
デジタル・プロミスの実現  
規制当局、ビックテック企業、 
フィンテック企業などのエコシステムにおける変⾰
IIF（国際⾦融協会）とデロイトによる報告書 



デジタルプロミスの実現 | 規制当局、ビックテック企業、フィンテック企業などのエコシステムにおける変⾰ 

2

概要

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を受けて、デジタルトランスフォーメーションの必要性とその実現に
向けた期待が、需給両サイドで急速に⾼まっています。しかし、⾦融機関の対応能⼒は、事業を展開する
外部エコシステムにより制約されています

• デジタルオートメーション⾰命の基本的要素は、デジタルアイデンティティ、クラウド、先進的アナリティクスで
す。しかし、依然として、政府による基盤整備は国や地域ごとに異なっています

• 規制当局は、安定と消費者保護、そして公正な競争の維持という主要⽬的を⽀える安全なイノベーショ
ンの促進に向けて、⾃らが果たすべき役割の重要性について理解を深めています

• ⾦融サービスのエコシステムが伝統的な⾦融機関を超えて拡⼤し、フィンテック企業やビッグテック企業、ク
ラウドプロバイダーを包摂していくのに伴い、より効率的に変⾰を進め、知識ギャップを埋めるため、これらの
当事者間、そして規制当局との協働の必要性が増しています

• データは、セクターに関わりなく共通の「原材料」になりつつあり、その量とクロスボ−ダーな流通は⾶躍的に
増加する⼀⽅です。これにより、セクターに特化した従来の規制要請と、プライバシー保護やセキュリティ、
公正競争の各規制当局の要請が重なる部分で、新たな課題が⽣じています

• グローバルな規制環境の複雑化が進む中で、摩擦を軽減し、（規制下にある）クロスボーダーデータの流
通を促進するため、データ統治体制の相互運⽤が可能となる枠組みが必要とされています

注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2021年4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、
2021年6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。
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ディスラプティブ・フォース（disruptive force=ビジネスの破壊的要因）の出現、進化、収束が、⾦融サービスの未来を左右する状況が続いています。相互連
関性と相互運⽤性の増⼤によりバリューチェーンがバリューウェブへと姿を変えていく中で、エコシステムは従来の「線形」のバリューチェーンを破壊しつつあります。
このようなトレンドは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の出現によりさらに加速しており、ビジネス環境の急変に対応するため、最新テクノロジーへの投
資、エコシステムパートナーシップ、⾦融サービス業界内や他業種との提携が急速に進展しました。顧客の期待がCOVID-19以前の状態に戻るとは考えられな
い状況において、デジタルトランスフォーメーションはもはや、効率性のみに関わるものではなく、ビジネスモデルの変⾰を包摂するものへと変容しました。 

過去18カ⽉間にわたり、国際⾦融協会（IIF）とデロイトは、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について共同調査を実施し、⾦融機関が
どのようにデジタル・プロミス（デジタルトランスフォーメーションが約束するもの）を実現できるかについて考察してきました。本シリーズはデジタルに関するさまざ
まな経験や視点への理解を深めることを⽬的として、150名を超える経営幹部、変⾰のリーダー、思想的リーダー（thought leader）、投資家、規制当局や
官公庁の幹部を対象とする⼆次調査およびチャタムハウスルール（訳注：英王⽴国際問題研究所が定めたルールで、会議中に得た情報を外部で⾃由に
引⽤・公開することができるが、その発⾔者を特定する情報は伏せなければならないとするもの）に準拠して実施した討論やインタビューを基に作成されまし
た。また補⾜として、公の場でなされた発⾔も盛り込んでいます。 

私たちは、企業がさまざまな⽬的を持ってトランスフォーメーションの課題に取り組むのを⽬にしてきました。顧客が今求めているサービスやその提供⽅法を改善
するために⾃社の事業を変⾰しようとしている企業もあれば、明⽇の市場トレンドを予測し、それに応じたキャパシティを得るために変⾰しようとしている企業も
あります。また、⾃社の柔軟性を⾼める、すなわち、顧客の嗜好の変化に迅速に対応し、⾃社の位置付けを変更できる能⼒とダイナミズムを醸成するために
変⾰しようとしている企業もあります。 

図1: デジタルトランスフォーメーションが約束するもの（プロミス）を実現する：シリーズ 
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当該シリーズでは、デジタルトランスフォーメーションの⾏程において⾦融機関が直⾯する課題と障壁、そして、それに対して⾦融機関が
組織内で何ができるかについて検討してきました。しかし、⾦融機関単体では克服できない課題もあります。そのような課題を克服す
るには、規制当局、政策⽴案当局、政府機関、投資家、競合他社、提携先など、外部の広範な⾦融サービスエコシステムの参加
者が協働し、デジタル価値の開放をさらに進める必要があります。本稿では、外部エコシステムが果たす役割、外部エコシステムにより
克服可能な主要課題、そして、そのために必要な⾏動を探ります。 

「危機が起これば、たとえそれがどのような危機であっても、既に存在していたトレンドが加速されます。COVID-19のために、顧客⾏動のオン
ライン化やデジタル化、テクノロジーの活⽤、柔軟な働き⽅や多様な働き⽅の進展が加速され、数年間早送りされた状況になりました」 

ナショナル・ウエストミンスター銀⾏ CEO（最⾼経営責任者）1、Alison Rose⽒

「ゴールドマンにとって効果的だったのは、当社がパートナーとして積極的に活動していることです。『まず外
を⾒よ』が、当社の原動⼒である信条の1つです。すべてを社内で作ろうとは考えていません。他社のイノ
ベーションの⽂化やイノベーションの⽅法により多く接し、オープンソーシングなどでフィンテックのエコシステム
に参加して、それに還元していきたいと考えています」

「パンデミックのために『勝者総取り』の傾向が強まり、中堅クラスの銀⾏が圧迫されて
います」 

前中央銀⾏⾼官

ゴールドマン・サックスCTO（チーフテクノロジーオフィサー）2、Atte Lahtiranta⽒
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ビジネスエコシステムとは、顧客価値創出のための統合された網羅的な環境を、複数の企業が共同で形成するネットワークです。業界のエグゼクティ
ブが私たちとの対話全般を通じて⾔及したのは、技術の進歩により、エコシステムの相互連関性と相互運⽤性が⾶躍的に⾼まるに伴い、エコシステ
ムのもたらす価値が急激に増⼤しているという点です。しかし同時に、これらのエコシステムの進化するスピードが急速であるため、「バリューウェブ」を通
じて価値がどのように配分されていくのか、また、企業がこの進化を資産化するための適切な能⼒と素質を備えているのかを予測することが難しくなっ
ています。 

エコシステムは企業が機動的かつ効率的に市場に進出する道を拓き、より早く市場に参⼊する⽅法を企業が会得していく中で新たな選択肢を提
供します。同時に、企業はリスクに晒される資本を減らすことができます。企業がエコシステムに参加する他の組織と提携し、パートナーとなることで、よ
り戦略的な道を⾒出し、モジュラー（脱着可能な）⽅式での協働を達成して、外部の能⼒の活⽤を通じてより迅速に試⾏し、その結果から学ぶこ
とができます。しかし、エコシステムの参加者によると、このようなエコシステムを醸成する外部環境は、規制当局と⾦融サービス機関のどちらの⾒地か
らもまだ⼗分成熟しておらず、進化の途上にあるようです。 

デジタルエコノミーの構成要素
「企業が外部環境からのデジタルトランスフォーメーションを実現するためには、さまざまな構成要素を検討する必要があります」と述べたのは、アジア
太平洋地域のグローバルな保険会社のチーフイノベーションオフィサーです。この⾒解には本調査参加者の⼤半が同意しています。新たなデジタルエコ
ノミーの構成要素となるテクノロジーとして多く⾔及されたのは、クラウド、先進的アナリティクス、⼈⼯知能（AI）です。これらは次世代のビジネスモデ
ルを⽀える、必要不可⽋なテクノロジーです。 

この他にも、コロナ後のデジタルエコノミーの根本的な構成要素として新たに出現したものに、
デジタルアイデンティティがあります。これは特に、個⼈や企業が過度に情報を共有することな
く安全かつ容易に⾃⼰のクレデンシャルを証明できる技術として注⽬されています。電⼦商
取引が席巻する経済で事業を営もうとする中⼩企業にとって、この技術の重要性はさらに増
しています。また、銀⾏や保険会社にとっても、顧客データ保護や⾝元確認に関する能⼒を
活⽤して収益化し、顧客との関係において中⼼的な地位を維持するための⼤きな機会とな
ります。また、サンタンデール銀⾏のアイデンティティ（デジタルプラットフォーム）のグローバル責
任者、Rod Boothby⽒は次のように述べています。「デジタルアイデンティティはより多くの⼈々
がフォーマルエコノミーに参加することを可能にするだけではなく、⼀連のサービス全体を裾野ま
で開放するのです」。ビジネス上の論拠は明確であり、「銀⾏が顧客との関係を維持したいのであれば、顧客のログインを維持しなければなりません。
そうすれば、顧客のプライバシーを管理、保護する役割を担うことができ、戦略的に極めて強い⽴場に⽴てます3」。消費者⾦融のプラットフォーム化の
進展を受け、他の参加者の多くも同様に、今後、顧客中⼼のエンゲージメントモデルを完全に実現するためにはデジタルアイデンティティが不可⽋と
なるだろうと認めています。 

