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中国：個人データを提供およ
び共有することについては、
最も寛容。

日本：不正事件についての
許容度は最も低い。消費者
は、デジタルのアカウント
や取り引きには最も慎重。

タイ：提出された個人データに間違い
がある率が最も高い。ほとんどのタイ
人は、企業は不正検知能力や不正が起
きたときの対処スピードに重大な欠陥
があると考えている。

オーストラリア：消費者は不
正が起きた後での銀行や保険
会社の対応には最も満足して
いる。

インド：消費者は域内で最
も多くの買い物アプリ用ア
カウントを持っている。

シンガポール：消費者
の政府に対する信頼は
最も高い。

香港：銀行や保険会社の不正防止対
策について高い満足度を示す人の割
合は最も低い。

ニュージーランド :  
消費者はほとんどの
支払いをインターネ
ットバンキングで行
っている。

インドネシア：消費者は政府より
も銀行や保険会社を信頼してい
る。過去12か月間では、金融サ
ービス業で最も多くの不正に遭遇
した。

本調査レポートは、アジア／太平洋地域10か国における金融サービス業（保険を含む）、通信業、小売業の3つの業
界を対象に、「信頼（Trust）」に関する状況を取り上げ、企業とその消費者双方の側からの調査を行っています。 

本レポートは企業が顧客の信頼を獲得する能力について、一般に考えられていることに対する真実を示し、企業の
現在ならびに将来の事業に対する影響を明らかにします。これらの調査によって、企業が顧客の信頼を獲得する能
力についての理想と現実のギャップ、そして現在および将来のビジネスに与える影響を明示し、こうした知見を得
ることで、企業が顧客の信頼とビジネスを獲得するための競争力を高め、拡大する不正の脅威とその量に対抗する
ために企業がなすべきことをより明確に理解できるようになります。 

本調査で明らかになった概要を以下に明示します。

ベトナム：消費者は過去
12か月間で小売業と通信
業で最も多くの不正事件
に遭遇した。
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ANZ ANZ

オーストラリア：消費者は不正が起きた
後での銀行や保険会社の対応には最も満
足している。

ニュージーランド：消費者はほとんどの支払い
をインターネットバンキングで行っている。

域内平均に比べてオーストラリアは最も消費者の満
足度が高い（70％）
影響：金融サービス会社に対する信頼が増した。

アジア／太平洋地域平均 アジア／太平洋地域平均

アジア／太平洋地域平均

さらなる分析と、より自動化された不正検知方式に注力する
ことになるであろう。

所見

所見

59.7%70%

オーストラリアとニュージーランド 中国

中国：消費者は、個人データを提供および共有
することについて最も寛容である。

域内平均の27.5%に対して46.6%の消費者が他企業
に登録した既存アカウントにある個人データの共有
を容認している。
影響：機密データのより高い露出と不正のリスク。

所見

ほとんどの企業は、自分たちにはある程度の不正検知能力が
あると考えている。

所見

9.7% 21.1%

アジア／太平洋地域平均

小売業 小売業
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概要

検知の速さ、正確性、文脈化といった不正防止対策において
は、金融サービス企業が最も優れた能力を有している。

金融 
サービス業

通信業 金融 
サービス業

通信業

域内平均に比べ、銀行／保険、通信業、小売
業それぞれについてインターネットバンキン
グ経由で支払いをする人の割合が高い。
影響：デジタル取引の頻度増加と銀行に対す
る顧客の信頼向上に向けて、不正対策能力は
極めて重要である。

企業は不正の検知についてはある程度の能力を有有している。
しかし消費者はますます多くの不正のリスクに直面しているこ
とから、ほとんどの消費者は不正被害者の支援のためにも、不
正事件の解決に向けさらに改善する必要があると考えている。

香港：銀行および保険会社の不正防止対策につ
いて、満足度が高い人の割合が最も低い。

充分満足している人は、域内平均の21.1％に対して
9.7％しかいない。
影響：不正事件に対する効果的な対処法は改善の余
地がある。
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東南アジア

インド

日本

域内平均の34.7％に対し、49.8％の人が少なくとも一
度は不正にあっている。
影響：総合的な不正対策能力が改善される必要が 
ある。

アジア／太平洋地区平均

アジア／太平洋地区平均

所見

49.8% 34.7%

シンガポール：消費者の政府に対する信頼は最
も高い。

域内平均の51.7％に対し、75.5％の人が政府機関を
選択する。
影響：個人データの保護についての信頼は、政府機
関に集中している。

所見

75.5% 51.7%

アジア／太平洋地域平均

タイ：ほとんどのタイ人は、企業は不正検知能
力や不正が起きたときの対処スピードに重大な
欠陥があると考えている。

インド：消費者は域内では1人当たり最も多くの
買い物アプリ用アカウントを持っている。

日本：消費者は、デジタルのアカウントや取り
引きには最も慎重である。

1人当たり平均3口座を保有。
影響：最もオンライン不正にさらされている。

過去12か月で不正事件に遭遇しなかった人は域内平均の 
50％に対し70％以上に上る。
影響：比較的低い不正リスク。

所見

所見

所見

所見

60.5% 47.7%

アジア／太平洋地域平均

小売業 小売業
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アジア／太平洋地区平均

アジア・パシフィック平均

デジタルアカウント
の有効性を定期的に
維持している

オンラインバンキングを
利用しない

50.7%

45.5%
13.5%

27%

概要

インドネシア：消費者は、過去12か月間で金融
サービス業で最も多くの不正事件に遭遇した。

ベトナム：消費者は、過去12か月で小売業と通
信業で最も多くの不正事件に遭遇した。

通信業 通信業
域内平均と比べると、50％以上の人が小売業、通信
業のそれぞれで一度は不正に遭っている。
影響：総合的な不正対策能力が改善される必要が 
ある。

さまざまなチャネルにおいて異なる支払い方法が登場したこと
で（たとえば、まだ多くは代金引換払いであるが、オンライン
での支払いが増えている）、不正防止対策がより複雑になって
いる。

FTTH（Fiber to the Home）とLTE携帯電話によるブロードバンド通
信の急速な発展によって、通信事業者による顧客の分析と不正防止
対策の必要性がますます高まっている。小売業者にとっては多くの
販売チャネルがオフラインであることから、従業員による不正が最
大の懸念となっている。

金融サービス企業はデータ品質、データ管理の問題や新たな技
術（たとえば、AI、バイオメトリックス）に投資を行い、消費者
からの信頼を高めようとしている。

近年、デジタル活動の増大によって、不正検知機能の改善や不正コ
ンテクストマーケティングを強化するための新技術への投資（例：
ロボティクス、AI、機械学習、バイオメトリックス）が始まった。
小売業業界は代替データソースに関わる第三者機関と協業してお
り、FinTech企業と協業することにオープンである。

域内平均より高い60.5％の人が最も重大だと考えて 
いる。
影響：より良い不正防止対策に重要な要素は、速やか
な対処ということであり、それは顧客を保持し、その 
信頼を獲得することにつながる。

