COVID-19を契機に再構築される世界の決済
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注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2020年6月に発行した原著をデロイト トーマツ グループが
翻訳し、2020年9月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

COVID-19の感染拡大を受けて、デロイトとセールス
フォースは、世界的流行（パンデミック）が引き起
しうる可能性がある社会および事業へのインパクト
の検討にあたり、シナリオ考案において世界的に著
名な専門家を交えた対話を実施しました。この協
働の成果は、「再構築される世界：レジリエントな
リーダーのためのシナリオ」にてご覧いただけます。
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私たちは過去にない世界的クライシスに直
面しており、世界各国で人々が通常の生活
を送れなくなっています。いずれは危機が終
息して「ノーマル」な生活に戻るでしょう。
では、ノーマルとはどのようなものでしょうか？
本書は、COVID-19によるインパクトの可能性を理解しようとする決済業界のリーダーに、
洞察と共にチャンスを見極めるためのヒントを提供することを目的としています。本書では、
リーダーが従業員と組織の長期的な成功をサポートするために、今後3〜12カ月に取るべ
きアクションについて概説します。
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事業環境の進化

各国政府が経済再開に動き出す中、ビジネスリーダーは
不確実性に向き合いながらも「回復」戦略を策定する
必要があります
デロイトのレジリエント・リーダーシップ・フレームワークでは、クライシスにおいて以下の3つの時期を定義しています

対応期

回復期

繁栄期

継続性のために奮闘する

学び、より強くなる

ネクスト・ノーマルに向けて準備する

最初の3カ月間、グローバル決済業界の対応は以下を中心とする
ものでした

長期の見解については、レジリエントなリーダーのための繁栄シナリオ
をご参照ください

事業継続性の維持のためにオペレーテイングモ
デルを調整

新たな事業環境はどのようなもので、どのように
変わりそうか？

長期的にみた場合、トレンドはどのようにグローバ
ル決済エコシステムを形成するか？

支払い条件の変更により顧客負担を軽減

そのような環境がグローバル決済エコシステムに
とって意味するものは何か？

クライシスがもたらすインパクトとグローバル決済業
界への持続的インパクトはどのようなものか？

貴社の回復はどのようなものになりそうか？また、
それに向けたプランはどのようなものか？

環境の変化に対するレジリエンスの向上に必な
判断とは何か？

手作業を「短期間で効果を発揮する」デジタル
投資で補完
下支えとなる政府の救済プログラムと景気刺
激策
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本書のフォーカス：レジリエントな回復にフォーカスした短期（3〜12
カ月）の対応を策定します

事業環境の進化

シナリオ構想を行うことで、不確実な将来での意思決定に
向けて、備えることができます
シナリオとは？

本書はCOVID-19のパンデミックによって今後3〜12カ月間で決済
業界の動きがどのように加速したり方向性を変えたりするのかにつ
いて、様々なシナリオを検討するものです。シナリオは現在進行し
ているトレンドを足掛かりとし、既に明らかになっているマクロ経済
と決済業界の大きな不確実性と合わせて、パンデミックの深刻さ
や各国政府の対応から説得力があると考えられるその他の要因
をベースとしています。

本書を読み進めていただく中で、必ず起こるであろうと考えていた
物事が、今や全く異なる様相を呈する可能性があると理解くださ
い。既に予見していた変化や必然的に起きると考えていた変化が、
クライシスによって加速するとか、このシナリオが正しい将来の予測
であるといった短絡的な結論に飛びつくことは避けてください。
本書で記された今後の可能性の描写は、最終的には貴社の姿
や貴社が取るべき次のステップについて問いかけるものとなります。

シナリオとは、将来がどのような状
況になる可能性があるかについての
ストーリーであり、思考を発展させ、
既存の知識を問い直し、足元でよ
り良い判断を行っていくために体系
的なプロセスを通じて作成されるも
のです。何が起きるだろうという予測
ではなく、何が起きる可能性がある
のかという仮説であり、新たなチャン
スや隠れたリスクに対する視野を広

このシナリオは、様々な国・地域で主にコンシューマー決済とコマー
シャル決済を提供しているグローバル決済業界を対象としています。

げることを目的としています。

3〜12カ月という期間を選択した理由は、この時間軸は、変化が
起きるには十分に長期間であると共に、今日の経営者にとって意
義のある短期間でもあると考えたためです。

シナリオは2020年6月中旬現在のものであり、
COVID-19のパンデミックを受けて健康関連の
道のり、経済的インパクト、各国政府の取り
組みに関して当社が最大限理解している範
囲をベースに作成されています。シナリオは上
述した要素に係る指標が時間と共にどう推
移するかによって変わる可能性があります。
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事業環境の進化

COVID-19が全世界の決済の様相を一変させることは、
その深刻さに拘わらず確実です

デジタル採用の加速
顧客へのオムニチャネル体験の
提供とデジタルを介したやり取り
が必須要件に

7

リアルタイム決済に向けた
動き
資金の動きを迅速化するための
リアルタイム決済システムやユー
スケースの採用を加速

AIによる自動化への投資

M&Aとエコシステムの拡大

ビジネスモデルの革新

コスト削減を主眼とした、 AIに
よるバックオフィス業務自動化
への投資

ケイパビリティの吸収と商品・サー
ビスのデジタル化を主眼とした
M&Aの加速

収益と利益率に対する圧力
がビジネスモデル革新の原動
力に

事業環境の進化

2つの重大な不確実性の要素がCOVID-19のもたらす全体的なインパクトを
決定するでしょう

1
2

全体的なパンデミックの深刻度および伝染の進行パターンとはどのようなものでしょうか？
インパクトが小さい

インパクトがより大きい

ピークが急速に到来

自然に減退

ウイルスの伝染は急
にピークを迎え、その
後急激に鎮静化し
ます

人と人とが急速に接
触することで、結果
的に「集団免疫」が
獲得されます

徐々に拡大

ジェットコースター

ウイルスは徐々に、
長期的に拡大します

ウイルスの伝染に季
節的な波があり、感
染の深刻度は徐々
に低下していきます

第2波
ウイルス感染の第2
波が発生し、最初の
時よりも強力です

国内および国家間の協調の度合いはどのようなものでしょうか？
強調度合いが大きい

協調的に対応する場合
•

各国は「大胆な発想、迅速な行動」をモットーに掲げます。国内および国
家間で効果的に協力し合い、協調的な政策および最適な対策（例え
ば、検疫および検査の義務化）を取ることによって、ウイルスの伝染を封
じ込めます