しかし、包摂性の⾼いデジタル環境に向けてデジタルアイデンティティの恩恵を実現するためには、まだ、なすべきことがあります。南⽶に拠点を置くあ
る銀⾏のエグゼクティブは次のように述べています。「デジタル環境により多くの⼈々を迎え⼊れ、デジタルバンキングの利⽤者を増やすためには、政府
からのインセンティブが必要です」。他にも、あるエグゼクティブは銀⾏⼝座を保有していない⼈々がアジア太平洋地域に5億⼈超も存在することに触
れ、「政府はデジタル環境を包摂性の⾼いものにすることに注⼒する必要があります」と述べています。 

「企業が外部環境からのデジタルトランスフォーメーションを
実現するためには、さまざまな構成要素を検討する必要が
あります。それらの構成要素の中⼼にあるのが、根本的な
構成要素であるデジタルアイデンティティです」 

– アジア太平洋地域の⼤⼿保険会社の
チーフイノベーションオフィサー 

エコシステムの進化
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クラウドもこの取り組みにおいて中枢的役割を果たしています。クラウドを活⽤することで、コロナ禍の中にあっても事業の継続やリスクの軽
減が可能になりました。また、顧客は、エンターテインメントやソーシャルメディア、ヘルスケアなどのセクターで経験しているのと同様の、パーソナ
ライズされた即時的なサービスを⾦融機関にも期待するようになっており、そのようなサービスを顧客に提供するためにはクラウドが⽋かせない
という認識が⾼まっています。 

本調査の参加者も、2020年に観測されたデジタルの迅速な導⼊による影響の中で顧客の期待⽔準が上がったことは特に重要であると考
えています。業界のエグゼクティブが、クラウドに移⾏しない場合のビジネスリスクは新しいものを導⼊する際の技術上のリスクやオペレーショ
ナルリスクを上回るということを理解した転換点は、コロナ禍以前の時期だったとみられます。その後、状況は急速に進展しました。2020年
後半には、デジタル化された新たな現実の形がより明確になり、コロナ後の世界に向けて戦略的な態勢整備の機運が⾼まり、それととも
に、デジタルトランスフォーメーションの課題や成功要因に関する議論は常にクラウドに向かうようになりました。そうした戦略的ビジョンを規制
当局の期待と規制対応のプロセスに整合させることは極めて重要です。この点に関しては、7ページの「クラウドと規制」のボックスをご参照く
ださい。 

クラウドは⾼度の分析技術に不可⽋であり、そ
の点における重要性もまた、クラウドがもはや
「選択するもの」ではなくなっている理由の1つで
す。2018年から2020年にかけて実施されたIIFに
よる⾦融機関の機械学習技術の導⼊に関す
る⼀連の調査では、⼤量のデータソースを1つの
データレイクで管理・統合することの難しさが浮
き彫りになりました5。データ管理の向上が、AIや
機械学習の可能性の活⽤における要です。 

⾦融機関は、新たな競合に対抗するために商品・サービスを更新し、新⼿の犯罪に対処するためにリスク管理能⼒をアップデートする必要
に迫られており、AIや機械学習の重要性がさらに増しています。この点に関しては、規制当局、エグゼクティブ、政策⽴案当局の間に異論
はないでしょう。 

規制当局の役割の変化
AIやクラウドなどの変⾰的技術により変化のスピードが加速し、相互連関性やデータ駆動性が⾼まる⼀⽅のグローバルな⾦融エコシステムに
おいて、規制当局は、技術の進歩と同じ速さで進化する必要性と、⾦融システムの健全性・安定性の維持および最終消費者の保護を
軸とする法令上の⽬標との間でバランスを取るという難題に直⾯しています。本調査に参加した業界のエグゼクティブや規制当局は、これ
は容易なことではないと認めています。銀⾏と同様に規制当局も、⾃らのリスクアペタイトをイノベーションに適合するよう定める必要があり
ます。ある新興国の中央銀⾏⾼官は次のように述べています。「規制要件のうち緩和できるものと不可⽋なものを判別するためには、規制
当局や監督当局のマインドセット（考え⽅）の修正と、アプローチの現代化が必要です」。規制当局のリスクアペタイトに⼤きな影響を及
ぼすのは、多くの場合、その地域の価値観と変化に対する姿勢、さらには現⾏政策の優先課題やその国の経済に⽣じると考えられる包
括的なリスク（あるいはメリット）です。例えば、データローカライゼーションの要件や顧客データ移管の制限は、データの上に成り⽴つ経済の
可能性すべてを開放する上での障害になります。 

2000年代初めの世界⾦融危機以降、イノベーションに対するさまざまなアプローチが世界各地で⾒られました。「⾦融危機の後、欧州では
イノベーションが消えました。その状況を⼀変させたのが、欧州の第⼆次決済サービス指令（PSD2）とオープンバンキングです」とある銀⾏の
エグゼクティブは指摘しています。また、ある新興国の規制当局⾼官は次のように述べました。「規制当局は取り締まるだけではなく、デジタ
ルトランスフォーメーションの実現者の役割も果たすようになりました」。シンガポール、⾹港、オーストラリアなどのアジア太平洋の国・地域で
は、イノベーション促進のための投資が活発に⾏われています。例えば、シンガポール⾦融管理局（MAS）は2015年5⽉に、フィンテック・ア
ンド・イノベーション・グループを設⽴しました6。また、⾹港⾦融管理局（HKMA）は2016年に、ステークホルダーと規制当局間の調整を⽀
援するためのフィンテック・ファシリテーション・オフィスを新設し、現地の市場でのイノベーションの先頭に⽴っています7。英国ではFCAが2015

年に、フィンテックのレギュラトリー・サンドボックス（Regulatory Sandbox）の取り組みを開始しました。この取り組みでは、企業がイノベーティ
ブな提案をマーケットで試⾏するのと並⾏して、規制当局はその試⾏の実施と展開を観察し、特定の消費者保護措置について同意を与

デジタルファイナンスの中核にある⽭盾の1つは、成功を収め
るためには、(a)規模の経済の達成と(b)⾼まる⼀⽅の顧客
の期待に応えるためにカスタマイズ可能なソリューションの創
出を両⽴させなければならないことです4

Chris Brummer⽒
ジョージタウン⼤学法学部教授。⾦融規制およびグローバルガバナンスの
分野で執筆活動を⾏い、思想的リーダーでもある 
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えます8。このほか、ドバイ⾦融センターにはフィンテック・ハイブ（FinTech Hive）が設置
されています。これは当地域初の⾦融テクノロジー開発⽀援組織で、ドバイ⾦融サー
ビス機構がエコシステムに参画し、⾦融機関やスタートアップ企業に規制上の指針を
提供しています9。アジア太平洋地域のある中央銀⾏のイノベーション責任者が強調
するとおり、このような取り組みは同時に「最新テクノロジーを監督に活⽤しようとする
規制当局⾃⾝の意欲」を⾼めるものです。 

しかし、欧州の中央銀⾏に在籍するある参加者が述べたように、さまざまな課題が存
在しています。「⾦融機関が規制要件に圧倒されるように感じることも多くあります。
規制要件の中には⼗分な整合性のないものがあると⾔っても過⾔ではないでしょう。例えば、サイバーセキュリティ、⼀般データ保護規則
（GDPR）、PSD2、AML（マネーロンダリング対策）のためのデータ保全などです」。加えて、参加者の⼤半が、規制は必ずしも均衡が取れてい
ないとの認識を⽰しています。欧州では、フィンテック企業に付与された免責やレギュラトリー・サンドボックスにより、独⽴系フィンテック企業は規
制を⼀部免除される形でデジタルサービスを（順調に）試⾏できました。他⽅、銀⾏傘下のフィンテック企業には、依然として親会社である銀
⾏の規制の枠組みが全⾯的に適⽤されるため、多くの場合、既存企業がデジタルの分野に新しく現れる挑戦者たちと同じ速度で前進すること
ができませんでした。 

しかし、欧州では銀⾏セクターが基盤構築に苦闘し、イノベーションが出現しなかった⼀⽅で、⽶国では、巨⼤テクノロジー企業を起点とするイノ
ベーションが加速し始めていました。⽶国を含む多数の他の国では、規制当局は⾃国市場の状況に適合した、より保守的なアプローチを取って
いました。 

 
 