企業は一般的に不正防止対策能力に弱いが、不正に対する顧客
の耐性が高まれば影響を受ける可能性がある。

現在使われていないか、利用できない多くのデータを分析するのに
役立つような顧客行動分析手法に対する潜在的需要がある。
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信頼：より正確には「信頼を維持すること」は、今日
のデジタル経済の基礎である。デジタル経済がもたら
すビジネスの機会は、オンライン世界で信頼を築く
ために意識的かつ集中的に取り組まなくては実現でき
ない。将来に目を向けると、ますますデジタル化する
世界において、生き残る企業は、そうした世界での成
長、経営を通じて、今まで以上に目の肥えた顧客との
間で信頼関係を育むことのできる企業である。

この報告書ではオーストラリア、中国、香港、 
インド、インドネシア、日本、ニュージーランド、 
シンガポール、タイ、そしてベトナムにおける金融 
サービス、通信、小売業の各企業に対する信頼の現状
について詳しく見ていく。

IDCはアナリストによる各社のセキュリティ、コンプラ
イアンスまたは不正に関して監督する立場にある上級
管理者との一連のインタビューを行った。そのデータ
は、消費者が企業に対して有する信頼のレベルによっ
て最も影響を受ける分野についての貴重な識見を与え
てくれる。

最後のセクションでいくつかの主要な銀行、通信事業者、小売業
者、eコマース企業が顧客との間で実践している品質、信頼度、セキ
ュリティに関するアプローチについて取り上げる。

調査対象となった業界の中では消費者の信頼は最も高
かったが、銀行は個人データについては最も信頼され
ているわけではない。

小売業

これらの面談で明らかになった3つの貴重なキーポイント

エグゼクティブサマリー

金融サービス業

通信業
顧客とのエンゲージメントは捉え難いところがある
が、通信事業者としては解約率を下げ新たな収入源を
求めている性格上、信頼の獲得は重要な目標である。

小売業者は銀行や通信事業者よりも解約の影響を受け
やすい。小売業者は一般的には不正があったときの顧
客の経験を上手く活かすことができるが、さらにいっ
そうの努力をしなければならない。また、それが可能
であると言える。
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エクスペリアンおよびIDCの共同調査の目的は、信頼とい
う関係式の両辺、つまりそれを与える側（顧客）と受け
取る側（企業）が、今後築いていく両者の関係の基礎で
ある「信頼」をどのように捉えているかを探ることであ
った。

3

93%以上

3,200

スマートフォンを保有

1,000万米ドル

14
保有するアク
ティブなデジ
タル口座数の
平均

93%
デジタルのチ
ャネル経由で
企業に支払う

85% 

以上
18歳から
54歳まで
の年齢

信頼の数量化：エクスペリアンとIDCによるデジタル信頼指数（DTI）

このため、我々は消費者が金融サービス業、通信
業、小売業の企業に対して持つ信頼レベルを定量
化する「信頼のベンチマーク」を開発した。このエ
クスペリアンとIDCによるデジタル信頼指数（Digital 
Trust Index、以下DTI）は、各企業が競合相手と比
較する計測基準ともなり、企業が顧客の信頼を維
持し高める方法を見つける手助けとなる。

この指標と調査結果は2017年5月、6月に行った2つの
主要な調査に基づいている。主なプロフィールは以
下のとおり。

業界：金融サービス業、通信業、小売業 デジタル市場にお
いてリーダーとみ
なされる企業

少なくとも売上が

80社

10ヵ国10ヵ国
・地域

人の消費者
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アジア／太平洋地域全体の決定権者にとって、DTIは以下の意味を持つ。

採用率が高いほど、
信頼度も高い。

不正率が高いほど、 
信頼度は低い。

変数は企業がどのくらい
効果的に不正を検知し

その影響を緩和するのか、
また不正の発生後の対応
策の評価はどのようなもの

かに基づく。

好まれるレベルが高いほど、
信頼度は高くなる。

デジタルの採用

この指数は4つの主要変数に基づいている。

不正発生率

4つの 
主要変数

Page 8

信頼の数量化：エクスペリアンとIDCによるデジタル信頼指数（DTI）

DTIは企業が信頼を得るためのキードライバーが何なのか、そして競合他社
との位置付けを理解するのに役立ち、顧客の信頼の維持、改善する方法を見
付けるのにも役立つ。

不正防止対策
業界内での好感度

調査対象国で該当する種類の企業に対する消費者の信頼水準の 
尺度。

消費者が自分の個人データを開示してまでもその企業とデジタルチ
ャネルを通じて継続して取り引きする可能性を表すもの。

企業が、個人データを使って市場の需要を測定し、その要求に積極
的に応えることを支援する実際的な行動につながる指標、つまりセ
キュリティ、信頼性および使いやすさの指標。

消費者行動から換算される期待値との相違度：得点が高いというこ
とは消費者が概してデジタル取引に満足していることを示し、一方
低い得点は信頼を得られていないことを示唆している。

こうした情報があれば企業は不正の検知と防止のベストプラクティスを採用す
ることでその不正防止対策を強化し、デジタルチャネルや顧客関与から生じ
る軋轢を取り除くことによって、その事業リスクを管理するためのより優れた 
備えを用意することができる。
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業界域内平均

信頼の差

0 10
信頼なし 非常に信頼が高い

アジア／太平洋地域の業界スナップショット

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

中国
3.87

日本
6.86

域内平均
4.95

インド
5.12

香港
3.8

ベトナム
4.04

タイ
3.8

シンガポール

3.10

インドネシア
2.90

オーストラリア

5.84

ニュージーランド

8.02

金融サービス：顧客の信頼水準は大きく異なる

より信頼できるのはどちらか？

インド、インドネシア、日本、ニュ
ージーランドを除くと、政府機関は
銀行よりも信頼できるとみなされて
いる。銀行員自身もそのように思っ
ている。

3つの業界のベンチマーク調査では、域内を通じ金融サービス業
が最高の得点（4.95）となり、一方、得点の低い小売業、eコマ
ース（2.40）の企業や通信業（2.14）には、取り組むべきことが
多いことが分かった。

スコアが域内で大きな幅がある：スコアが2.9～8.0であることは、いくつかの
国は他の国より信頼をより上手に維持していることを示している。また、IDC
によるインタビューによると銀行と保険会社の役員は、消費者の信頼を得ると
いう点で、政府や公的セクターをライバルと捉えていることが分かった。

デジタル信頼指数(DTI)
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より信頼できるのはどちらか？

域内平均
2.14

業界域内平均
0 10

信頼なし 非常に信頼が高い

アジア／太平洋地域の業界スナップショット

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

中国
1.86

日本
2.77

香港
1.79

ベトナム
1.74

タイ
0.81

シンガポール

1.97

インドネシア
0.53

オーストラリア

3.17

ニュージーランド

2.53

通信業界のDTIは0.5～3.2であり、平均は2.14である。金融サービ
ス業、小売業の双方よりも低いが、これは通信業者や同サービ
ス提供者が消費者と最も断絶されていることを示している。