•

人々の移動を減らし、伝染のスピードを遅くするために協力し合います

•

公的機関は、将来的にウイルスが広範囲に伝染するのを防ぐために、積
極的な対策を取ります

強調度合いが小さいl

弱く、分断されている場合
•

政府および機関の間で、ウイルスの伝染を阻止するために必要な物
品やリソースを提供するための協調関係がありません

•

アカウンタビリティが欠如し、コミュニケーション不全を起こし、情報が共
有されていません

•

感染者の移動に対して効果的に対処するための対応策が不十分で
一貫性が欠如します。

注：「COVID-19を契機に再構築される世界：レジリエントなリーダーのためのシナリオ」のセクション2を参照してください
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事業環境の進化

企業が回復し、最終的に繁栄するために考慮すべき4つのマクロ・シナリオ

• ウイルス伝染は比較的抑制

パンデミックが長期化し、その結果、政府は孤立
政策を取り、サプライチェーンを短縮化し、監視を
強めます。

Lone wolves

• パンデミックは深刻で長期化
• 世界的 な協調体 制が不十 分で政 策による
対応が手薄

• 効果的な医療システムおよび政策によって対応
可能

Good company

Marginal

ウイルス封じ込めに対して政府が効果的な対応
策を取ったことにより、パンデミックは制御できてい
ますが、インパクトは長期化し、中小企業および
低所得や中程度の所得の個人およびコミュニ
ティには大なり小なりのインパクトを与えます。

Lone wolves

Sunrise in the east

Level of collaboration
within and among
countries

The passing storm

Good company

Sunrise in the east
中国およびその他の東アジア諸国は、より効果
的にウイルス伝染を制御し、世界の主要国家と
してのプレゼンスを獲得します。
• パンデミックは深刻
• 東アジアの国々が協調的な医療対策を
主導

Significan
t

世界中の政府が各国独自にクライシスに対処し
ます。解決のカギの一つとして、大企業が対策を
強化し、「ステークホルダーの資本主義」へとトレン
ドが向かいます。
• パンデミックはさらに長期化
• パンデミック制圧は大企業主導の協力関係に
よって実施

The passing storm

Lower impact

Severity of pandemic

Higher impact

“The world remade by COVID-19: Scenarios for resilient leaders,” section 2を参照
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グローバル決済エコシステムのシナリオ

予想されうるシナリオで、決済の世界はどのようになるのでしょうか？

The
passing
storm

Good
company

Sunrise
in the
east

Lone
wolves

企業は政府の景気刺激策によって足元の混
乱を乗り切り、デジタル体験を提供するため
の投資に注力します（(pages 17–19)

企業は手付かずだった領域に進出し、デジ
タル変革や、デジタルスーパー、デジタル市場
の創設を後押しします(pages 20–22)

東アジアのプレイヤーが市場シェアを獲得し、
自社の持つ革新的なビジネスモデルやテクノ
ロジー、大規模な顧客基盤の力を活用しま
す(pages 23–25)

過度な国益競争により、決済に係るグロー
バルな基準やネットワーク、規制が統一を欠
く結果となります(pages 26–28)

パンデミックの継続は比較的短期間であるも
のの、その影響で非接触型決済が幅広く採
用されると共に、迅速なデジタル決済が顧
客と販売業者双方に急速に採用され、普
及が進みます。

顧客は必需品を中心に、支出に慎重にな
ります。

欧米諸国の回復は出遅れ、東アジア諸国
の先例に影響を受けることになります。世界
の主要通貨としての米ドルは下落します。

事業の相互運用性低下や貿易の地域化
は、クロスボーダーのサプライチェーンにとって
障害となり、物価上昇を招きます。

革新と競争が進み、欧米のプレイヤーはイン
テリジェント・オートメーションやデジタル資産の
投資を迫られます。

景気後退の長期化や投資の落ち込みが響
き、企業のレジリエンスは低下します。各国
における決済の基準作りやインフラ整備は政
府などの公的部門が旗振り役となります。

顧客がオンラインやモバイルでの取引、非接
触型取引に移行する中で、データセキュリティ
の向上や詐欺被害防止に対する需要が高
まります。
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商品やサービス、顧客つなぎ留め策は見直
しが進みます。大企業や政府に対する顧客
や国民の信頼が高まり、その結果データ共
有が進みます。
大企業が安価での買収に動き、リスク領域
でリーダーシップを発揮します。

グローバル決済エコシステムのシナリオ

4つのシナリオのいずれにおいても、決済エコシステムへのインパクトは
オペレーションやビジネスモデル、規制といったディメンションに表れます

マクロ経済への
インパクト
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多くのセクターで2020年の収益が大幅に減少するため、
企業が大規模な自発的プログラムや休暇、レイオフといっ
た対策を講じ、経済は急速に縮小します。景気シグナル
は一様ではなく、景気回復の時期や様子を巡って不透
明感が生じます。

グローバル決済
取引

世界の取引量は、各国の貿易や旅行、観光、送金の急
激な落ち込みと国家間の信頼急低下のあおりで減少し
ます。一方、見直しを受けたサプライチェーンが、クロスボー
ダーのB2B（企業間）決済フローを再構築し始めます。

決済エコシステムは、テクノロジーの革新やビジネスモデル、
金融機関以外のプレイヤーによる果敢な事業拡大を背
景にその姿を変えます。規模の追求やバリュエーションの
低下が、巨大フィンテック企業や財務基盤が堅固な既存
金融機関が主導する再編を後押しします。

顧客の行動

顧客は裁量的支出を控える一方で、オンライン小売りで
の支出は増加します。支出が生活必需品へと向かう中、
資金調達手段やコストが重要な検討事項になります。

デジタル採用

顧客が（現金や小切手、カードなどの）物理的な決済
手段を選ばなくなっているため、決済プロバイダーや販売
業者がオンラインやモバイルでの取引、非接触型取引へ
の対応を進めます。資金をより迅速に受領できるリアル
タイム決済も（既に主流となっているところ以外で）動き
が加速します。

リスクの高まり

エコシステムに属するプレイヤーは、詐欺リスクの高まりに
直面します。高度なデジタル本人確認とデジタル認証の
枠組みは、差別化能力となります。信用リスク管理やモ
デリングは、新たな指標やデータを組み入れる形で進化し
ます。