IIFとデロイトは、2020年後半を通して、南北アメリカ⼤陸、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋地域（APAC）の業界シニアエグゼクティブから成
るフォーカスグループによるバーチャル討論会と、監督機関や公的機関の⾼官から成るフォーカスグループによるバーチャル討論会をシリーズで開催しました。両グ
ループで意⾒が⼀致したのは、将来的に実⾏可能なビジネスモデルにはクラウドが極めて重要であり、よって、⾦融機関がより多くの事業をより速くクラウドに
移⾏することが望ましいという点です。他⽅、クラウドの導⼊を遅らせる⼤きな課題に関する論点もいくつか浮上しました。 

 複数の業界リーダーは、複雑で⼤抵の場合時代遅れでもある規制要件や許認可の迷宮が導⼊の障害となり、導⼊を遅らせていることへの失望を露
わにしています。 

 規制当局側の参加者によると、規制当局はクラウド導⼊を⽀援しているということでした。また、導⼊には技術的な困難が伴う可能性があるため、
（離職率の⾼いテクノロジー分野の責任者には）その仕事を後任者に任せ、規制当局のことを仕事ができない⾔い訳にしたいという誘惑があるかも
しれないという⾒解もありました。 

規制当局は、技術の進歩と同じ速さで進化する
必要性と、⾦融システムの健全性・安定性の維
持および最終消費者の保護を軸とする法令上の
⽬標との間でバランスを取るという難題に直⾯し
ています。

クラウドと規制

ある規制当局⾼官は次のように述べています。「チーフテクノロジーオフィサーの⼀般的な在任期間は2年です。クラウド導入を後任者に押し付け、規制当局
を批判する⽅が簡単でしょう」。この意見とは逆に、グローバル投資銀⾏のチーフデジタルオフィサーは次のような見解を持っています。「規制当局と私たちの間
には知識ギャップが存在します。（中略）規制当局には学習する時間が必要だと思います。（中略）クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、規制当局
向けの無料クラウド研修を実施するための基⾦を設⽴する必要があります」 

このような異なる見解を検討するにあたり、私たちは、規制当局側のフォーカスグループに参加したのは組織のトップや部署の責任者、あるいはイノベーション
専担部署の責任者であることに注目しました。このような規制当局の⾼官たちは、戦略的ビジョンを共有し、監督対象の企業が生き残るためにはクラウド導
入が喫緊の課題であることを理解していると考えられます。⼀⽅で、クラウド導入を実現させる過程で⾦融機関が日々向き合っている規制当局の職員
（検査官）は、それと同程度の理解にまだ到達していないのかもしれません。 

しかし、この知識ギャップは規制当局にだけ存在しているものではありません。複数の銀⾏と保険会社の幹部は、⾃社の戦略でクラウドを優先課題とすべき
ことを執⾏委員会とチーフリスクオフィサーが理解していても、新たなプロセスや新規サードパーティとの関係の承認、導入に関与する他の人々が、新たなテクノ
ロジーや⾃社の将来にそれが果たす役割について精通しているとは限らないことを認めています。知識ギャップ（そして継続的な教育の必要性）が、⾦融機
関と規制当局とに共通する課題なのです。 

同時に、業界リーダーの多くが、国ごとに規制が相違していることについて懸念を表明しています。全く異なる規制要件のために、複数国で事業を展開する
企業のクラウド導入が妨げられてきました。このため、データローカライゼーションに関する懸念も⾼まっています。この点については、17ページに記載の「クラウド 

– データセキュリティとデータレジデンシーのどちらを重視するべきか」においてさらに詳しく説明しています。
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エコシステムの拡⼤と協働の強化

エコシステムが⾦融サービスの外へと拡⼤するに伴い、当然ながら、規制当局
が変化のスピードに合わせ、状況に応じて規制を制定する必要が⽣じます。私
たちが対話したエグゼクティブの多くは、規制当局がこれを実現するため、業界
や他のステークホルダーと協議してガイドラインを策定し、具体的なユースケース
や差し迫った課題（例えば、規制の対象を事業活動とするか事業体とする
か）を適切に検討できるよう、常に対話を促進する必要があると考えていまし
た。中東のある中央銀⾏⾼官の⾔葉を借りて簡単に⾔えば、「協働的な取り
組みが必要」なのです。 

この⾒解には、私たちが対話した多くのエグゼクティブや政策⽴案当局が賛同
しています。APACのレグテック領域のリーダーである参加者の1⼈が討論会で述
べたように、重要なのは、協働を受け⼊れるオープンなマインドセットを備えてい
ること、そして、主要課題を規制と監督の観点から特定するために業界と協
⼒することです。「既存企業は、規制上の調査を規制⾯の不満と取り違えて
います。私たち（規制当局）は、レガシーテクノロジーからクラウドに移⾏しよう
とする企業を詳しく調査し、多くの質問を投げ掛けます。しかし、新規に設⽴さ
れるバーチャルバンクに対しても、同じ質問をするでしょう」と、APACのある規制
当局⾼官は強調しました。幸運にも、世界各地の規制当局は、国内レベル
でステークホルダーとの対話と協働に優先的に取り組むようになっています。そ
の結果、より現実に即した規制が策定されていると同時に、クラウドなどの最
新テクノロジーがエコシステムに浸透し、デジタルトランスフォーメーションが加速
するなどの成果が表れています。まだ、なすべきことはありますが、進展は⾒ら
れます。「クラウドへの移⾏にあたっては、協働を重視してビジネスモデルにアプ
ローチする必要があります」と⾔及したのは、アフリカのある銀⾏のチーフデータオ
フィサーです。この⾒解には、私たちが対話した規制当局や、⾦融機関を介する代わりに直接的関与を深めているCSPも同意しています。ある⼤⼿のグローバ
ルクラウドプロバイダーとの対話の中で特に強調されたのは、誤解を解き、クラウドに関するポリシー策定を⽀援するための⼿段として、協働が重要であるとい
う点でした。「Day1が⼤事です。（中略）初めにコンテクストを設定することが重要です」と、銀⾏勤務経験のあるCSPのシニアエグゼクティブは、対話の中で
⾔及しました。協働を積極的に進めることで、CSPは⾦融機関や規制当局にクラウドへの移⾏について助⾔できる⽴場に⽴ち、規制当局の規制対象である
⾦融機関の延⻑線上にある組織と⾒なされるのを回避できるのです。 

「考えられないほど速く、状況は変化していきます。（中
略）規制がそれに追いつくのは困難です。危機のさなか
に、いつ事態が収束するかを⾒極め、流動性と資本の
基準を決定するのは極めて難しい課題です。しかし、イノ
ベーションについては、いつ状況が落ち着くのでしょうか。
いつになれば、変化の速度が緩むのでしょうか」
– ⽶国の元当局⾼官 

「規制当局の役割は進化し、イノベーションの実現、推
進、⽀援においてより⼤きな責任を負うようになりまし
た。⼀⽅で、安全性、健全性とそれのバランスを取ること
も求められています」
– 新興国の中央銀⾏⾼官 

「規制当局は従来の監督技術は役に⽴たないことを理
解し始めています。規制当局は新たな技術の活⽤に強
い意欲を持っています。レグテックは他の何よりもイノベー
ションに拍⾞をかけています」
– APACのある中央銀⾏のイノベーションリーダー

「核⼼的問題は、AppleとGoogle（Chromeを⽤いて）が、⾃らの市
場⽀配⼒を⽤いてプライバシーを向上させていること、しかしそれが利⼰
的な⾏動に過ぎないことです。政策にはトレードオフが伴います。⼀般
データ保護規則（GDPR）にも同様の問題があります。Googleと
Facebookにとっては有利なものとなっています。したがって、プライバシー
の規制当局と公正競争の規制当局は今後10年間にわたり、この点に
ついて議論することになるでしょう（英国では、競争・市場庁（CMA）
と個⼈情報保護監督機関（ICO）が協働を模索しています）」

Benedict Evans ⽒、⾼名なコンサルタント 兼 独⽴アナリスト
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規制当局と業界のステークホルダーが国内レベルで協働することは、デジタルトランスフォーメーションのために不可⽋ですが、データの本質と世
界経済の将来を考えると、規制当局間の国際的な協⼒も必須です。⽶国の元当局⾼官が⾔及するとおり、「（成果を挙げるためには）
規制当局と業界の協働だけではなく、規制当局間の協働も必要です」。しかしながら、法域横断的な規制当局の協働には困難が伴うこと
が明らかになりつつあります。⼀貫性を⽋くデータの枠組みや規制が依然としてデジタルトランスフォーメーションの障害となっているほか、デジタ
ル格差もさまざまな点で深刻化しています。この⾒解には、中国⼈⺠銀⾏（PBOC）の潘功勝（Pan Gongsheng）副総裁も同意し、適切
なバランスを取ることは「容易なことではありません。懸命に取り組み、協⼒する必要があります」と述べています11。 