通信事業者：顧客エンゲージメントにおけるデジタルディスコネクト（断絶）に直面

インド
1.93

デジタル信頼指数(DTI)

インドネシアやインドのような新興国に
おいては、通信事業者のeコマースやeウ
ォレットのようなソリューションが、各
国の消費者が初めて使用した金融サービ
スであるかもしれない。しかし、そうし
た初期段階の使用が果たして信頼を強め
ることになったのか、減じることになっ
たのかは明確ではない。
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より信頼できるのはどちら？

業界域内平均
0 10

信頼なし 非常に信頼が高い

アジア／太平洋地域の業界スナップショット

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

中国
2.82

日本
2.51

インド
2.76

香港
1.84

ベトナム
1.81

タイ
2.36

シンガポール

1.84

インドネシア

1.90

オーストラリア

2.36

ニュージーランド

1.99

域内平均
2.40

小売業：信頼のキードライバーとしての顧客体験
小売業者のDTIは、1.8～2.8と幅があり、平均は2.40である。この業界は、
オンラインによる購買の成熟度と消費者の適応度合い、不正に対する許容
度の点で異なる結果が混在している。しかし、一般に信じられていること
はここでも当てはまる。すなわち顧客の期待に応える企業が勝つ。

先進国市場の消費者は低い不正率を示しているが、彼らはまた不正について許容度が
最も低い。このことはシンガポール、香港、ニュージーランドにおける信頼水準がな
ぜ低いのかも説明している。途上国ではこの逆の現象が起きている。

デジタル信頼指数(DTI)

電子商取引の成長と不正の削減を目指す
オンライン小売業者の取り組みによっ
て、信頼水準では中国とインドが最上位
にある。

不正事件が頻繁に起こっているにもかか
わらず、消費者の許容度は上がり、稀に
発生する少額の不正事件があってもそれ
が再発しないという保証があれば、喜ん
で受け入れるようになってきている。
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業界クローズアップ：リーダー、フォロワー、スターター

3つの業界のそれぞれについて、調査対象の国をリーダー、フォロワーとス
ターターのグループに分類した。リーダーはスターターに比べて最も高い
信頼水準を得ている。

不正に対する
寛容度が最も高い

不正事件の発生率が
最も高い

不正に対する
寛容度が最も低い

不正事件の発生率が
最も低い

信頼水準が高い
マーケットの特徴

信頼水準が中程度の
マーケットの特徴

信頼水準が低い
マーケットの特徴

高い水準のデジタル化
高い水準のインターネットバ
ンキング登録率と使用率
不正事件の少なさ（インドを
除く）
日本は不正事件が最も少ない
不正事件に対する企業対応へ
の高い満足度

リーダー フォロワー スターター

金融サービス業

シンガポールではインターネ
ットバンキングの口座登録
や使用度の点で高い水準にあ
る。フォロワーに比べて不正
率も概ね低～中程度である
が、同国のDTIは不正事件が起
きたときの銀行の対処に応じ
た顧客の不満によって大きく
評価が損なわれている。

中～高度のデジタル口座保
有率
リーダーよりも低いデジタ
ルサービスの利用
銀行の支店での取り引きに
対する安心度
不正事件の発生率は高い
が、金融サービス企業はよ
りすぐれた不正防止対策ツ
ールで対応している。

低～中程度の不正水準
シンガポール：デジタル口座
の登録や使用度は高水準であ
るが、顧客の不満があるため
評価が低い。金融サービス業
は「最も信頼できる」とされ
ているが、それでも域内最低
のわずか15％である。
インドネシア：金融サービス
は最も信頼されている。より
高い信頼を築くには、高い不
正率と不正発生後の満足度の
低さから阻まれている。
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業界クローズアップ：リーダー、フォロワー、スターター

通信業

不正に対する
寛容度が最も高い

不正事件の発生率が
最も高い

不正に対する
寛容度が最も低い

不正事件の発生率が
最も低い

信頼水準が高い
マーケットの特徴

信頼水準が中程度の
マーケットの特徴

信頼水準が低い
マーケットの特徴

最高の信頼水準
デジタルサービスの高い採 
用率
家庭用ブロードバンドの高い
浸透率
携帯電話ブロードバンドとス
マートフォンの高い浸透率

リーダー フォロワー スターター

インドとベトナムの通信事業者
は、包括的なデジタルライフサ
ービス（eウォレットなどの金
融サービスを含む）と競うポジ
ションに位置している。

シンガポール、中国、香港で
のクレジットカード、デビッ
トカードの高い採用率
デジタルによる支払いは主に
通信事業者以外で進められて
いる。
固定通信（回線）とモバイル
のブロードバンド浸透率は、5
か国すべてで上昇している。
シンガポール、中国、香港、
ベトナムでは約30％の家庭で
光ファイバーケーブルが敷設
されている。
インドでは通信事業者がデジ
タルライフサービスをモバイ
ルブロードバンド経由で提供
することに注力しているた
め、後れを取っている。

多くの人が個人的に何らかの
不正に遭っている。
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業界クローズアップ：リーダー、フォロワー、スターター

ここで中国とインドが上位に
あるのは当然と言える。世界
で1位と2位の人口を有する市
場は、電子商取引とモバイル
決済によってデジタルの導入
が急成長している。

小売業

信頼水準が高い
マーケットの特徴

信頼水準が中程度の
マーケットの特徴

信頼水準が低い
マーケットの特徴

 

リーダー フォロワー スターター

不正に対する
寛容度が最も高い

不正事件の発生率が
最も高い

不正に対する
寛容度が最も低い

不正事件の発生率が
最も低い

高いデジタル採用率による成
長が牽引
電子商取引とモバイル決済の
採用がキードライバー
通常よりも高度な不正防止対
策で不正事件が減少

ニュージーランド、シンガポ
ール、香港では平均よりも低
い不正事件の発生率にもかか
わらず信頼度や不正に対する
寛容度は低い。
インドネシアとベトナムで
は、不正事件の発生率が高い
ため消費者の不正に対する寛
容度が高いにもかかわらず信
頼度には懸念がある。

比較的よく発達したオンラ
イン小売市場であるがオー
ストラリアと日本では、地
方のデジタル化は最低水準
通常より低い不正事件の発
生率にもかかわらず、消費
者は個人データを託すほど
オンライン小売業者を信用
していない。
タイではオンライン上での
小売を推進したおかげで、
オンラインショッピングが
増えた。
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企業の不正防止対策の見方