ビジネスモデル

決済プロバイダーは短期的にはレジリエンシーを重視します。
その一方で、利益率に対する圧力に対処し、新たな収益
源を確保し、顧客ニーズの変化に向き合うために、商品や
ビジネスモデルを強化して手薄なセグメントに進出するとい
う選択肢を模索します。

規制を通じた
変革

電子商取引の急成長は脆弱性の高まりやサイバー攻撃
の増加につながり、現状に応じて規制が見直されるべき
領域が浮き彫りになります。国によっては、公的部門が変
革（支払いのスピードアップなど）を主導します。

エコシステムの
進化

グローバル決済エコシステムのシナリオ

先行指標や遅行指標は、経営者が進めている回復シナリオを認識する上での
指針となる可能性があります

シナリオの遅行指標

シナリオの先行指標

主要指標

インパクト

取引量全体に占める電子商
取引の比率（C2B）*

電子商取引の比率はいずれのシナリオでも上昇します。主要プレイヤーによるサプライサイ
ドの革新（GCのシナリオ）や、ロックダウンの長期化（GC、SE、LWの各シナリオ）が電
子商取引を後押しします

クロスボーダーの決済取引量
（B2B）**

グローバル・サプライチェーンや旅行、観光が混乱するため、クロスボーダーの取引量は減少
します。GCのシナリオでは、グローバルな連携拡大が減少を相殺します。SEのシナリオでは、
アジアからの力強い通貨・資金フローが高水準のクロスボーダー取引量につながります

グローバル送金（C2C）***

高い失業率や国内雇用市場に対する不信、余剰資金が得られないことで、グローバル
送金はいずれのシナリオでも急減します

貸倒償却率または
債務不履行率

景気刺激策などの政府支援にもかかわらず、パンデミックの深刻さと継続から貸倒償却
率や債務不履行率は上昇します

非対面（CNP）取引での詐欺
による損失

商取引がデジタルに移行するにつれ、詐欺行為が増加します。GCのシナリオでは、データ
共有と協力の拡大を通じた詐欺防止策が有効です。LWのシナリオでは、協力関係や
国家がとりうる支援措置の欠如を背景に詐欺行為が増加します

企業の合併・買収（M&A）と
連携

低いバリュエーション水準やバランスシート上の現金、ケイパビリティ取得の必要性といった
要因からM&Aが増加するものの、独占禁止の措置や保護主義的な政策が逆風に働き
ます。LWのシナリオでは、国家が関与し、市場の自由度もそれほど高くないため、M&A
は低水準になります

手数料収入

インターチェンジ・フィーやメンバーシップ・フィーを含めた手数料収入は、いずれのシナリオに
おいても減少します

*消費者から企業へ販売する取引 ***消費者間で行う取引 **企業間で行う取引
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The
passing
storm
(PS)

ネガティブな指標

ポジティブな指標

全体的に増加・上昇

Good
company
(GC)

Sunrise in
the east
(SE)

横ばい

Lone
wolves
(LW)

全体的に減少・低下

グローバル決済エコシステムのシナリオ

現時点で後悔のない決断をすることで、経営者はいずれのシナリオでも
具体化な成功を描き、コントロールすることができます
検討事項としては、以下のことが挙げられます。
顧客の獲得をつなぎ留め

最新化
特にリアルタイムの決済システムが整備されていない国において、中核システムの
最新化やユースケースの作成に投資し、リアルタイム決済ソリューションの採用を
加速します

1

実際の店舗や銀行の支店でのやり取りがデジタルに移行する中、顧客を魅了し、
顧客の興味を引き、顧客に力を与えるオムニチャネル体験を実現します

7

2

B2Bの借り手やオンラインの買い物客に向けて、デジタル対応と即時の信用判断、
取引実行を実現します

8

グローバル・サプライチェーンが再構築される中で、オーダー・トゥ・キャッシュやプロキュ
ア・トゥ・ペイのプロセスを効率化、デジタル化、自動化する能力に投資します

9

顧客サービスやチャージバックの手続き、トラブル管理、回収に係るコストを低減す
るため、AIを活用したバックオフィス業務の自動化に投資します

10

グローバル決済のスピードアップや効率化を目的に、決済オペレーションのデジタル
化やストレート・スルー・プロセシング（STP）による決済能力を利用します

リスクの低減
3

サイバー犯罪や新種の詐欺の手口といったリスクの高まりに対処するため、詐欺の
抑制を目的とした管理方法やテクノロジーに投資します

4

信用リスクを効果的に管理するため、代替のデータソースや先見的な信用モデル
に投資します

5

大きなインパクトを受けているセクターにおけるシナリオ・モデリングや信用枠の調整
を通じて、債務不履行前の確実な回収戦略を実行し、エクスポージャーを抑制し
ます

6

リスクを低減してデジタルでの取引や資産移転を可能にするため、認証を受けた
買い手やサプライヤーで構成されるB2Bエコシステムの構築に投資します
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ビジネスモデルの変革
11 顧客基盤を有するか、または市場での差別化要因となるスケーラブルなデジタル
商品・サービスを提供するフィンテックの買収候補企業を発掘します
12 法人組織、およびオペレーションやビジネスモデルの変革による税制面のインパクト
を理解し最適化するため、法務チームや税務チームと連携します

1 / 事業環境の進化
2 / グローバル決済エコシステムのシナリオ
3 / 「回復期」はどのようなものになるか？
4 / チームの紹介と謝辞
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「回復期」はどのようなものになるか？

以降のページの読み解き方
シナリオを読みながら、以下のことを してください

シナリオを読みながら、以下のことを しないでください

どうしてこのシナリオが実現する可能性があるのか、そしてもし実現したら、それは何を
意味するのかということに注目してください。

特定の細部に注目し過ぎないでください。その代わり、各シナリオで提示される全体的な
方向性や条件を参考にしてください。

未来に関するデータというものは存在しないということを念頭に置いてください。今あるのは
過去のデータのみです。これらのデータは未来に関する新しいアイデアを生み出す源泉とな
るものです。仮に予想が過去のデータと違わないということであれば、それは過去のデータを
十分に生かせていないということです。
現在抱いている期待に近いシナリオばかりに固執することは忘れてください。