例えば、本調査の参加者のコメントから、多くの政府が、デジタル製品・サービス
への市場アクセスの制約、データ移転の制限、外資系企業に対する国内の重
複するサーバーへの投資の強制、デジタルデザインに対する保護主義的な障壁
の設定などの措置を取っていることが明らかになりました。データローカライゼーショ
ンに関する措置は、経済全体にリスクと負担を課し、⾦融サービスの効率性、
不正⾏為の防止およびイノベーションの障壁となることで、デジタルエコノミーの効
率性と経済機会の多くを阻害するおそれがあります。⾦融サービス業界が負う
直接的な負担は、討論会で複数のエグゼクティブが⾔及するとおり、⾦融機関
にとって深刻なものですが、その影響は⾦融業界だけではなく経済全体に波及
し、システムの弱体化、グローバルバリューチェーンへの接続性の低下、グローバル
なデータとテクノロジー資源の活⽤機会の減少などにつながっています。データロー
カライゼーションの課題とデータローカライゼーションの捉え⽅については、さらに検
討する予定です。ただ、すべての政府がデータローカライゼーションに対して同じ態
度を取っているわけではありません。 

MASのRavi Menonマネージングディレクターが強調したのは、グローバルなデジタル
エコノミーのためのルールブックが存在しないこと、そして、データローカライゼーション
やデジタルサービス取引などの論点を対象とする「デジタル版ブレトンウッズ」の必
要性です12。同⽒は、官⺠両セクターが協⼒し、デジタルエコノミーのための「ゲー
ムのルール」を設定することが重要かつ必要であると主張しています。さらに、同
⽒はシンガポールが成果を挙げている、オーストラリア、ニュージーランド、チリを含む国々とのデジタルエコノミーに関する⼆国間協定にも⾔及
し、⼀⽅で、多国的なアプローチの必要性も指摘していました。 

「各国の規制が継ぎはぎ（パッチワーク）になりかねないこと、そして、私たち（業界エコシステム）が協働し、先⾒性を備えたソリューションを
考え出す必要があることが認識されなければなりません」と述べたのは、⼤⼿国際銀⾏のチーフデータオフィサーです。今後は、グローバルな基
準やプロトコルの策定と協調、国境をまたぐデジタル取引、相互運⽤性、そして、フル稼働する真にグローバルなデジタルエコノミー構築のため
に、国際的な協働をさらに進展させることが不可⽋になるでしょう。

⾼名なコンサルタントであり、独⽴系アナリストでもある
Benedict Evans⽒の最近の引⽤によると、欧州の主要
な公正競争規制当局者は次のように述べています。
「私たちがテクノロジー企業にある⾏為を求めると、その
午後にはプライバシー規制当局がそれをしないようにテク
ノロジー企業に求めるのです」13

「私たちの国の中央銀⾏は、まさに進化の途上にありま
す。国や業界がたどるべき道を理解し、現実を学び、そ
れに適応しようとしています」
– ファースト・アブダビ銀⾏のYuri Misnikチーフテクノロジーオフィサー14 

「規制当局との共創は極めて有効です」
– あるユニバーサルバンクのウェルス&パーソナルバンキング責任者 
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デジタルエコノミーについて議論するのであれば、この新しい世界の⽀配者に触れないわけにはいきません。それは、プラットフォームとデータを保
有し、世界中の数⼗億もの消費者の⽇々の⽣活に深く浸透している、超巨⼤テクノロジー企業（ビッグテック企業）です。この数年間、ビ
ッグテック企業は⾦融サービスの伝統的領域への進出を加速してきました。その結果、業界の融合が進み、規制当局は、規制対象を事業
体と事業活動のどちらとするか、より具体的には消費者を保護し、世界全体で公正かつ健全な競争を促進するにはどのような措置を講じ
るべきかという重要な課題に直⾯することになりました。 

規制の焦点は、フィンテック企業からビッグテック企業へ

この10年間、⾦融サービス業界の変⾰において重要な役割を果たしてきたのはフィンテック企業です。この新規に参⼊してきた競争者の第⼀
波が直⾯した規制アプローチは、新たなリスクを抑制しつつ、⾦融サービスにおけるイノベーションに基づく発展の⽀援と業界の多様化促進を
⽬指す、統⼀性のないものでした。私たちが対話したエグゼクティブは、フィンテック企業との競争条件が公正ではない時もあった点について
複雑な⼼境を⽰すものの、⼤半が、フィンテック企業が業界のイノベーションを促進させたという点には同意しました。 

しかし、最近になって、伝統的な⾦融機関に課される厳格な業界規制と同
等の規制には今のところ制約されていないビッグテック企業が進出してきまし
た。⼤⼿国際銀⾏のチーフデータオフィサーによると、この「オープンバンキングの
枠組みの⾮対称性のために、銀⾏はテクノロジー企業とのデータ共有を求めら
れるのに、テクノロジー企業は共有を求められないという結果になりかねない」
のです。これは、⾦融サービス機関にとって特に懸念されることです。ビッグテッ
ク企業は世界中に浸透し、拡⼤しているため、ビッグテック企業が業界に及
ぼす影響は、フィンテック企業よりもはるかに⼤きいとみられるためです。ビッグ
テック企業の膨⼤なリソース（資⾦、データ双⽅の点で）、ネットワーク効果、
最新テクノロジー、直感的で操作性の優れたプラットフォームは、伝統的な⾦
融機関が無視することのできない⼤きな⼒です。 

従来の業界の境界があいまいに

ビッグテック企業は⾦融商品を多様な事業ラインの⼀部としてのみ提供していますが、その⾦融事業から得られる収益はかなりの額に上りま
す。国際決済銀⾏（BIS）によると、ビッグテック企業の収益の10％超が⾦融セクターでの事業活動によるものです16。ビッグテック企業の⾦
融サービス市場での活動は、⽇々加速しているように⾒えます。Appleのクレジットカード、Googleの決済⼝座、Facebookのデジタル通貨プロ
ジェクト「Diem」、Amazonの中⼩企業向け融資プラットフォーム。これらはすべて、ビッグテック企業が世界中の消費者（と中⼩企業）の⾦
融⾯の⽇常に及ぼす影響が増⼤していることの明⽩な例です。「これはどの業界でも起こっていることです。伝統的な⾦融業界がデジタルエ
コノミーとの統合を進めたいのであれば、（中略）このような躍進を遂げなければならないでしょう」と、アジア太平洋地域（APAC）のある保
険会社のシニアエグゼクティブは述べています。 

不明瞭になる業界と 
規制の境界 

「ビッグテック企業が提供する⾦融サービスは従来のもの
とは異なっています。彼らはデータの優位性、⾃らのメリ
ットとなるネットワーク外部性、幅広い事業活動に基づ
く重要な競争優位性を活⽤できるのです。これがつま
り、彼らの『DNA（Data、Network、Activities）回路』
です」
– ⾦融安定研究所（FSI）のFernando Restoy所⻑15 
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アジアでも同様に、業界の垣根の不明確化が進⾏していると複数のエグゼクティブが⾔及しています。起業家のJack Ma⽒が経営するデジタ
ル決済の巨⼤企業、アント・フィナンシャルは、⾃らが⾦融機関ではなくテクノロジー企業であると主張してきました（そして、それに相応しい
評価を得てきました）。中国全⼟に普及しているデジタル決済アプリケーション以外にも、伝統的な銀⾏に対してデータ、分析、クレジットサー
ビスを提供し、これらの既存企業による新たな顧客層への融資を⽀援しています。アントは2020年の秋から冬にかけての短い期間に、2000

億ドル〜2500億ドルという驚異的な企業評価額で上場を計画していましたが、中国の規制当局が11⽉の上場予定⽇のわずか数⽇前に
IPOを延期させました。これは、来るべき事態の前兆と考えられます。中国の銀⾏規制当局はそれ以降、オンライン融資プラットフォームの融
資資⾦の調達に対する規制を厳格化し、オンライン融資プラットフォームに対しても、銀⾏に⼀般的に適⽤される資本要件などと同様の規
制を課しています17。

北⽶では、ライドシェアやハウスシェアのプラットフォームといったビッグテック企業の次の波が、やはり⾦融サービスの領域に深く進出しようとして
います。これらの企業は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）や「バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）」のビジネスモデルを
通じて、かつてないほど容易に、少しプログラムを付け加えるだけで銀⾏事業に進出できています。Lyftなどのライドシェア企業はすでに、決済
分野の寵児Stripeとの提携を通じてパートナー運転⼿への⽀払いを強化しており18、究極的には、アプリケーションにファイナンス機能を組み込
み、パートナー運転⼿に直接的に融資することも視野に⼊れている可能性があります。 

端的に⾔うと、本調査で私たちが対話した規制当局の多くは、監督の⾯でなすべきことは多いと考えています。北⽶のある規制当局の⾼官
は、「⾦融分野に進出しているビッグテック企業のことを考えると眠れません。ビッグテック企業は、フィンテック企業よりもはるかに⼤きな脅威
です。彼らには膨⼤なデータがあります。（中略）規制当局としてこの状況に向き合う態勢が整っているか、確信を持てません」と述べていま
す。同様に、中東のある中央銀⾏⾼官も次のように指摘しています。「ビッグテック企業は⼤量のデータを持っています。彼らはマーケットを操
ることができます。私たち規制当局にとって、これ以上ない悪夢です」 