銀行を見ると、シンガポールとオーストラリアの銀行は、自らのスコア
をわずか2.0と評価するベトナムの銀行に比べ、平均以上の得点を得て
いる。

顧客の移り気：小売業者は最も高いリスクにさらされている

そして、実際のところ企業は不正との戦いにどの程度の自信があるのか？

56% 63%

5.0
4.8

2.0

67%

不正事件は顧客からの信頼を失墜させるものである。移り気な顧客は企業にとっ
て明らかに脅威であり、実際調査した顧客の半数以上は不正があれば、喜んで他
のオンラインの小売業者に乗り換えるといっている。この脅威に最もさらされる
のが、eコマース事業者とブランドを持つ小売業者である。

金融サービス企業と通信事業者はほぼ同じ結果であった。「不正検知の
正確性」が第1位に入り、次点は「金額への影響を減らす」ことであっ
た。不正検知はほとんどの場合は、最新の分析手法に投資することで社
内で検知できるようになる。

大手小売業者は指紋認証や2要素認証など、顧客IDの正確
性を高めるための方策を実施した。しかしながら、不正
検知のスピードを速め、相手方の不正履歴に基づいた対
処法をその状況に当てはめ、文脈に基づき検討するには
なおいっそうの努力が必要である。

喜 ん で 他 の 
金融サービス
に乗り換える。

喜 ん で 他 の 
通信事業者に
乗り換える。

喜んで競合するeコ
マース事業者やブラ
ンド力のある小売業
者に乗り換える。

ほとんどの通信事業者は不正対策チームを結成しているが、同時に自動
不正管理／検知システムも導入している。

小売業者は全体として不正検知の正確性について高い自己評価を行って
いる。不正が生じた場合も良好な顧客体験を維持している。このことは
ブランドレピュテーションの維持と顧客の信頼という小売業者にとって
の2つの優先事項と一致している。
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小売業

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

不正検知の正確性

不正検知の正確性

被害額を減らす

不正検知のスピード

被害額を減らす

不正検知の正確性と不正があった
場合の顧客体験

被害額を減らす

4

3.82

3.9

3.53

3.59

3.6

3.31

3.6

3.5

3.25

3.3

3.4

3.5

不正検知の正確性に
最も優れるとの自己評価

不正検知の正確性
に最も優れると自己評価

不正による金額的な影響を減
らしたとして最高の得点 
（5.0）を自己に与えた

不正による被害額を減らすた
めに上手く処理している

不正検知の正確性に
最も優れると自己評価

企業の不正防止対策の見方

金融サービス業
Q. あなたの会社の不正防止対策能力を評価してください。

不正防止対策能力の0から5による評点化（5が最も高い）

不正防止対策の文脈化と、 
不正検知のスピード

不正があった場合の
顧客体験

通信業
Q. あなたの会社の不正防止対策能力を評価してください。

不正防止対策の文脈化

不正があった場合の
顧客体験

不正防止対策能力の0から5による評点化（5が最も高い）

 Q. あなたの会社の不正防止対策能力を評価してください。

不正防止対策の文脈化

不正防止対策能力の0～5による評点化（5が最も高い）

不正があった場合の
顧客体験が 
最も優れている

顧客体験と不正対策による軋轢の 
最小化不正検知のスピード



より大きな顧客の信頼を得るために
克服すべき3つのギャップ

ギャップ１：デジタル取引の増加

ギャップ2：常に進化する不正との戦い

ギャップ3：利便性に向けての競争
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顧客との間の信頼を強化するために企業が
注力すべき3つの分野
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ギャップ1：デジタル取引の増加

デジタル取引の急激な伸びはB2C取引が成熟する中にあっても、 
引き続き注目に値する。

企業は、これだけの量の取り引きを処理するだけでなく、一
方でセキュリティ標準を維持し、自分たちのデジタルサービ
スの利用可能性と信頼性を維持しながら、必要なツールやイ
ンフラ基盤への投資をし続けなければならない。

通信事業者が成長していくためには、自社のIoT（Internet of 
Things）サービスが、最大限に安全でかつ、虚偽データの発
生を減らすような分析手法を導入した上で、幅広い業界向け
に（たとえば、流通、コネクテッドカー、医療など）提供し
ていく必要がある。

Eコマースファウンデーション（Ecommerce 
Foundation）の推定によれば、世界のB2C電子
商取引による売上額は2016年に17.5％増の2兆
7,000億米ドルになった。

世界で最大の電子商取引地域であ
るアジア／太平洋地域は、2016年
には28％成長し1兆3,000億米ドル
になったと推測されている。

17
.5

%

（GrabやGo-Jekなどの）オンライン＝オフライン（O2O）
事業者はモバイルウォレットの使用を通勤時のオフライン
での利用に拡大しているし、ペイティーエム（Paytm）の
ような業者は決済銀行サービスを提供し始めている。これ
らはデジタル決済の導入を加速させる要因となっている。

2016年 2016年2021年 2021年 2013年～2021年の
年間平均成長率

不正はまだ低い水準、しかしオンラインショッピングと電子決済が増えるに伴い急増す
ると予測せよ

東南アジアのオンライン
取引量は2倍に

中国人のオンラインでの
消費額の割合

デジタル決済採用の二桁成長

30
%

1,589億米ドル

834億米ドル

20
%

28
%

29
.7

%

電子商取引の量は、今後も前年度
比を上回る拡大を続けるであろ
う。IoTの成長は、拡大するWebに
ますます多くのデータを付加する
ことから、多くの克服すべき課題
を生むであろう。

不正の潜在的リスクは、オンライン決済において最も高いと考えられる。通信事業者であれ、あるい
は小売業者、銀行であれ、今日さらに多くの企業がオンライン決済を提供していることから、そのリ
スクはデジタルの顧客が増加するのと比例して大きくなっていくと考えられる。

不正による被害額と不正のリスク
は取引額が増えるにつれて増加す
るであろう。このことはすでに大
きな金額の取り引きをしている企
業には不正の監視に必要な行動を
とるというさらなる負担を課すこ
とになるであろう。
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44
%

26
%

44% 1/3以上

30%以上

3人の顧客

10%

60%

50%

企業の不正防止対策の見方

金融サービス業：忘れっぽい？否認する？一筋縄で行かない？
デジタルバンキングの使用はますます伸びると思われるが、保険会社の場合、まだこの業界が、
顧客と代理店システムのつながりに依存していることと、バンカシュランス（bancassurance：
銀行による保険の取り扱い）モデルを反映して、顧客のデジタル使用率が低い。

調査した 
銀行の

で

の銀行が、継続

アジア／太平洋地域の
消費者が、月2～5回のデ
ジタル取引を実施して
いる。

の顧客がすでにデジタ
ルチャネルで取引して
いる。

その顧客は、デジ
タルチャネルで積
極的に取り引きし
ている。

保険はまだ
銀行に後れ
を取ってい
る。

調査対象となった人の25％にとっては、ますますデジタルを使うようになっては
いるが、金融サービス業界の不正はほとんど影響を与えていない。調査に含まれ
る10ヵ国・地域のうち、香港、中国、インドの金融機関は不正が増加しているこ
とを率直に認めている。