ある特定の銀行の特徴や種類（市場における規模、能力、地方銀行対グローバル銀行
など）に応じて、その銀行に対する具体的な見通しや詳細な見解を得ようとしないでくだ
さい。
これらのシナリオが起こりうる確率について考えないでください。現時点で大切なのは、たと
え起こりえないと思われるようなことであっても、「何に対して準備を整えておくべきである
か？」なのです。

シナリオ分析ページの構成
3ページ中の1ページ目：概要

3ページ中の2ページ目：詳細
シグナルと指標
当該シナリオの発生に伴
う諸条件を説明します

背景となる状況
各シナリオが進展する状況を説
明します
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3ページ中の3ページ目：地域的情勢
追加説明
エコシステムに属する企
業や競争環境へのインパ
クトについて詳述します

地域ごとの重要な情勢
地域の情勢が主要市場
の決済エコシステムの進
化に与 えるイ ンパク トを
説明します

シナリオ 1

決済業界へのインパクト：
シグナルと指標

The Passing storm

インパクトが
小さい

1 / 経済

2 / グローバル取引

3 / 顧客の支出

背景となる状況
•

COVID-19のパンデミックが世界を揺るがしますが、動きの鈍かった初動対応
を経て、より効果的な医療システムや強力な政治対応、景気刺激策が拡
充されます。ウイルスに対する認知を広め、最適な対策を共有するために、
各国の関係プレイヤーによる協調的な対応が取られたことによって、ウイルス
は恐れられていたよりも早く封じ込まれます

4 / エコシステム

5 / デジタル採用

•

検疫措置が短期間で終了したため、人々は引き続き現金などの物理的な
決済手段を避けることになります。その結果、デジタル決済の採用が急拡大
します

6 / リスク
エクスポージャー

•

クライシス直後には経済成長が打撃を受けますが、比較的規模の大きいグ
ローバル決済プレイヤーは成功裏にクライシスを乗り越えます

7 / ビジネスモデル

•

パンデミックは早期に終息するものの、クライシスを乗り切る能力の個人差が
浮き彫りとなり、社会経済的格差の問題が悪化します
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8 / 規制

インパクトが
大きい

「回復期」はどのようなものになるか？

The passing storm
Competitive implications
顧客
•

ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保の必要
性を踏まえ、顧客が対面での取引や物理的な決済手
段を避けるため、現金やカードなどの物理的決済が急
速に減少し、デジタル決済手段へのシフトが進みます

販売業者
•

中小企業はこれまでより手数料に敏感になり、支出を最
小限に抑えるために付加価値サービスや付属的な商品・
サービスを選ばなくなります

•

比較的小規模な販売業者や「家族経営の」店舗は、
取り残されないようにデジタル上での存在感（デジタルプ
レゼンス）の確立と電子商取引への対応を迫られます

•

デジタルに疎い顧客がデジタルコマースや非接触型決
済に慣れるようになり、幅広く採用されます

•

景気が上向くにつれ、決済の不履行や延滞が徐々に
減少します

•

詐欺の試みが増えることで、販売業者はトラブルやチャー
ジバックの増加に直面します

•

裁量的支出が減少する一方で、信用供与に対する需
要が高まります

•

企業が従来型の小切手決済を行わなくなり、中小企
業のB2B決済プロセスのデジタル化が進みます

チャネル
•

現金での物理的な決済が大幅に減少し、現金決済の
大半がデジタルチャネルに移行します

•

サイバー犯罪の増加に対処するため、詐欺やセキュリ
ティ関連の商品・サービスへの注目が高まります

•

プレイヤーはセルフサービスやコールセンターに係る能力へ
の投資に重点を置き、サービスの一層の強化を図ります
（POSなどの）従来型の決済機器メーカーは、生き残
るために非接触型決済機器の提供を余儀なくされます
民間部門がオムニチャネルの革新を加速させます

•

Ecosystem participant implications
ゲートウェイ、プロセッサ、アクワイア
•

企業のオンライン移行を加速させるビルトインのオンライン
／モバイル決済ゲートウェイ・ソリューションに対する需要が
高まります

•

企業がシームレスにオンラインに移行できるよう、インボイ
スの作成や在庫管理などのサービスの多様化が進みます

•

•
•

キャッシュフロー向上を目指すアクワイアラが、管理下の
加盟店への保証付き即日決済サービスの提供を模索し
ます

ネットワーク・プロバイダー
•

•
•

決済バリューチェーン全体に対するサービス提供を目的と
した投資が増加します（既存、新規を問わず）
•
即時性の高いデジタルKYCなどの革新的なサービスにより、
オンラインでの加盟店獲得やオンボーディングが可能にな
ります
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POSの取引量減少と、旅行や接待、ブランド品といった
高額の商品・サービス購入の落ち込みで短期的に収益
が減少しますが、長期的には価格構造に大きな変化
はありません
詐欺リスクに対処するため、行動分析など決済セキュリ
ティの取り組みに対する注目が高まります
B2B分野では、企業がデジタル移行を模索する中で
「プッシュ型決済」機能などのデジタル・ソリューションに
注目が集まります
（宿泊のキャンセルなど）トラブルやチャージバックの増
加に対応するため、オペレーションをより重視する必要
性が生じます

イシュアー
•

顧客の負担軽減のため、POSローンや分割払いの申し
込みが増加します

•

貸倒償却や金利免除が増えることから、イシュアーの収
益は一時的に減少します

•

資金の借り入れは困難になるものの、より統合された
金融サービスが提供されることで、消費者や企業は資
金管理が可能となります

•

売掛債権など、キャッシュフロー予想やクレジットファシリ
ティの返済状況追跡がより重視されます

•

手数料補助やポイント寄付を通じたコミュニティ支援が
行われます

•

ローン・ポートフォリオの安定や、より厳格な信用管理の
維持に重点が置かれます

「回復期」はどのようなものになるか？

The passing storm:決済は非接触型に移行し、電子商取引への移行は
急増するもののそれほど定着しません
欧州・中東・アフリカ：

北米：
•

消費者の決済手段の選択が変化し、POS決済の取
引量が減少する一方で、アプリ内決済は増加する可
能性があります

•

裁量的支出の減少に伴い、決済量全体が落ち込み
ます
小切手や現金による決済がデジタルに移行するため、
ピア・トゥー・ピア（個人間）の決済がデジタル化します

•
•

手数料に敏感になると共に、信用供与に対する需要
が高まります

•

インフラモダナイゼーションの推進やバリュエーションが
低いフィンテック企業の買収の動きが広がります

•

事業の回復加速に向けて、金融機関が顧客に対し
日中の信用枠を供与します

南米：

オセアニア：

•

送金の減少や観光の落ち込みにより、景気が大きく
後退します

•

人々の現金離れが進み、文化の変容が迫られます

•

デジタル化の圧力を受ける比較的小規模な地方銀
行が、フィンテック企業と連携します

•

•

中小企業向けローンへの需要が高まります

•

•

準公式・非公式の決済業界が急成長するのに伴い、
早急な包括的な規制枠組みの整備が求められます
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•