本調査に参加したエグゼクティブと規制当局者の⼤半も同意⾒でした。膨⼤なリソースを持ち、⾦融サービスの伝統的な領域の外側にいる
メリットを⽣かすことで、ビッグテック企業は信頼を獲得し、グローバル⾦融セクターへの影響をさらに増⼤させています。このような状況がさらに
進めば、ビッグテック企業の野⼼と現⾏の規制制度との間にある緊張は⾼まる⼀⽅でしょう。さらに、⾦融機関は、経済のプラットフォーム化
が進む中で存在できる場所を⾒出そうと戦略を調整していくうえで、スキルセットとリスクアペタイトの⾼度化を実現しなければならないでしょ
う。そうなれば、監督当局もそれに歩調を合わせる必要があります。

「例えば、投資のオープンプラットフォームを保有してから5年近くになり
ます。サードパーティの投資商品を顧客の⼤半に向けて販売していま
す。競争相⼿の銀⾏の定期預⾦商品や数多くの資産運⽤会社の
ファンドさえ販売しています。（中略）保険のオープンプラットフォーム
も保有しています。（中略）これは重要かつ必要な選択です。つま
り、販売に集中するという選択です。サードパーティとの取引、提携、
協⼒関係の合意形成には、スキルの⾼度化が必要です」

イタウ・ウニバンコ前CEO、Candido Bracher⽒19
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ビッグテック企業を対象とする新たな規制の出現
ビッグテック企業の⾦融サービスへの進出を受け、政策⽴案当局は新たなマーケット
プレーヤーに対する監督を⾒直し、規制の焦点をこれらの巨⼤テクノロジー企業に移
し、「同等の業務、同等のリスクに同等の監督と規制」の観念、すなわち、事業体
を対象にするアプローチと事業活動を対象にするアプローチの相異について検討して
います。 

ビッグテック企業が展開する⾦融サービス事業が急成⻑すると考えられる理由の1つ
に、現在の規制の⾮対称性（テクノロジー企業と伝統的な⾦融機関とに課される
規制が異なる）があります。ある国際銀⾏のチーフデータオフィサーが強調したよう
に、「銀⾏に対してはテクノロジー企業とデータを共有するよう指⽰できるのに、テクノロジー企業に対しては同様の指⽰をできない」のです。例
えば、欧州の第⼆次決済サービス指令（PSD2）が施⾏されたことで、⾦融機関と決済サービスプロバイダーに対してのみサードパーティへのデ
ータ移管に関して特定の規制要件が課されるようになり、データを巡る状況に⾮対称性が⽣まれました。⼀⽅で、⾦融機関は、通信、エネ
ルギー、⼩売、輸送、テクノロジーなどの業界と同じように顧客データにアクセスすることができません。2019年の⾦融安定理事会の報告によ
ると、この⾮対称性のために競争のダイナミクスが急速に変化しかねず、⾦融の安定性に予測できない影響が⽣じるおそれがあります20。 

このような⾮対称性を、上に述べた規模と範囲の⾯での優位性と併せて考慮すると、将来、少数のビッグテック企業が⾦融エコシステムを
⽀配し、反競争的な事業慣⾏を導⼊するという事態が現実になりかねません。規制当局幹部の間では、消費者保護、市場の健全性促
進、⾦融の安定性と公正な競争条件の確保を実現する最善の⽅法ついての議論が進んでおり、⼀部では、「同等の事業、同等のリスク
に同等の監督と規制」の原則が主張されています。 

「規制当局の間では、セクターを超えて拡散するリ
スクの責任は誰が負うのかという問題がまだ決着し
ていません」
– ある国際銀⾏で規制当局との交渉を担当するマネージング

ディレクター 

欧州中央銀⾏（ECB）監督委員会のPentti Hakkarainen委員は、業界の発展に沿った規
制枠組みの進化と公正な競争条件の確保の推進を強く主張しています。

「セクター別、事業体別に基づく監督では、規制領域の内外にまたが
る事業活動に対して効率的かつ精微に監督を実施するのは困難で
す。イノベーションとデジタル化により（⾦融サービスの）アンバンドリン
グが進んでおり、公正な競争条件を確保するためには、現在の枠組
みを⾒直す必要があると考えられます」21
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もっと最近では、中国⼈⺠銀⾏（PBOC）の潘功勝副総裁も、⾦融テクノロジーの領域と新たなマーケットプレーヤーには、規制下にある既
存企業との公正な競争を確保するために、「同等の事業に同等の規則」の原則が適⽤されるべきだという⾒解を表明し、「企業の形態では
なく実態に焦点を当てた規制が必要です」と記しています22。 

この１年間、「同等の事業に同等の規制」の原則がより広く認められつつあることを⽰す兆候は増えてきましたが、1⽉に⾏われた国際決済
銀⾏（BIS）のAgustin Carstensジェネラルマネージャーのスピーチ23および2⽉に公表された⾦融安定研究所（FSI）のFernando Restoy所⻑
のレポート24では、微妙に異なる⾒解が⽰されました。両名とも、ビッグテック企業が⾦融安定、消費者保護および競争に関し懸念をもたら
している点には同意しましたが、事業体に基づく規制を原則として継続し、ビッグテック企業を規制対象領域に取り込むように拡張する必要
があると論じています。 

今後ビッグテック企業に対する規制がどのように進展するかは定かではありません。しかし、私たちが対話した数多くのステークホルダーが、ビッ
グテック企業により⾦融システムにもたらされ得るリスク（クラウドサービスに関する集中リスクなど）の⼤きさと性質に対処するために、セクタ
ーにとらわれない、統合化の進んだ規制を⽀持していることは明らかです。EUは、ビッグテック企業の規制に関するグローバルな議論の⽅向性
を定めようと、画期的なデジタルサービス法およびデジタル市場法を最近公表しています。同法の狙いは、「デジタルプラットフォームが、欧州
で何が実施できて何ができないかを⽰すことです」と、リンクレーターズ法律事務所で欧州競争法を担当するBernd Meyring弁護士は述べて
います25。不遵守に伴う制裁は厳しく、最⼤で年間グローバル収益の10％に上
る罰⾦が科される可能性があります。しかし、業界とビッグテック企業への影響
や、他の地域がこの例に倣うかどうかは、まだ明らかではありません。 

今までの（規制当局主体による）⼀⽅的な取り組みにおいては、業界あるい
はビッグテック企業との協議は限定的にしか⾏われてこなかったと、あるエグゼク
ティブは⽰唆しています。今後取り得る道の1つは、官⺠両セクター全体で説明
責任に関して連携を深めることです。AML（マネーロンダリング対策）や⾦融
犯罪の規制の進化には、官⺠双⽅が問題解決に責任を負う主要当事者とし
て関与しており、学ぶべき点があります。しかし、ビッグテック企業の社会的なコ
ストとメリットの規模を巡る議論が続くなか、これを実⾏するには困難を伴うこと
が明らかになるかもしれません。

「多くの銀⾏は過去から続く課題を抱えています
が、任期が4年の取締役は在任中にそのような課
題に⼿を付けようとはしないでしょう。⼀⽅で、
Googleは『3年ごとにコードをすべて書き直す』と⾔い
ます。これは、伝統的な⼤⼿銀⾏の多くには理解
できないことです。私たち規制当局にとって、このよ
うな状況に対応するのは本当に難しいことです」
– 欧州のある国の中央銀⾏⾼官 
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現在の経済状況下で、安全かつ効率的な⾦融仲介を実現するには、国際的な協働と、クラウドコンピューティングを最⼤限に活⽤すること
が必要です。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックへの世界的な対応努⼒を通じて、経済においてデジタル接続性がいか
に重要であるかが強調されました。⾦融サービス企業も急速に業務変⾰を進め、資本市場業務やトレーディングから消費者向け⼝座サービ
スに⾄るまで、さまざまな業務を担う従業員をリモート勤務に変更しました。どの業界でも例外なく、リモート勤務体制への転換が必要でし
た。しかし、コロナ禍を契機に、クラウドコンピューティングに必要な新テクノロジーとビジネスオペレーションに関する規制の相違が明らかになりま
した。これは国境をまたいで事業を展開する企業にとって特に顕著でした。 

データの経済価値とクロスボーダーデータ流通の増加

デジタルの急速な進化に伴い、データはビジネスモデルに供給される「原材料」となり、AIや先進的アナリティクス、インターネット・オブ・シングス
（IoT）を原動⼒とするデジタルエコシステムすべてが、常に完全で⾼品質のデータを必要としています。こうしたなか、データの経済価値は急
騰しています。データに依存するこれらのテクノロジーとソリューションの発展と導⼊を通じて、国家が経済価値、社会的価値をより多く引き出
すことが期待されています。それらの価値が、データを21世紀で最も重要な経済資源としたのです。 

