintech-pragmatic-assessment-disruptive-potential-financial-services.html
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テクノロジーの捉え方や組合せを工夫することで道筋がひらけていくという本レポートの示唆を取り込み、変革を加速させる余地はまだまだ大

きいと考えます。 

しかしながら、日本の金融機関にとっては、デジタル人材の不足やイノベーションを阻むカルチャーギャップの問題が、今後さらに顕在化・深刻

化してくることも懸念されており、これらはテクノロジーの組み合わせよりさらに本質的な問題と言えるかもしれません。 

 

国内金融機関においてイノベーションやデジタル変革を加速するための糸口 

今、欧米のデジタルトランスフォーメーション先行群では、「デジタルファクトリー」型の変革アプローチが注目されつつあります。 

デジタルファクトリーは、（研究者＝限られた人材でレベルの高いことを実現していく）「ラボ型」ではなく、（研究所の限られた取り組みで

はなく、工場のように量産化出来るように…）「ファクトリー化」してしまおうという点が本質です。即ち、あらゆるアイデア創出や検証、実装に

至るまでのプロセスを誰にでも出来るよう、標準化して再現性を高めていき、デジタルトランスフォーメーションの難しいテーマやイノベーションす

らをも“量産化”してしまおうという訳です。 

具体的な例としては、Deutsche Bank、Allianz、UBS、DBS、平安保険等々が、変革を“Scale Fast”させるための「ファクトリー型」の組織を有

しています。 

国内では、前述した課題（技術洞察、デジタル人材獲得・育成、カルチャーチェンジ等）のそれぞれに対して、一つひとつイニシアチブを立て

て挑もうとするケースが多いように感じますが、各課題が密接に関係しているが故に、困難な道のりが予想されます。各金融機関の個別事

情にもよりますが、これらの課題を総合的に（“一度に振りぬく”形で）解決しようとする「ファクトリー型」のアプローチには一考の余地がある

のではないでしょうか。 

 次々と生まれるアイデアやバックログを、機動的に検証し、形にしていく 

（手書きのアイデアがクイックに実際に動くアプリやサービスに仕立てられていく） 

 あらゆるスタートアップや先端テクノロジ（＝外部の力）を道具として活用する 

（外部のプラットフォームと接続する／外部APIを“使いこなす”） 

 あらゆる機能やサービスをオープンAPI化してクラウドベースに流通させる 

（自社のデジタル資産や、分析モデル、アルゴリズムを公開して“使いこなしてもらう”） 

 アジャイル変革やDevOpsのプラクティスを強化し、高速・高頻度で実装し、機能や品質、使い勝手を向上させていく… など 

このアプローチの本質は、求められる様々な変革を難しい取り組みにしてしまわず、シンプルに紐解いて挑んで行くための構えや指南役を用

意して、組織として底上げしていくための取り組みに昇華することにあります。 

具体的なエンティティとして、「ファクトリー＝活動の“場”」を象徴的に打ち出していくことも重要です。実際の新しいビジネスに即して動くモノ

やサービス、AI活用や分析モデル等の開発に挑める場を求める、デジタル人材（その候補）を如何に惹きつけられるか、は将来に亘って持

続的な競争力を維持～強化できるかを左右することになるでしょう。 

加えて、あらゆる仕組みやノウハウ、情報や機能をデジタルアセットとして利用していく動きも加速しています。長い時間を要することになるか

もしれない、イノベーションの遅れを取り戻していく変革の道程において如何に“近道”出来るかは、そういった外部の力、新しいテクノロジーや

アセットを如何に“目利き”して“使いこなせる”かに掛かっていると言えるでしょう。 

グローバル金融機関の捉え方が、如何に可能性を切り拓き・新たな価値創造へ挑んで行くかという、能動・挑戦的・“攻め”の姿勢に転じつ

つある流れの中で、当初は理解度や取り組み進度に大きなギャップを抱えていた国内金融機関も、ここで提唱する「ファクトリー型」アプロー

チを取り入れることにより、急速にキャッチアップし、先進群に追随する可能性を手に入れることになるでしょう。 
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