政府と民間の大企業が効果的に連携し、政
府が金融刺激策を実施する一方で、民間企
業は変化と革新を後押しします
POSによる現金決済からデジタル決済への大き
なシフトが生じます
「後払い」制度を選択する顧客が増加します

•

政府がインパクト緩和のための景気刺激策を講じて大
きな役割を果たします

•

需要低迷が決済の不履行や遅延の増加という結果を
もたらします

•

現金からデジタル決済に移行する人が増え、購入する
商品やサービスに一時的な変化が見られます

•

海外旅行の減少から、為替マージンがインパクトを受け
ます

•

スタートアップ企業に的を絞った政府の救済策が一定の
安心感を与えるものの、フィンテック企業は総じてベン
チャーキャピタルからの資金調達遅延やキャンセルに苦
しむことになります

•

より迅速な決済のユースケースと共に、オープンバンキング
が拡大します

アジア：
•

既に確立している強固な基盤を生かす形で、デジタル
決済がさらに主流となります

•

現金に対する懸念から、「現金引換払い」が大幅に減
少します

•

詐欺増加のリスクに対処するため、取引のセキュリティ
が一層重視されます

•

サプライチェーンや海外貿易の最適化に対する投資が
行われます

シナリオ 2

決済業界へのインパクト：
シグナルと指標

Good company

インパクトが
小さい

1 / 経済

2 / グローバル取引

3 / 顧客の支出

Contextual environment
•

パンデミックの長期化が経済を揺るがし、力関係に抜本的な変化をもたらし
ます。規模の大きい決済プレイヤーがよりレジリエントでサステナブルな運営を
行う状況が続きます

•

大規模決済プレイヤーなどの組織が各国政府の非協調的な対応によって生
じた空白を埋めようと努力を重ね、信頼と高い評価を獲得します

•

テクノロジーとそれが生活上で果たす役割が、一般にますます受け入れられる
ようになる一方、大きな組織では革新が急速に広がり、テクノロジーやその新
たな応用に多額の投資が行われます

•

パンデミックや景気悪化の長期化は市場での力関係に抜本的な変化をもた
らし、既存の市場構造にインパクトを及ぼします

4 / エコシステム

5 / デジタル採用

6 / リスク
エクスポージャー
7 / ビジネスモデル

8 / 規制
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インパクトが
大きい

「回復期」はどのようなものになるか？

Good company
Competitive implications
顧客
•

顧客の購買意欲が必需品・サービスにシフトし、これら
に係る取引量が急増します

•

デジタルウォレットや非接触型決済といった決済の革新
が相次ぎます

•

•

顧客に対し、革新的かつ効果的で、場合によっては社
会的責任も果たすソリューションを確実に提供できる決
済業者への信頼が大きく向上し、ロイヤルティが高まる
と共に価格意識が低下します
決済体験の高度なパーソナル化のために大企業とデー
タを共有することに対し、顧客の不信感が低減されます

販売業者
•

中小の販売業者をまとめる大企業の主導により、市場
や電子商取引のプラットフォームが急増し、様々な地域
で新たな電子決済の採用が進みます

•

デジタルコマース能力で遅れを取る販売業者は存在感
の低下、また場合によっては加速的な従業員減少に
直面する可能性があります
テレビ会議や5Gネットワークといったテクノロジーの利用
が加速します

•
•

収益を増やすため、消費者向けローンが選択肢として
注目されます

チャネル
•

統合的なデジタル体験を提供するために、決済サービ
ス・プロバイダーが、デジタルプロセスの効率化を通して
統合的な商品・サービスを開発する新たな能力を構築
または取得することが求められます

•

公的部門と大企業間の連携や協働が世界的に増え、
クロスボーダーの決済が増加します
ATMネットワークが、非現金取引の拡大促進や顧客と
の高度なやり取りという従来とは別の目的で再利用さ
れます

•

•

ダイナミックなディスカウントの選択肢を商品・サービスの
サプライヤーに提供し、買い手がキャッシュフローの恩恵
を受けられるようにすることに重点が置かれます

Ecosystem participant implications
ゲートウェイ、プロセッサ、アクワイア

ネットワーク・プロバイダー

イシュアー

•

デジタル顧客認証手段への投資が増加し、実績があ
りセキュアなデジタルテクノロジーを用いた連携をプロセッ
サーが開拓します

•

市場の主力企業がクライシスに応じた需要管理をプロ
セスやオペレーティング・モデルに組み込みます（ネット
ワーク範囲の拡大やシームレスなデジタル化）

•

顧客や販売業者を保護するため、データ保護や詐欺リ
スク、AML、コンプライアンスに関して投資の加速やガバ
ナンスの向上が見られます

•

オンライン取引の急増を受けて、決済プロセスを完全に
デジタル化する動きが加速します

•

ネットワーク・プロバイダーが利益率の向上を目指して新
たなプライシング・モデルや付加価値サービスを開発します

•

•

市場での力関係が抜本的に変化してより規模の大き
いプレイヤーが力を持つため、M&Aが増えると共に決済
エコシステムの再編が相次ぎます

•

プロセッサーとネットワーク、イシュアー間のやり取りをス
ピードアップするため、ネットワーク・プロバイダーが決済全
体のデジタル化を進めます

新たな顧客については顧客リスクを評価するために債
務不履行の防止策や回収戦略が強化され、既存の
顧客については履行困難時の対策が更新されると共
に救済プログラムが拡充されます