デジタルプラットフォーム、ソフトウェアなどの無形資産から得られる価値の増⼤とともに、世界経済において有形資産から無形資産への投資
対象の転換が進んでいます。こうしたなか、データが創造、共有、処理される量は⾶躍的な増加を続けています26。その恩恵を受けているの
は、情報業界だけではなく、伝統的な業界も同様です。データ分析は今や、
ほぼ全業界で活⽤されています。複数のセクターにまたがる組織では、⽣産
システムの監視、グローバルな⼈員管理、サプライチェーンの追跡、現場の製
品に対するリアルタイムのサポートなど、多くのプロセスにおいてデータへの依存
度が⾼まっています。これが意味するのは、データはもはや副⽣産物ではな
く、企業が競争⼒を維持するために⽋かせない、基本的な原材料だというこ
とです。もっとも、新興市場に注⽬している、ある当局⾼官は次のように述べ
ています。「データの境界は、より広範な公共政策において明確にされてこな
かったため、⼗分に定義されていません。これらの境界に関しては法的確実
性がなく、それが⾦融サービス企業にとっての最⼤の問題となっています」

私たちが対話したステークホルダーの多くによると、このデジタル化に向かう流
れの勢いは、COVID-19の到来によりさらに増幅されてきました。COVID-19は、⾦融サービス業界の内外で、データ駆動型ビジネスモデルとデジ
タルトランスフォーメーションの取り組みを加速させる役割を果たしたのです。しかし、このようなデータ集約的なテクノロジーの潜在能⼒とそれら
が（企業や社会全体に対して）創出する価値を最⼤限に実現できるかは、企業が国境をまたいでデータを移転、保管、処理する根本的
能⼒を備えているか、にかかっています。現状では、企業は、データ流通を対象とする現地、国、地域レベルの無数の規制に対応する必要が
あり、それがコストと煩雑な負担の増加につながっています。この点については、ある新興国の中央銀⾏のフィンテック企業とイノベーション責
任者など、私たちが対話した複数の専⾨家も強調していました。この責任者は、国際的なデータフローに関する議論において、次のように述
べています。「グローバル化とデジタル化が進むに伴い、国境をまたぐ取引が増加するでしょう。したがって、（規制⾯での）協調がかつてない
ほど重要となります」。クロスボーダーデータ移転に関する先⾒的な政策は、COVID-19パンデミックの影響克服や、将来の経済成⻑に向けた
態勢整備につながるため、⼤きな機会となるでしょう。 

データ規制の融合を 
グローバルに進める必要性 

「真の価値の源泉であるクラウドの利点を最⼤限に活⽤
するシステム（Cloud Native）により近づくようアプリケー
ションを改善する必要がある場合には、技術的な卓越性
が求められます。これは、コストと作業の増加を意味する
ので、既存企業は回避しようとします。⼀⽅、デジタルバ
ンクやフィンテック企業はこのコストを回避しています」
– APACのあるユニバーサルバンクのイノベーション責任者
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国際的な⾦融機関（とその顧客）にとって摩擦が激化

クロスボーダーデータ流通に関する政策策定に加え、多地域にわたる複雑な報告の簡素化も、エコシステムに内在する価値を開放する機会
として多数の調査参加者が挙げた点です。本当の意味でのグローバル企業（30カ国以上で事業展開）に対する規制は重く、多くの場
合、地域の報告要件が最⼤の影響となっています。この負担は従来、そのような企業が事業を展開するにあたってのコストだと考えられてき
ました。結果として、エンドユーザーの交流もグローバルな性質を持つようになり、顧客体験もこれまで以上に複雑化しています。 

規制当局は、効果的にバランスを取る必要があることを認識しています。欧州システミックリスク理事会は次のように述べています。「複雑化
の進む世界において、費⽤対効果と⼗分なリスク感応度の維持という難題に適切に対応できる規制枠組みの特徴は、過度の複雑さでも
過度の簡素さでもないでしょう。（中略）（新たなビジネスモデルの出現や⾦融イノベーションなどの）⾦融システムの予測しがたい進化に
適応しつつ、妥当なコストで⾦融安定を維持するために、規制当局は頑健である必要があります」27 

過去20年間にわたり、世界的な協調はある程度進展してきました。なかでもバ
ーゼルⅢは、国境をまたぐ相互運⽤性を促進する国際的な枠組みの創設を
通じて国際的な複雑性を軽減した点で、最も注⽬に値します。しかし、現⾏の
データ規制は、成熟度とグローバルな基準設定の側⾯でバーゼルⅢにはるかに
及びません28。 

最も重要なのは、各国政府の債務がCOVID-19のために増加の⼀途をたどる
なか、国際的に認められたデータ政策の枠組みがもたらすであろう経済価値
が、差し迫って必要なことです。これは、巨⼤「デジタル」企業を通じたGDP回復
の⾜掛かりとなるだけでなく、中⼩企業にとってもデータ規制に抵触することなく
他地域へ事業拡張することを容易にする、経済成⻑における促進要因です。
「企業が雇⽤を創出し、地元の産業の競争⼒を向上させるには、クロスボーダ
ーデータ流通が必要です。実際、データ移転の価値の75％は、農業、物流、製
造業などの伝統的産業に利⽤されているという調査結果もあります」29。そし
て、COVID-19により経済のデジタル化が加速したため、その価値の乗数はかつ
てないほど⾼まっています。

「規制当局間の結びつきは強まっています。⾦融当局が
デジタルバンキングの免許を発⾏する中で、規制当局の
国際的フォーラムが、緊急に必要とされています」
– APACのあるデジタルバンクの最⾼責任者

「年間、千件超の規制報告を70超の⾔語で（中略）
作成しているユニバーサルな銀⾏のコストと難題を、クラウ
ド、⾃動化、AIにより低減できる機会は明らかです」
– あるCSPのシニアエグゼクティブ 
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すべての政府の⾒解が⼀致しているわけではない
データ規制の枠組みには、データローカライゼーションやオープンバンキングにおける⾮対称性など、セクター間や管轄区域間で⽭盾点があるた
め、銀⾏はデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速させる際に、複雑な網⽬のような規制に対応しなければならないという点につい
て、私たちが対話したステークホルダーのほとんどが同意しました。⾦融機関は多くの場合、地域レベルでも国家レベルでも、複数の当局から
規制を受けるため、⾦融サービス機関の規制環境はさらに複雑化しており、「規制のショッピング（複数の規制当局から⾃社を規制する当
局を選ぶ）」と呼ばれる現象まで出現しています。データの移動について企業が規制⾯で確信を持てるような枠組みの構築を⽬指し、新た
な法令や政策が世界中で増加しています。しかし、データ規制に対して規制当局が取るアプローチはさまざまです。「多くの国が独⾃のプロジ
ェクトを進めています。しかし、デジタルへの対応がそれぞれ異なる多数の島のように現れるのは避けなければなりません。相互運⽤性と画⼀
性を達成するには、標準化のほか、地域的なプラットフォームの策定が極めて重要です」と、アジア太平洋地域（APAC）のある⾦融機関の
エグゼクティブは述べています。⼀部の国は、要件の合理化を国境を越えて進めて、過度の規制上の負担を軽減できる相互運⽤可能で明
確な政策の枠組みを備えた国際的データ経済圏の創設に向けて動いています。しかし、その他の国はデータレジデンシーの保護を重視してい
ると、私たちが対話したステークホルダーの多くが指摘していました。 

最も⾼度で成熟した地域的なデータ監督アプローチは、議論の余地はあるにしても、EUのGDPR（⼀般データ保護規則）であるということ
に、私たちが対話したエグゼクティブは概ね同意しており、そのような⽂脈で頻繁に⾔及されています。GDPRの核⼼にあるのは、EU市⺠が⾃
⾝の個⼈データの管理を強化できるようにするための⼀連の新規則です。また、その狙いは、EUの市⺠と企業の双⽅がデジタルエコノミーのメ
リットを最⼤限に受けることができるよう、規制環境を簡素化することにあります。データ保護に関する欧州の諸規則を統合し、単⼀の監督
機関を設けることにより、EU域内における企業の事業活動の複雑さが軽減されると同時に効率化が進み、欧州全域で年間23億ユーロのコ
スト節減になると推定されています30,31。他⽅、GDPRは巨⼤プレーヤーの勢⼒を強め、中⼩企業にはマイナスだったという認識が⾼まっていま
す。GDPRの遵守には巨額の負担が伴うため、膨⼤な資⾦を有し、専⾨のソフトウェアやプライバシー保護の専⾨家の費⽤を⽀払える⼤企
業が優位に⽴ち、⻑期的には、ユーザーの選択肢が狭められるおそれが⽣じています。私たちが対話したステークホルダーは概して、GDPRは決
して完全ではないと認めました。しかし、⼤半が、正しい⽅向に向けての⼤きな⼀歩であることに同意しています。 