事件 
数には
変化は
ない。

不正が
増加
したと 
信じて
いる。

（もしくはその知
人）のうち1人は
アジア／太平洋地
域の銀行取引で不
正に遭ったことが
ある。

インドネシアと日本
ではモバイル取引で
の不正が増加すると
は予測していない。

最も高い銀行の不正
の発生率を報告して
いる国々 して行われる不正検知の改

善が助けになっているもの
の、なおいっそうの改善の
余地があると言っている。
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ギャップ１：デジタル取引の増加

通信事業者：十分に準備できている状態を
目指す

小売業：大手デジタル専門業者が自動化でリ
ードする。旧式の小売業者はオンラインの迫
りくる脅威に十分注意できていない

デジタル取引に適用される分析手法と、顧客の行動
予測分析は通信事業者には比較的新しい分野であ
る。しかし多くのサービスプロバイダーは、こうし
たテクノロジーをその能力の限度まで使いこなすこ
とはないであろうと考えている。というのも、現在
のところ、従業員は必要なスキルを欠いているから
である。

何らかの不正を経験した
顧客の割合

（もしくはその知
人）のうち1人はア
ジア／太平洋地域で
小売の不正を経験

GMVの5％もの不正
発生率を経験して
いる国々

3人の顧客

48%

19
%

17
.5

%

24
.5

%

デジタル取引の増加は、消費者がデジタルのライフスタイル向
けサービスを求めていることを示している。こうした付加価値
のあるライフスタイル向けサービス（マイクロペイメント、チ
ケット、バウチャーなど）に注力することは、顧客1人当たり
からの平均収益を既存ビジネス以上に増やし、ビジネスモデル
を広げようとする通信事業者にとっては自然な進化である。
確かに通信事業者の場合、パケットコア（音声／データを含む
パケット通信）や、料金請求とオペレーションシステムもスケ
ール拡張を見据えて構築されているため、規模を追い求める行
為には慣れているといえる。

業界として電子商取引が急増することは予測しているが、オン
ライン小売業者の62.1％にとっては、不正発生率は今のところ
低い水準にある（総商品価値の0.05％以下）。しかし、オンラ
イン小売業者の35％、特に（中国、インド、インドネシアな
ど）急成長市場の小売業者は総商品価値（GMV）の5％にも上
る不正発生率を真剣に受け止めている。

大手オンライン小売業者は、社内で開発したソリューションや
社内チームで高い水準の自動化を達成しているが、これは取
引量の増加と共に脅威の度が増す不正という問題への意識向上
の表れである。一方、より小規模のオンライン小売業者は第三
者のソリューションや不正防止対策システムのベンダー（ショ
ピファイ・プラグインなど）に頼っている。オンラインチャネ
ルを有する旧来の小売業者のほとんどは、まだオフラインの 
売上が大半を占めることから増加する不正の影響を認識してい
ない。

インド、インド
ネシアおよびベ
トナムの消費者
は直接もしくは
間接的に不正を
経験している。
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ギャップ１：デジタル取引の増加

シンガポール、オーストラリア、
ニュージーランドそしてインド
は予測分析を積極的に活用してお
り、このため不正検知については
信頼度が高い。

香港、中国、日本およびインドネ
シアは自分たちの検知能力にそ
れなりの自信を持っており、いま
はその自動化に取り組んでいる。

主な懸念事項：リアルタイムでの
検知はまだ難しい。既存の不正検
知のツールでは多くの場合、事件
が起きてしまってから検知するも
のであり、さらに若干の遅延も発
生する。

業界としては自動化が進んできて
いるというが、身分証明書類を
確認し顧客情報のクロスチェック
ができるようになるにはまだ大き
な努力が必要とされている状況で
ある。

同一の顧客に対する商品のクロス
チェックを遂行する能力は、今
後さらなる検討が必要な分野の一
つである。たとえば、顧客のモバ
イル口座で不正あるいは代金回収
問題が生じた場合、それは同じユ
ーザーの有料テレビ放送用アカウ
ントにも反映されるべきではな
いか？

オーストラリア、中国、香港、シ
ンガポールそしてインドネシア
は不正に対処する能力に自信が
ある。

自動化はカード支払い分野で最も
進んでいる。クレジットカード
やデビットカードでの支払いは支
払いゲートウェイやリアルタイム
の不正スコアリングエンジンによ
ってほぼ自動化されている。しか
し支払い方法全体の中ではこうし
たソリューションはまだ限定的で
あり、対面でのカード提示を行わ
ないカードノットプレゼント方式
（2016年では東南アジアでの支払
いの約12％を構成、2021年までに
15％まで増加予測）にしか適用さ
れない。

多くの決済方法の中では代金引換
払いが必要悪として残っている。
代金引換払い（インドやインドネ
シアといった新興国では注文の70
％を占めるが）では事後的な検証
が必要になり、それも商品が受け
取られてからである。

小売業

不正防止対策について、規模の増加にどのように対応しているのか：さらなる自動化の推進
金融サービス業、通信業、小売業を通じて、予測される不正の増加に対処するために企業は何らかレベルの自動
システムを使用している。まだ改善の余地があり、それぞれの業界にユニークな課題や懸念事項がある。

金融サービス業 通信業

金融サービス業では多くはマニュ
アルでのシステムを使っている
が、不正検知の自動化が重要にな
りつつある。

半自動化されたバックエンド処理
は不正事例において顧客体験に
影響を与える。フラッグ付きの取
り引き、スクリーニングや支払い
拒否の要請は手作業での確認を必
要とし、事後的な対処である（タ
イ、日本、ニュージーランドな
ど）。こうしたケースは一般にカ
スタマー・サービス担当者が、オ
フラインの不正防止対策担当チー
ムの支援を得ながら取り扱うこと
が多い。

オーストラリア、香港、日本、ニ
ュージーランドそしてシンガポー
ルは不正防止対策の自動化で先陣
を切っている。すべての通信事業
者は自動化ソリューションに投資
していると言っているが、リーダ
ー国の通信事業者はまた、利用者
ごとの行動分析、複数製品にわた
るクロスチェック、および予防分
析手法にも注力している。

取り引きについての不統一な視点
はスケーラビリティの点ではネ
ックになる。不正防止対策が同一
組織内で行われていない場合、オ
ンライン小売業者と決済サービス
プロバイダーとの間での取り引き
についての相互の捉え方を調整し
ておく必要がある。事後的検証
と、争点となっている要求を調査
する時間が長くなるのはリスクで
あり、顧客の解約につながりかね
ない。タイのある小売業者による
と、不正防止対策は英国の本部で
集中的に扱われているとのことで
あるが、こうしたことは時差のた
めに対応に時間がかかり、調査が
さらに遅延することになる。
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ギャップ2：常に進化する不正との戦い