•

総合的かつ連続的な決済の増加により、顧客にとって
の柔軟性が高まります

•

デジタルによる本人確認（生体認証など）や管理に
いっそう重点が置かれることが、デジタル取引を下支え
します

資金の一元化と簡素化を進めるため、キャッシュマネジ
メント商品（バーチャル口座など）を巡る革新が加速
します

•

顧客がデータ共有に抵抗感を示さなくなることで、オープ
ンな金融サービス（オープンバンキングなど）の提供が
加速します

•
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「回復期」はどのようなものになるか？

Good company:活発なM&Aや大企業間の世界的な協働が、
再編や「オープン」な金融サービスの導入を推進します
欧州・中東・アフリカ

北米：
•

非接触型決済（小売店でのタッチやQRコードなど）の
導入の初期〜中期の段階となります

•

混乱を乗り切るのを支援するため、政府が大企業に対し
て戦略的な指示を行います

•

グローバルのサプライチェーンが、アジアから地域の連携
先企業やサプライヤーにシフトします
アクワイアラーの再編が進みます

•

パンデミックの長期化により厳しい渡航禁止が課されるため、
観光依存度が高い国の経済が急速に落ち込みます

•

大企業が低コストの決済システムを展開して顧客獲得を
伸ばします

•

物理的な銀行サービスが見直され、ATMが従来とは別の
目的で再利用されます

•

消費者を大手の決済プレイヤーから保護するため、データの
共有や取り扱いに対する規制が強化されます

•

大手の決済プレイヤーが決済の革新をスピードダウンさせ、
パンデミックの不確実性に備えてより多くの資金を抱えるよ
うになります

•

デジタル機能を使いこなすための顧客教育や、攻撃の標
的となりやすい顧客の保護（不正アカウントの削除など）
に重点が置かれます

•
•

大手の決済プレイヤーが信用力の変化を評価し、それ
に沿うような新たな信用モデルを開発します

•

革新的な商品やサービスの提供により、顧客のつなぎ
留めやロイヤルティが戦略的に重視されます
オンライン取引における詐欺リスクが一段と抑制され、
データ保護が強化されます

•

南米：
•

大手の決済プレイヤーが新たな電子商取引顧客に対
象を拡大します

•

既存と新規の決済プレイヤー間の協働が増え、デジタル
ウォレットの分野で革新が進みます

•

大手の決済プレイヤーがサービス能力を拡充し始め、デ
ジタル本人確認を巡るデジタル革新をさらに推進すると
共に、大規模な市場を創設します
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オセアニア：
•

•

POS決済での現金離れが大幅に進み、小切手
の使用も減る一方で、決済プレイヤーが提供す
るプリペイドカードやバーチャルカードといった支
払いの選択肢が増えます
比較的大規模な金融関連企業が持続的な
革新を推進すると共に、政府が顧客に対し緊
急資金を供給して支援を行います

アジア：
•

手数料収入の減少や低金利環境を受けて、銀行がB2Cの決済
バリューチェーンを組織内に維持する必要性について再考します

•

取引手数料がゼロに向かう中、大手決済プレイヤーの利益率が
厳しくなります

•

資金不足や既存企業への信頼の移行を受けて、フィンテックのプ
ロバイダーが圧力にさらされます

•

政府はテクノロジー主導型の既存企業への継続的支援の必要
性についての判断を迫られます

•

大規模な販売ネットワークを有する企業がデジタル決済を採用し、
回収を可能にするために未収金の決済のデジタル化に投資します

•

オープンソースのインフラを採用している国では、統合決済機能を
開発する上で、グローバルテクノロジー企業が大きな役割を果たす
ことになります

Scenario 3

決済業界へのインパクト：
シグナルと指標

Sunrise in the east

インパクトが
小さい

1 / 経済

2 / グローバル取引

3 / 顧客の支出

Contextual environment
•

中国などの東アジア諸国は欧米諸国よりも早期にCOVID-19を抑制し、パン
デミックから力強く抜け出します。一方、欧米諸国は深刻かつ長期にわたる
人的、社会的、経済的インパクトに苦しみます。アジア諸国が各国の回復を
支援する中、経済的パワーのシフトが起こります

•

中国など極東の国々は海外直接投資の取り組みを大幅に強化し、世界
的な評価を高めます

•

政府や企業における顧客データ共有が進んでAIが大きく進化し、その能力が
急速に日常生活の中で活用されます（健康やセキュリティ面の用途など）

•

政府や公的機関による監視メカニズムが、公共の利益の一環として一般に
受け入れられます

4 / エコシステム

5 / デジタル採用

6 / リスク
エクスポージャー
7 / ビジネスモデル

8 / 規制
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インパクトが
大きい

「回復期」はどのようなものになるか？

Sunrise in the east
Competitive implications
顧客

販売業者

•

景気後退の長期化や失業率の高止まりにより支出が
大きく落ち込みます

•

•

鈍い回復から既存制度への信頼が失われ、続いて容
易な購入を可能にするプレイヤーへのシフトが生じます

•

•

より多くの顧客がアグリゲーターや、大規模テクノロジー
企業と東アジアのプレイヤーが下支えするデジタル市場
に目を向けます

•

決済量全体が落ち込み、中小の販売業者が生き残り
のために政府による救済への依存傾向を強めます

東アジアのプレイヤーがこれまで現地市場で提供し、現
在他国に展開し始めている革新的な商品・サービス
（QRコード決済など）に顧客がシフトします

•

•

従来は大部分が世界中をつないで形成されていたサプ
ライチェーンが、東アジア中心の形態へと変化します

多くの販売業者が、東アジアの企業が提供する新しく
コスト効果の高い商品・サービスを受け入れます
アジア発のデジタル革新（QRコード決済や生体認証な
ど）の重要性が高まります

チャネル
•

現地市場で活動するプレイヤーは、連携先企業や新た
なエコシステムを通じて新規のバリュー・プロポジションを
創出するなど、東アジアのプレイヤーと競争するための革
新的なデジタル商品・サービスへの投資を大幅に増やし
ます

•

東アジアの企業や各国政府は、販売業者向けローンの
拡充などの救済プログラムによって国内の中小企業を
支援します

•

東アジアのリードによりアジア諸国と欧米諸国間の貿易
金融が加速します。貿易金融は欧米の銀行にとって収
益をもたらす能力や商品としての機能を果たします

Ecosystem participant implications
ゲートウェイ、プロセッサ、アクワイア
•

景気縮小や支出落ち込みを受け、（当初は一定期
間伸びていた）デジタル決済量が減少します

•

ゲートウェイやプロセッサーの買収・連携が起こり、アジア
の決済プレイヤーが新たに市場参入します
革新的なデジタル決済手段（QRコード決済やエイリア
スを使用した決済、ポイント決済など）に対応するため
の投資が大きく増加します