GDPRの規定の影響を強く受けている規制として調査参加者が挙げたのは、インドの個⼈データ保護法案とブラジルの⼀般データ保護法
（Lei Geral de Proteção de Dados、LGPD）です。GDPRと同様に、インドとブラジルの法令でも、同意がデータ処理の主な法的根拠とされて
います。これらの法令は、同国市⺠のデータが収集される場合は国外の企業にも適⽤され、違反に対し多⼤な罰⾦を科すことを認めていま
す32。オーストラリア在住のあるエグゼクティブによると、オーストラリア政府は1988年オーストラリア連邦プライバシー法を改正し、「該当するデー
タ侵害」をデータ保護当局に報告して影響を受ける顧客に即座に通知することを企業に要求する、違反通知義務の要件を追加し
ています33。

APACでは、アジア太平洋経済協⼒（APEC）が、中国、⾹港、インドネシア、⽇本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムを対
象に、データ保護法に関する統⼀基準を策定しました。この枠組みから⽣まれたのが、APECのクロスボーダープライバシールール（CBPR）制度
です。しかし、GDPRとは異なり、CBPR制度は、国内法規制を変更したり、これに代替したりするものではありません。 

より多くの国々が、国境をまたぐデータ移転を違法にすることまではしなくても、これに要するコストと時間を増⼤させています。このような措置
により、究極的には⾃国データの経済価値が保全され、その価値が⾃国内に集中的に配分されると考えられているからです。また、APACの
ある中央銀⾏の規制担当の⾼官は、災害時に緊急にアクセスできる必要性に触れ、データの重複（冗⻑性）とローカライゼーションが共に
必要であると指摘しています。さらに、データが⽶国法の管轄下にある⽶国のクラウドサービスプロバイダー（CSP）により保有・保管されている
場合の規制の難しさについても⾔及しています。それとは反対に、⼤⼿CSPのエグゼクティブは、国内のアクセスとアシュアランスを通じてそのよ
うな懸念事項に対処できると主張しています。 



デジタル・プロミスの実現 | 規制当局、ビックテック企業、フィンテック企業などのエコシステムにおける変⾰ 

17

中国のデータローカライゼーション政策は最も広範なものの1つであり、中国の内と外とのデータ流通を阻んでいます。⼿始めに、中国は⻑期
間にわたってデータの「輸⼊」を制限しています。例えば、公安部は⾦盾プログラム（通称「中国のグレートファイアーウォール」）により、特定
の、とりわけ中国共産党に批判的なウェブサイトやサービスへのアクセスを制限しています34。ロシアでは、2015年9⽉1⽇に施⾏されたロシア
連邦法第242−FZ号に、ロシア国⺠の個⼈情報を収集する企業が情報を「記録、システム化、蓄積、保管、修正、更新、検索」する際に
は、ロシア国内に設置されたサーバーを使⽤しなければならないという明⽰的な規定が定められています35。 

データ保護法が世界中で増加しているのを⾒るだけでも、グローバルな課題リストにおいてデータ保護の重要性が増しているのは明らかです。
しかし、データ規制の⼀部の領域で機運が⾼まっているにもかかわらず、本調査に参
加したエグゼクティブは規制環境について、さまざまな規制当局の成熟度が異なること
などにより、かなりの期間にわたって混乱した状態が続くだろうとの⾒⽅を⽰していま
す。それでも、多数のエグゼクティブが、さまざまな規制当局の間に存在するスキルと
知識の差を指摘しながらも、規制当局の沈黙の⽅がリスクが⼤きいと考えていまし
た。そして、今こそ⾏動を起こすべき時だと認識していました。

各国の法令や固有性を根絶することが不可能なことについては、本調査に参加した
ステークホルダーの⼤多数が受け⼊れていました。各国には固有かつさまざまな価値観
や優先される戦略が存在するため、各国の法令や固有性には必要性と妥当性があ
ります。特に国外でのデータ適⽤において、個⼈データ保護に関する基本的権利に関
するより包括的で⼀貫したグローバルな政策を確保するためには、理想的には、⼤陸
間で国際的に協調してデータ保護に取り組むべきだというのが調査参加者の⼀致し
た⾒解です。そうすれば、各国がデータ保護要件を導⼊する際の恣意性が軽減さ
れ、各国間で発⽣するデータ保護上の問題に関する混乱を最⼩限に抑え、より本質
的には、データを経済発展のための資産として活⽤できるようになるでしょう。 

 

デジタルエコノミーのためのグローバルな枠組みは存在しません。これが、デジタルトランスフォーメーションの問題を深刻化させ、将来の成⻑の
可能性を損なう脅威となっています。2019年に⽇本で開催されたG20⼤阪サミットで⽴ち上げられた⼤阪トラック以降、この問題に対する関
⼼が⾼まっています。前述の通り、シンガポール⾦融管理局（MAS）のRavi Menonマネージングディレクターは2020年に、グローバルなデジタ
ルエコノミーがルールブックを⽋いていることを強調し、データローカライゼーションやデジタルサービス取引（貿易）などの論点を対象とする「デジ
タル版ブレトンウッズ」が必要となる可能性について論じました37。 同⽒は、貿易される財に関してGATTやWTOが成果を挙げたのと同様に、
官⺠両セクターが協働してデジタルエコノミーのための規則を定めるべきだと提⾔しています。また、バイデン⼤統領の国家安全保障担当補
佐官のJake Sullivan⽒は、「デジタル危機のリスクに対処し、デジタル規制に対する普遍的なアプローチを推進するための新たな国際機関の
設⽴」を提唱する2020年10⽉の報告書を共同執筆しています。 

貿易協定は、グローバルな枠組みの創設に⾄るまでの期間、デジタルの課題に対処するための重要な⼿段となります。⾦融サービスは、それ
により恩恵を受ける経済の多くのセグメントの1つです。破壊的なデジタルテクノロジー（ビッグデータ、インターネット・オブ・シングス、3Dプリンテ
ィングを通じて可能となる分散⽣産など）により中⼩企業もデジタル取引やデジタル保護主義、破壊的なデジタルアクセスに関与できるよう
になるかもしれませんが、そうなれば、こうした画期的なテクノロジーが経済成⻑の機会を広げる可能性が制約されることになります。このよう
な問題は、貿易協定に関連付けて、また、⾦融規制当局による要件や各国のインフラストラクチャーおよびデータのプライバシーとセキュリティ
体制に関する要件という形で、各国の規制の設計と運⽤に関連付けて考えることができます。こうした課題を貿易協定を通じて解決できた
例として頻繁に挙げられるものの1つに、シンガポールがオーストラリア38、チリ、ニュージーランド39とそれぞれ締結したデジタル経済協定がありま
す。この協定の⽬的は、基準とシステムの相互運⽤性の促進に加えて、デジタル取引と電⼦商取引に関与する企業、特に中⼩企業の⽀
援です。特定のデジタルテクノロジーとデジタル活動に対する、断⽚的で重複した規制の迷宮はさらに深刻化しつつあり、デジタルトランスフォ
ーメーションがもたらす将来の経済成⻑の機会の障害となりかねず、貿易協定に関する前例を踏まえてグローバルな新たな枠組みの創設に
取り組むことで、この規制の迷宮を取り除ける可能性があります。

「ほぼすべての規制当局の幹部層は、確実に問題
を理解していると思います。これ以上、問題を眺め
て時間を過ごす必要はありません。機能する解決
策を実際に提⽰することに、より多くの時間を費や
すべきです」
– ある CSP のエグゼクティブ 

「グローバル化とデジタル化が進む世界では、国境
をまたぐ取引が増加するでしょう。このため、協調が
かつてないほど重要になっています」
– 中東のある中央銀⾏のシニアエグゼクティブ 

貿易協定が触媒として機能 
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クラウド – データセキュリティとデータレジデンシーのどちらを重視するべきか
クラウドが業界にもたらし得る利点と機会に関し、私たちが対話したステークホルダーの間で広く意⾒の⼀致が⾒られました。クラウドの利点に
対する⾒⽅は、エグゼクティブ、規制当局、政策⽴案当局すべてに共通していました。しかし同時に、機動性が⾼く場所に依存しないという
クラウドの本質やクラウドのバリュードライバー（価値を⾼める要因）は、特にデータのローカライゼーションとセキュリティとの関連で、広い範囲
に及ぶ複雑な問題も引き起こします。企業は他の法域で運営されているクラウド上にデータを保管することを認められるべきでしょうか。表⾯
的には些細な問題に⾒えるかもしれませんが、規制の観点からは、これにより重⼤な法的管轄上のリスクが⽣じます。外資系クラウドプロバ
イダーが、他国のデータ保護法に従うために（クラウドを運営している国よりも強⼒かもしれない）⺟国政府からの召喚状に抵抗することを
期待できるでしょうか。 