小売業

オンライン
不正

通信事業者の 
請求

チャネル 
返品不正

カード不正
（カードノットプレ
ゼント方式を含む）

ロイヤルティ・ 
プログラム

ID窃盗

オンライン
チャネルの
マルウェア

友好的／ 
支払拒否不正

それぞれの不正種類の回答者パーセンテージ

それぞれの不正種類の回答者の割合

それぞれの不正種類の回答者パーセンテージ

ID窃盗

POS端末関連

クリーン不正
（盗難カード使用）

モバイルチャネルの
マルウェア

携帯電話でのマイク
ロファイナンス

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1 2 3 4 5

47%

31.3%

42%

25%

39%

25%

37%

12.5%

35%

12.5%

19% 18.5% 14.1% 11.6% 11.1%

企業が不正防止対策能力でその真価を発揮するのは、新しいタイプの不正を処理できる能力である。数多あ
る不正の種類はそれらを記録するだけでも大変であるが、効果的に全てに対処するのはさらに困難である。 
3つの業界を通じ、私たちは銀行、通信事業者、小売業者に脅威を与える上位5つの不正を調査した。

金融機関は、極めて多種の不正から
攻撃を受け続けている。このこと
は、金融取引には多くの脆弱ポイン
トがあることを示している。これら
の種類の不正は業界内に蔓延してい
る。金融サービス企業は、不正防止
対策で最大の投資を行っているにも
かかわらずいまだに苦労している。

金融サービス業

通信業

金融サービス業における上位5つの不正

通信業における上位5つの不正

eウォレット　

通信業ではより大きく、また幅広い課
題が存在するが、根強い問題は2つの分
野に分けられる。（1）ID書類の不正に
関連した電子商取引から発生する新た
なタイプの不正、（2）以前からあるタ
イプの不正、であり、ローミングと国
際ダイヤル通話の接続料（ターミネー
ションレート）を不正に回避するもの
で、複数のSIMを入れたSIMボックスを
使い、ローカルエリア内として通話す
るものである。最も流行ったのは3、4年
ほど前だが、何人かの回答者がこの種
の不正は今でも厄介なものだと答えて
いる。

小売業における上位5つの不正

非対面取引での
トランザクション

オムニチャネルの小売業界は顧客との
接点や支払オプションによって細分化
された新たなチャネルや支払オプショ
ンが登場し、不正の方法は絶えず進化
していることから、不正防止対策も複
雑になる。オンラインの小売業者は不
正事例が、オンライン、POS、代金引
換払いなどのチャネルを通して、均等
に分散されていることを示している。
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ギャップ2：常に進化する不正との戦い

IDC調査（東南アジア）でのクレジ
ット／デビットカードでの支払い
の比率は2016年で全デジタル取引
額の18％未満である。この比率は
2021年まで変わらないであろう。

データサイロと認証に関する課題

18%未満 PAY

75%調査
より効率的に不正と戦う上での大きな困難の一つに、根強く続くサイ
ロ化したデータの存在がある。これは組織がエコシステムを一目で
把握するのを困難にし、さらには顧客の全体像を捉えるのを困難に 
する。

データが増えることや、顧客とのさまざまな接点が増えることはこの
問題を悪化させ、支払い方法の種類も細分化されたままとなる。

新たに登場したオンライン認証のソリューションもあらゆる不正のリ
スクに対しては完全な解決策を提供してはくれない。たとえば、3D
セキュア（3DS）や、近々登場するそのアップグレード版のVersion 
2.0でもクレジット／デビットカードのオンライン取引にしか対処で
きず、非対面取引でのトランザクションには対応できない。

調査した全企業のうち、75%は
各種のチャネルや接点を通じて
の顧客のシングルビューがない
点を、不正防止対策を効果的に
実施する上での障害に挙げてい
た。

支払方法の状況はオンラインバンキング、デジタルウォ
レット、クレジット／デビットカード、それにオフライ
ン支払い（代金引換払いなど）と細分化されたままであ
る。オンラインの小売業者は自分たちが取り引きする相
手を特定し把握する能力をいっそう高め、顧客検証の代
替手段を探さなければならない。
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ギャップ2：常に進化する不正との戦い

2. 顧客のeウォレッ
トの使用状況、行動
（リチャージの頻度
と場所など）を理解
するため分析手法を
利用する。

3. リスクに基づく分析手
法と新解析法（異常検知
と関係パターン分析）の
利用を拡大する。

3. eウォレット関連でローカ
ルの企業（ベーカリー、コン
ビニ、レストラン、小売店な
ど）を含むパートナーシップ
プログラムを始める、もしく
は継続的に開発する。

1. 許容残高に金額限度を
設ける。

通信事業者

小売業

企業は何をしているのか：分析手法の利用拡大

金融サービス業
新たに出現しているチャネルによって生み出される、今まで
にないセキュリティ上の抜け穴により、銀行は不正に対して
さらに脆弱になった。疑わしい活動の傾向やパターンを見付
けるために、銀行は以下のことができる。

新たに進化する不正に、既知の事
件例に照らしてもマッチしないた
め警告を発しない。このため不正
防止管理は常に変化し、銀行と脅
威を与える加害者との間でいたち
ごっこになっている。

2. それを分析して
顧客行動、パター
ン、活動内容を少し
ずつ収集する。

1. 顧客のさまざまなチ
ャネルの使用を追跡し
分析する。

新興国と先進国の両方において、通信事業者は自分たちが発行した物理的な
デビットカードと結びついたeウォレットサービスを導入し始めた。潜在的リ
スクを減らすために通信事業者は次のことを実施できる。

小売業者に対する最大の不正問題は顧客検証（本人確認）であり、不正を
速やかかつ正確に検知する能力が重要な必要条件になる。しかし、オンラ
イン小売業者の13.8％しかオンライン、オフラインの全チャネルを通じて一
定した顧客像を把握していない。このことは優良顧客とそうでない顧客の
区別を困難にする。顧客の信頼を維持し、顧客と利益を失うリスクを減ら
すために、小売業者は次のことを行うことができる。

2. 顧客検証のスピー
ドと正確性の改善

1. 不正の追跡と顧客検証
の方法の継続的開発



Fraud Management Insights 2017 |          　   Page 25

ギャップ3：利便性に向けての競争

通信事業者：サービスプロバイダーに好都合な点はあるか？

銀行と保険会社が不正に対
応する能力に強い自信を持

つ国は、

不正に対応する能力に強い
自信のある国々

60%

絶え間ない顧客体験の提供と不正防止対策の間にはトレードオフの関係がある。
最初にこのバランスをとれるのは誰か？

金融サービス業：自信過剰の傾向はあるか？
全体を見ると、60％の銀行と保険会社は規制当局によって決められた不正防止対策のため
に厳しい基準で自分たちがより適切に管理（不正検知のスピードと正確性の点で）できる
ようになったと考えている。しかし、だからといって不正が発生した場合に適切に顧客に
対応するためのベストプラクティスを維持できるとは限らない。金融サービス企業は、不
正が生じたときの顧客体験を上手く処理できる能力が、彼らの不正防止対策への能力の中
で最も弱いと評価している。