•

•

ネットワーク・プロバイダー
•

アジア発の革新的な決済ネットワークが浸透し、先進
的な商品・サービスや魅力的な価格設定で顧客を引き
つけます

•

イシュアーがブランド提携などで世界的に事業を拡大して
いるテクノロジーやデジタル小売りの大手プレイヤーと連携
します

•

アジア諸国が生体認証、電子マネー、より迅速な決済
への投資を拡大し、他の市場のプレイヤーがアジアの投
資を受け入れる必要が生じる可能性があります

•

大半のイシュアーが物理的カードからデジタルカードやデジタ
ルウォレットに切り替えます

•

景気後退の長期化により債務不履行や債権償却が大
幅に増加しますが、広範な顧客データを活用した高度な
分析に基づく回収戦略がそのインパクトを緩和します

•

各国独自の規制が進むために参入障壁が高くなりますが、
政府は海外の商品・サービスとの競争を目的に、域内のス
タートアップ企業やフィンテック企業にインセンティブを供与
する可能性があります

•

ISO20022基準の採用状況にばらつきがあるため、より迅
速な決済インフラの普及に地理的なアンバランスが生じます

•

取り残されないように苦心する従来型のアクワイアラー
間で再編が起こります
•

•
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イシュアー

既存のジョイントベンチャー（JV）や米国のネットワー
ク・プロバイダーによる東アジアでの事業拡大計画につい
て、戦略の修正や構造再編が行われます
多要素認証などのデジタル本人確認ソリューションが
決済プレイヤーにとって重要な差別化要因の一つになり
ます
データや知的財産の保護に多額の投資が行われます

「回復期」はどのようなものになるか？

Sunrise in the east:東アジアのプレイヤーが革新を牽引して
決済環境を再構築します。顧客の保護は経済安定とのトレードオフになります
欧州・中東・アフリカ

北米：
•

景気後退の長期化により債務不履行や債権償却が
大幅に増加して、決済プレイヤーが信用リスクの高まり
にさらされます

•

顧客の購買行動はデジタルへのシフトが続き、店内で
支払う形での決済が急減します

•

公共の利益としての中央政府による監視の必要性か
ら、プライバシーやデータ共有に関する新たな方針が策
定されます

•

JVやM&Aが急増し、アジア企業が革新を生かして新た
なビジネスモデルを開拓し、デジタル採用を促進します

•

追加の景気刺激策が実施されることで、より迅速な決
済を投入する取り組みが失速します

•

低水準の支出行動が続き、利益率や手数料、金利収
入が落ち込みます

•

政府が引き続き救済策を講じると共に、デジタルなオム
ニチャネル体験を推進します

•

既存の決済システムに対する投資は、デジタル体験や
デジタル通貨の実現に重点が置かれます

•
•

債務不履行や債権償却が大幅に増加して、決済プレ
イヤーが信用リスクの高まりにさらされます
物理的な銀行サービス（支店やATM）は、デジタルで
の非接触のやり取りや付加価値サービスを提供できるよ
うに見直されます

•

欧州・中東・アフリカ地域の決済企業が、東アジア発の
新たなビジネスモデルに適応します

アジア：
南米：
•
•

•
•

低水準の支出行動が続き、利益率や手数料、金利収
入が全体的に落ち込みます
JVやM&Aの増加とアジアのプレイヤーによる投資を受け
て、大手の決済プレイヤーが新たな電子商取引顧客に
ターゲットを拡大します
顧客のデジタル・オンボーディングが一段と重視されます
デジタル決済の採用やファイナンシャル・インクルージョン
の推進を政府が後押しします
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オセアニア：
•

回復が比較的早いため、各国のGDP成長率がプラス
を確保し、支出もパンデミック前のパターンに戻ります

•

非接触型決済やモバイル決済の利用が続き、顧客
行動の恒久的な変化を主導します
東アジアの企業とのJVが増加し、同地域の観光を下
支えし、現地の革新を支援し、デジタル通貨やデジ
タル資産の採用を加速します

•

•

一部の国では他国に比べ高齢化が進み、迅速なデジタ
ル採用の障害となります

•

デジタル本人確認や電子マネーが急速に進展します

•

現金に対する懸念の高まりから、「現金引換払い」が
徐々に減少します

•

手数料収入の減少や低金利環境を受けて、東南アジ
アの銀行がB2Cの決済バリューチェーンを組織内に維持
する必要性について再考します

•

国によってはデータの民主化やデータ・ローカライゼーショ
ンに関する厳格な枠組みにより、東南アジアとの競争を
回避します

Sシナリオ 4

決済業界へのインパクト：
シグナルと指標

Lone wolves

インパクトが
小さい

1 / 経済

2 / グローバル取引

3 / 顧客の支出

Contextual environment
•

•

•

COVID-19の感染の波が誰も予想していなかったほど長期にわたって世界を
揺るがし、パンデミックのクライシスが長引きます。早期のワクチン実現は望め
ず、各国の医療体制が押しつぶされて、社会が一段と活気を失います
死者が増え続け、社会の不安も消えない中で、各国は国内安全のためと
称して孤立姿勢を強めます。孤立主義的な対応から貿易フローが抑制され、
地政学的な連携も弱まります
政府がテクノロジーによって人々の動きを監視する体制が常態化します。政
府は個人情報や社会情報をパンデミック根絶のためだけではなく、効果的な
感染予防策導入のためにも収集します

4 / エコシステム

5 / デジタル採用

6 / リスク
エクスポージャー
7 / ビジネスモデル

8 / 規制
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インパクトが
大きい

「回復期」はどのようなものになるか？

Lone wolves
Competitive implications
顧客

販売業者

•

景気悪化が続く間、顧客が最も恩恵を受けられるプロ
グラムを求めて頻繁にカードを乗り換えるため、イシュアー
へのロイヤルティが低下します

•

電子商取引の需要が高まり、POS決済に大きなインパ
クトが及びます。顧客行動の変化は恒久的で、オンラ
インの需要が持続します

•

接触者追跡の取り組みの存在が、顧客の本人確認
情報の「共有」をいっそう促進させます

•

•

人々が感染を恐れてデジタル決済手段を利用するため、
現金や小切手による決済が大きく減少します
•
顧客行動が二極化し、一部の顧客が現金を貯め込む
一方で、他の顧客は暗号資産などコスト効率の高い
•
代替的な決済手段を模索します