クラウドコンピューティングのためには、⼀貫したデータ規制が特に重要です。
業界の有⼒企業では、この極めて重要なデジタルトランスフォーメーションの
ツールが不可⽋になっています。クラウドコンピューティングを最⼤限活⽤する
ためには、⾃由なデータの流通が⽋かせません。クラウドコンピューティングに
よってのみ、レガシーシステムから最新のインフラストラクチャーに⼀⾜⾶びに
移⾏し、⾼度なアナリティクス、データ保管、不正防止、サイバー防御にお
いて規模の経済を実現できるのです。⾦融以外の業種のデジタルサービス
やデジタル取引に組み込まれている⾦融仲介機能に対する顧客の期待を
踏まえ、⾦融の将来について考えてみれば、クラウドと⾃由なデータ流通の
重要性はよりいっそう明瞭となります。私たちが対話したエグゼクティブの間
では、広範なエコシステムにペースを合わせるためにはクラウドコンピューティングが不可⽋ながら、国家主義的な新たな規制がその脅威になっ
ているという点で⾒解が⼀致していました。クラウドのメリットを最⼤限に実現するためには、⾃由なデータの流通、リソースの集約、デジタルエ
コノミー全域にわたるサービスの分散を可能にする、⼀貫した規制の枠組みが必要です。ここで問題になるのは、ハードウェア費⽤の重複だけ
ではありません。これは、希少なテクノロジー⼈材と効率的な設計に関わる問題でもあります。業界と公的セクターのリーダーは⼀様に、クラウ
ドコンピューティングの利点を認識していることが、対話の中で明らかになっています。この点につき、アジア太平洋（APAC）のある⼤⼿⾦融
機関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。「もし⾦融業界がデジタルエコノミーへの融合を進め（そして、デジタルエコノミー
での存在意義を⾼め）たいのであれば、クラウドの利点を最⼤限に活⽤できるソリューションを直ちに取り⼊れるべきです」 

しかし、データの管轄、プライバシー、ローカライゼーションにおける規制活動の
増加は、このような期待とは相反します。規制当局の考え⽅を、各国のデ
ータレジデンシーではなく、データが経済活動の中を移動する際のセキュリテ
ィを重視する⽅向に進化させることが、デジタルエコノミーにおける取引や成
⻑を阻害することなく、政治的リーダーが望む⽬的の達成につながるでしょ
う。⽇本で開催されたG20⼤阪サミットでの⼤阪トラック「信頼性のある⾃
由なデータ流通」は、データレジデンシーからデータセキュリティへと焦点がシフ
トする、新たな進化が起こりつつあることを⽰しています。そして、⼀部ではこ
のアプローチに利点が⾒出され始めています36。 

さらに、クラウドサービスプロバイダー（CSP）を規制の枠組みのどこに組み
込むか、誰が監督責任を負うかについて、規制当局の間で議論が継続し
ており、CSPとの直接的な対話に着⼿する規制当局が増えています。⽶国
のある前当局⾼官によると、Amazon、マイクロソフト、Googleの活動の監
督が政治的な慎重さを要求する問題であることもあり、この問題はまだ当
局の間で⼗分に検討されていません。とは⾔え、監督機関は⼤⼿CSPに対
する直接的監督を通じて、⽣じかねないリスクに対する理解を深め、各⾦融機関がリスクを評価するという⾮効率性に対処できるようになる
という観点から、本調査の参加者（⾦融機関、CSPの双⽅）は、⾦融当局によるCSPの直接的な監督という形を⽀持し、CSPを対象とす
る認証（および、グローバルに認められた認証）や標準契約条項を提案する声もありました。

「まず問題になるのは、他の法域で運営されているクラウ
ド上にデータを保管することを企業に認めることができる
か、という点です。それにより、あらゆる刑事司法上のリス
クが実質的に⽣じるからです。あなたの国で事業を⾏って
いるクラウドプロバイダーは、⺟国政府からの召喚状に抵
抗できるでしょうか」
– ある新興国中央銀⾏のエグゼクティブ 

「多くの規制当局が、⼤⼿クラウドプロバイダーの⽅が、独
⾃のITシステムを運⽤している⼩規模な銀⾏よりもサイバー
セキュリティに適切に対処できると考えています」
– ある新興国中央銀⾏のエグゼクティブ 

「メルトダウン発⽣時の⾏動規則は、30年間更新されてい
ません」
– ある⼤⼿国際銀⾏のチーフデジタルオフィサー 

「中規模な銀⾏は単⼀のCSPと契約するだけでもいいかも
しれませんが、規制当局は⼤⼿⾏に対しては複数のクラウ
ド（CSPとの契約）を求めるでしょう」
– 前当局⾼官、現⼤⼿国際銀⾏のシニアエグゼクティブ 
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まだ前途は⻑く、各国ごとに規制が統合されていないことを考えると、逆⾵も強いでしょう。さらに状況を複雑にしているのが、経済全体に課
される真のコストを⾒極めることなく潜在的メリットに焦点を絞る、データローカライゼーションに関する⾮対称的な政策論争です。この経済全
体に課されるコストには、テクノロジースタートアップ企業や中⼩企業が負うコスト、デジタル取引（貿易）における機会損失などが含まれま
す。また、⼈間的な要素も関わっています。APACのある銀⾏のチーフデジタルオフィサーは次のように述べています。「クラウドへの移⾏により、
CIO（チーフインフォメーションオフィサー）は、今まで築いてきた巨⼤なデータの王国を⼿放すよう迫られることになります。⾏内の勢⼒関係を
考えると、簡単に提案できることではありません」

データやパブリッククラウドコンピューティングを巡る規制環境は複雑になる⼀⽅です。このような環境の下、データローカライゼーションに関する規
制措置が許認可要件や契約要件などのもっと微妙な形態へと変化している⼀⽅で、国家主義的な政治勢⼒が論争を主導しています。
業界では、データレジデンシーに関する要件が市場間で⽭盾するようになっていることも認識されています。経済活動の流れが国境を超えるの
に伴い、必要なデータを移転しようとしても、国境の両側の国のプライバシーとローカライゼーションの要件により妨げられるのです。 

業界の有⼒企業は、とりわけマルチクラウド環境（参加者の多くは、集中リスクを軽減するためには⽋かせないと考えています）への移⾏が
進んでいることもあって、クラウドコンピューティングとデータ流通の規制環境の複雑化に備え始めています。調査参加者は、今が、潜在的なコ
ストを特定し、公共セクターを巻き込んでトレードオフを共有し、より対称的な情報に基づき政策論争を展開するべき時であることに同意して
います。また、デジタルエコノミーの新たな包括的なルールブックも、データローカライゼーションの要件の背後にある要因を解消し、⾮効率的な
国家主義的規則の継ぎはぎ（パッチワーク）を国際的なデジタルエコノミーのための⼀貫した枠組みに置き換えていくでしょう。 

 

 「デジタルエコノミーに関する協定には、有意義な⼤きな可能性があります。シンガ
ポールを中⼼に、いくつかの進展があるのは素晴らしいことです。他よりも優れた協
定も⾒受けられます」

あるグローバルバンクの
政府関係担当シニアエグゼクティブ
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⾦融サービスのエコシステムは進化を続け、業界と規制側の境界の不明瞭化が進み、データの規制体制が相互運⽤性と可搬性を巡る課
題に直⾯する状況は継続するでしょう。このようなトレンドは、⾦融機関、規制当局、フィンテック企業、その他のテクノロジー関連のプレーヤー
などのエコシステム参加者が検討すべき、重要な事項をいくつか暗⽰しています。 

• グローバルなデータガバナンスは数年後にどのようになっているか。エコシステムの参加者が、国境をまたぐデータの⾃由な交換を促進できる
デジタル版「⻩⾦律（法令、プロトコル、基準など）」を果敢に創設する機会はあるか。 

• エコシステムの参加者はいかにしてサイロを壊し、加速する業界のスピードに対応できる機動性の⾼い統合されたものへと規制の枠組み
を刷新するか。 

• イノベーションと責任ある資産の管理の間の適切なバランスはどこにあるのか。エコシステムの参加者はいかにして、AIやビッグデータなどの
次世代テクノロジーの⼒を安全かつ責任ある形で解き放つために導⼊すべき適正なツールの組み合わせ（内部のイノベーション機能、規
制と業界の評価に関するサンドボックスなど）を共同決定できるのか。 

• 規制当局の役割が変化するとしたら、規制からビッグテック企業のようなプレーヤーなどの新規参⼊者の監督へと、どのように変化してい
くのか。⽀配的な業界の勢⼒関係と顧客ニーズを考慮すると、どのようなアプローチが最も適切かつ効率的か。 

状況は急速に変化しています。エコシステムの参加者が、新たなデジタルエコノミーによりもたらされるメリットを（責任ある態度を維持しつ
つ）最⼤限に活⽤するためには、多数の⼤きな重要課題を今後数年のうちに解決しなければなりません。本稿で特定したエコシステム全般
にわたる主要な課題については考察を続け、追加レポート「⾏動を起こす（call to action）」として公表する予定です。追加報告では、エコ
システム参加者がこれらの課題に対処し、デジタルエコノミーの潜在能⼒を最⼤限に実現するための、⼀連の提⾔を⾏います。 

結論 
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