不正と疑わしい行為が検出され
た場合、通信事業者はその場所
と動きを示すメタデータにアク
セスし、追跡調査を行うことで
確証を得る。

ユーザーは警告（海外取引が発
生したときに発せられるSMS、
国内送金あるいは海外送金が引
き出された確認、など）を発
するeウォレット商品を使うこ
との便利さを評価する。彼らは
途切れのない滑らかな不正防止
対策、検知と、邪魔にならない
ように背後で動いている顧客行
動分析の重要性を強く指摘して 
いる。

不正防止対策の最も厳しい
業界標準が役に立ったと

考えている。

通常、通信事業者は不正が長期に行われた場合は、アカウントの作成
に使われたID書類を詳細に調査する。自動化システムはすでに存在し
ていて不正の検知に使用できるが、ほとんどの重大事案では専任の不
正対応チームが追跡調査を実施する必要がある。これは通信事業者に
とって紛れもなく顧客体験と、不正確な不正検知が引き起こすかもし
れない誤検出とをバランスさせる行為である。
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ギャップ3：利便性に向けての競争

オンライン審査の難しさ：間違っ
た判断は正当な顧客の減少につな
がりかねず、それら顧客の生涯
に渡る購入機会を失う可能性もあ
る。怪しいと思う場合、オンライ
ン小売業者は紛争の対象となる返
金請求を承認するなどして「疑わ
しきは罰せず」の態度を取る傾向
にある。

小売業：軋轢の最小化と顧客の価値最大化

消費者の60%以上は名前、
連絡方法、住所を開示するこ
とに問題はないとしている。

消費者で配偶者の有無、以前
のアカウント番号、所得水準
を開示してもよいという人は

20%に満たない。

オンライン小売業では、ゲストチェックアウト（アカウント
へのログインを必要としない利用法）と登録情報の項目を最
低限に留めるなどのベストプラクティスが、サービス利用の
ハードルを下げ、購入の中断を減らすのに役立つ。しかし、
このことは同時にID窃盗リスクにもなり、とりわけ小売業者
が支払いと注文処理のために最低限の顧客情報しか求めなか
った際にさらに大きなリスクとなる。こうした場合、オンラ
イン小売業者はその顧客が不正行為を働いているのか、そう
ではないのか判断が困難になる。

不正対策能力の第2位に挙げられ
るように、不正な場合の顧客体験
をいかに管理できるかということ
は小売業にとって、ますます重要
な能力となる。小売業は金融サー
ビス業と通信業よりも先行するで
あろう。
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将来の保証：次世代の不正検知と取引監視

購入する組織がデータを結
合、分析、活用することを 
可能にするスキルとツール 
の欠如

データ評価での明確性
の欠如
データは法外に高コスト
であるとの認識
データに基づくビジネス
モデルを採用することへ
の初心者の躊躇

明確性の欠如 プライバシーとIP
に関する懸念

データを使うことが困難だ
との受け止め方

ビッグデータと分析手法の技術進歩によって、次世代の不正防止が実現
する。エクスペリアンなどの情報ソリューション企業は最新のデータと
分析ツールを使って不正を防ぎ、意思決定を自動化する。

スーパーIDによる不正の軽減

の取り引きの分析を手助けをした。

エクスペリアンは

3,000,000
75％以上の不正事象
をID窃盗と認識した

頑
固
な
障
壁

業態と規制の異質性が大きく
足を引っ張る
データは元のままで、開示を
防止できる付加価値サービス
が存在することへの理解不足

デジタル経済が将来に渡って
発展するためには、オンライ
ンの世界でより大きな顧客の
信頼を勝ち取るためになすべ
きことは多い。

顧客一人ひとりを識別するために、国が持っている国別IDのような一要素認証を使用するこ
とは、しばしばID窃盗を誘発し、追加のバリデーション情報がないため企業にとっては脆弱
性を残したままになる。

多くの国では国民のIDシステムを犯罪者が操作するのを困難にするための強化をしている。
しかし、そうしたやり方だけに頼るのは不正に対抗するためには十分ではなく、国全体のシ
ステムをデジタル認証に移すのには多大な努力を要する。

企業とすれば、デジタルIDの形で追加的な顧客情報を伴う不正の検知と防止能力を高めるこ
とを検討すべきである。インドの金融機関は不正への対抗策としてエクスペリアンの不正検
知システムを導入し、これまでは分からなかった総合的な洞察力を達成するに至った。この
ため、たとえ国の用意した強固なIDシステムがあっても、企業は顧客データを補強すること
で不正検知能力を向上させ、顧客を明確に識別し、信頼のおけるデジタルIDのフォームを持
つべきである。

顧客の信頼と組織のブランドのレピュテーションへの損害を修復するのは困難であ
る。通常、不正は個人に関わる違反行為であり、被害者は一般的に財務上ならびに
感情面でのダメージを受けるからである。長年に渡り企業は過去の取引記録を分析
し、リスクパターンを特定することで不正に打ち勝とうとしたが、被害はなかなか
なくならない。
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名前、電話番号、住所などの個
人データでこれらの機関を
信頼する消費者の割合

消費者の70％がデジタルIDならびに関連
サービスで銀行および保険会社を信頼し
ている。その他の商業分野をより信頼す
るとの回答は20％未満である。

32%

71%

33%
15%

政府機関

ペイメント
プロバイダー

70
%

20
%
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もう一つ考慮しなければならない点は、多数のデジタルチャネルの存在によって、銀行やその他の
金融機関が企業として一貫したメッセージを発信し、同時に1人の顧客に1つのセグメントを維持す
ることが、非常に困難になっているという事実である。チャネル調査を実施したアジア／太平洋地
域の銀行の顧客のうち75％以上は複数のデジタル口座を管理するもっと良い別の方法があればと思
っていると述べた。デジタルIDを統合することは業界にとって必要不可欠なソリューションなのか？

金融サービス業

金融サービス業は、デジタルアイデンティティと認証の統合に向かうのか？

一般的に政府機関はアジア／太平洋地域の調査回答者のうち、33％の信頼
を享受しており、金融サービス業がすぐ後に続いている。第3位のペイメン
トシステムプロバイダー（15％）は大きく差をつけられている。

の回答者は、デジタ
ルIDで顧客の信頼を
勝ち取る自信がある
と回答

銀行は、顧客の目標達成を支援していると考え
ていることから、顧客はデジタルIDを安心して
自社に託すことができると考えている。金融サ
ービス業の回答者の過半数（71％）はデジタル
IDの統合に関しては「高い」～「最高の」信頼
水準を得ていると自信を持っている。
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過去の取り引きと、オンラインとオフライン双方のすべてのチャネルと接点でのやり取りに基づき、顧客のこ
とを理解する能力を持っていると答えた回答者のパーセンテージ