政府が決済システムをより大々的かつ効果的にコント
ロールすることで販売業者が保護され、詐欺リスクが
いっそう低減されます

•

•

巣ごもり効果から、オンラインやモバイルでの決済が大
幅に増加します

チャネル
•
•

•

迅速な支払いに対するニーズが増えるため、リアルタイ
ム決済の重要性が一層高まります

物理的取引の量が引き続き大きく減少し、非接触型
決済やデジタル決済が標準的決済手段になります
容易に取引できる専用端末のニーズが薄れるにつれ、
顧客の持つデバイス（モバイルやウェアラブル）が次第
にPOS機能を果たすことになります
継続するクライシスやシェアリングエコノミーの拡大により、
顧客が借入や1回限りの高額取引を控えるようになり
ます。柔軟な消費モデルを背景に、「都度払い」へのシ
フトが進みます

回復が遅れ、海外との貿易が減り、利ざやも薄くなるこ
とで、サプライチェーンが空洞化します

Ecosystem participant implications
ゲートウェイ、プロセッサ、アクワイア
•

取引量が低水準にとどまる中、国内のゲートウェイやプ
ロセッサーの再編が急速に進みます

•

販売業者が迅速な入金を求めるため、即時の支払い
に対する需要が生じます

•

顧客がオンライン取引により慎重になり、サードバーティ
経由の支払いサービスが利用されるようになります

•

在宅注文という新たな波が押し寄せ、実際の店舗での
取引の決済処理が大きく減少します

•

「高額商品・サービスの購入」や「信用度の低い顧客」
のセグメントをベースとしたビジネスモデルは厳しい局面を
迎えそうです
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ネットワーク・プロバイダー
•

ネットワーク・プロバイダーが、メッセージや電子マネー、本
人確認に係る基準の乱立や、クロスボーダー取引への
対応においてより高いリスク水準に直面する可能性が
あります

•

顧客の価格意識が極端に高まるため、ネットワーク・プ
ロバイダーが新たな収益モデルやオペレーティング・モデル
を発掘する必要があります。取引量が減少し、手数料
ベースのモデルは持続不能になります

•

消費者がデータの共有や監視を避けようとするため、
シャドー・ネットワークや代替のネットワークが台頭します

•

リアルタイムの内部決済ネットワークの開発や拡大が急
速に進み、手形交換所が岐路に立たされます

イシュアー
•

経済的に圧迫されている顧客が決済や取引を厳しく
チェックするため、コールセンターの取扱量がCOVID-19発
生前と比較して一段と増加します

•

位置追跡とデータの機密保持や管理が日常的となる
中で、政府が資金の移動について厳格な措置を導入
し、各国も独自の規制を実施するため、詐欺リスクが
改善します

•

イシュアーが信用リスクの管理と信用供与の間で難しい
舵取りを迫られます

•

政府が景気刺激策を通じてさらなる支援を提供します

「回復期」はどのようなものになるか？

Lone wolves:ナショナリズムの高まりがイノベーションやM&A、
グローバルサプライチェーンにインパクトを及ぼします。
また、規制枠組みがばらばらなため、オペレーティング・コストが上昇します
欧州・中東・アフリカ

北米：
•

給付金の迅速な支払いに向けて、全国的なデジタル
本人確認システムへの投資が行われます

•

巨大テクノロジー企業が決済や融資に活動の場を広
げ、決済の分野でこれまでよりはるかに重要な役割を
果たします
アクワイアラや決済プロバイダーの再編が加速します

•
•

顧客が暗号資産などコスト効率の高い代替的な決済
手段を模索します

•

顧客がより有利な条件を求めて頻繁にカードを乗り換
えるため、イシュアーへのロイヤルティが低下します

南米：

オセアニア：

•

孤立主義的な政策が強まり、各国は欧州連合EU）の
掲げる共通目標よりも個々の国のニーズや要望を優先
します

•
•

政府が海外のプレイヤーによる参入を制限し、国内のプ
レイヤーによる革新を奨励します
データセキュリティのためのEU規制（GDPR、PSD2）が
緩和され、接触者追跡の取り組みにより本人確認情
報の「共有」が進みます

•

顧客が暗号資産などコスト効率の高い代替的な決済
手段を模索します

•

消費者が苦境にあえぎ、政府が社会的支出を増やす
中、信用に対する関心が高まります

•

低金利やマイナス金利の環境による純利益率の落ち込
みを受けて、銀行が新たな収益モデル（差別化された
サービスモデルや日中流動性に対する課金など）の模
索を余儀なくされます

アジア：

•

政府が流動性をもたらすことに苦心し、国際機関に救
済を求める中で、南米は深刻な景気後退に直面します

•

物理的取引の量が大きく減少する中で、非接触型
決済やデジタル決済が標準的決済手段になります

•

多くの東南アジア諸国では高齢化が進み、迅速なデジ
タル採用の障害となります

•

デジタル決済の利用者が増加するものの、全体的な支
出は過去最低の水準に落ち込みます

•

•

一部のフィンテック・プロバイダーが資金不足から倒産し
ます

•

効果的な規制の枠組みや執行がないため、サイバー犯
罪が増加します

政府が現地企業の振興に力を入れるため、（東南
アジア諸国からなどの）クロスボーダーの電子商取引
が急減します

•

民間のプレイヤーが、政府の支援や補助を受ける決済
システムとの競争で苦戦します
B2B決済のデジタル化が拡大し、販売会社やサプライ
ヤーによる回収を後押しします

•

暗号資産やそれを支えるブロックチェーン・テクノロジーが
急成長します

•
•

非接触型のアンビエント・デバイスを用いた取引への
投資が増加します
サブスクリプション型決済（後払い）が広がります

•
•
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東南アジアの新興フィンテックのエコシステムが、海外直
接投資（FDI）の減少を受けて苦境に立たされます

1 / 事業環境の進化
2 / グローバル決済エコシステムのシナリオ
3 / 「回復期」はどのようなものになるか？
4 / チームの紹介と謝辞
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