ときに不正確なデータを提出したり、 
個人データのアップデートをしない消費者

顧客のデジタルIDの
発行を開始

顧客データを保護す 
る能力を最も信頼

正確なシングルカスタマービューの実現

小売業

31.3% 19.0% 10.3%

出典エクスペリアン不正防止システム

中国ではオンライン小売業者が
第三者（アリペイなど）のデ
ータソースを活用し、データ共
有提携を締結し、シングルカス
タマービューでの能力を高めて
いる。
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46.4%

11%33.3%
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27.5%

5.
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22.4%
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この業界を通じ、ほとんどの国の回答者は金融サービス企業が他の業
態よりも顧客行動のニュアンスを最も理解してくれていると感じてい
る。いくつかの国では、将来的に顧客の経済活動を単独のIDを使って
追跡する可能性のある、単独デジタルIDの開発に乗り出した。

IDの開発にはバイオメトリック
スが鍵となる。金融サービス企
業はアプリケーション処理の簡
便性を改善するため、既存のプ
ラットフォームを活用する。デジタル認証で金融

サービス企業に最大
の信頼

個人データを正確に提出するために 
努力している消費者

金融サービス業
通信業
電子商取引マーケットプレイス
ソーシャルメディア
ブランドネームのあるオンラン小売業者

ソーシャルメディア
ブランドネームのあるオンライン小売業者
電子商取引マーケットプレイス
通信事業者
金融サービス業

企業は顧客に対する情報を収集するために内部取引システムに依存する
が、IDCの調査で分かったところでは、顧客から提供された関連データがな
い、データが不正確、といった理由から、ほとんどの企業は顧客の「本来の
姿」を得ていない。

金融サービス業通信業

オーストラリアが顧客に関す
るデータを共有し、異なる業
界（銀行、小売業、メディア
など）をまたいでデータハブ
を開発・利用している企業が
多いという点でアジア／太平
洋地区をリードしている。

金融サービス企業を信頼
電子サービスにおいて、多くの消費者は金融サービス企業に提出するため
の個人データが正確であるように確認を務める一方、データの質で最も信
頼できないのはソーシャルメディアであると考えている。
 

不正確な雇用情報と虚偽の所
得書類が、インドで頻発する
不正で最も多い２つ（両者を
合わせて40％）となっている。
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次のステップ：信頼を実行に移す

データ主導の文化

顧客からの信頼を獲得するための10のベストプラクティス
エクスペリアンとIDCはアジアの有力企業で、会社のデータ主導の文化、組織
的エンパワーメント、情報の増進、革新、前向きな規制スタンスの影響を示す
ために、10のベストプラクティスを特定し分類した。

これらのベストプラクティスは最有力企業が前向きな革新を続け、競合相手よ
りも常に一歩前を進むことを支援する。

1. 内部データの統合：一般に銀行や通信事業者の貧弱なデータの質や複数の異種システ
ムが、先進的な分析機能を採用する上での大きな障害になっている。不正侵入されたデ
ータの量や、常に変化する不正の手口はもはやサイロ状で縦割りのシステムでは対応不
可能な脅威となっている。以前にもまして企業は異種データとサイロデータ内部で橋渡
しする融合システムに向かいつつある。それ以上に、この融合システムはグローバルな
消費者の広範囲の姿を捉える上で鍵になる。

シンガポール、オーストラリアおよびニュージーランドの銀行、通信事業者は
新たな販売機会を見つけるため、クロスセルのマーケティングの展開に向けて
社内のデータソースをまたぐ予測分析手法に投資を行っている。

インドでは、高度な分析手法の採用と、不正防止対策のリアクション分析の観
点から、金融サービス企業での顧客サービスの応答時間の改善（貸出金の速や
かな出金、取引開始のアプリケーションなど）に努めている。分析論はまた貸
出金の回収や取り立てにも使われている。

これらの取り組みは場所を問わず不正の予防に役立つとみられる。

デジタル取引の規模と成長性からすれば、新たな顧客を「善良」あるいは「そ
れ以外」に分類し、それに続く次のアクションまでの一連の作業をリアルタイ
ムで処理することが、最良でストレスの無い顧客体験の提供につながる。

インドではオンライン小売業者は過去の記録を使い、電話をかけて代金引換払
い取引の検証を開始している。

2. 適度な大きさの不正防止手段：邪魔をされている正当なトラフィックと実際の不正の
試みとの比率は30対1という高いレベルになることもある。つまり30人の「善良な」顧
客が理由不明のまま、一人の不正犯罪者の行動を抑止するために疑われ、あるいはブロ
ックされている。オンライン取引量は増加する一方であり、善良な顧客に対する挑戦の
数も増えていくであろう。将来的にこの流れを変えるために企業はより目標を絞った、
つまり適度な大きさの不正緩和戦略を適用する必要がある。たとえば、もし実際の不正
攻撃が取引の1～2%を占めるなら、適度な大きさのソリューションとは不正の可能性の
ある取引全体で、多くても4～6%を特定するソリューションである。理想的、かつ善良
な顧客の不便を減らすためにも、企業は最もリスクが高い取り引きにターゲットを絞り
こむためにデータを活用すべきであろう。
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次のステップ：信頼を実行に移す

組織的エンパワーメント

3. 組織的に不正防止対策を構成すること：どのような組織であっても、どのように不
正を防止するかを社内で十分に検討し、定めておかなければならない。これはリスク許
容度、不正への許容度、そして顧客への業務中断で生じるビジネス許容度を含んでい
る。また、これには唯一の正解というものがない。集権化されているか、分権化されて
いるかというのは事業や規制による。

アジア／太平洋地域のほとんどの国では、タイを除き組織横断型の中央集権的
な不正防止対策がとられている。タイの場合は中央集権的チームと個別の業務
で権限を委譲された不正対応ユニットが混合して対策に当たっている。

地理的、人口動態で大きな差異があるため、インドの不正防止対策はローカル
および地域チーム、さらにはゾーンのチームによって監督され、最後はチーフ
リスクオフィサー（企業の役員会メンバー）に報告される。

4. すべてのステークホルダーに不正防止対策について徹底させる：不正の防止は往々
にして非技術的なプロセスとツール（研修、意識付けなど）を必要とする。これが実働
するためには効果的な不正リスクのコントロールが常日頃の業務に組み込まれる必要が
ある。全従業員がその重要性を認識し、またそれを実践していく上で各個人の役割と責
任の重要性を認識しなければならない。さらに原則、方針や規則を反映した不正スコア
ボードを作成することでいっそう強化できる。

企業は可能であれば顧客も関与させ、彼ら自身に権限を与えることができる。これは 
彼らの行動がしばしば個人データ違反の源となり、犯罪者に利用されかねないからで 
ある。

シンガポールのユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）は同銀行グルー
プ全体にリスク認識文化を浸透させる目的で専担の不正防止対策の組織を設定
し、実施に移した。
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次のステップ：信頼を実行に移す
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銀行は顧客の電子取引履歴を抽出するための電子商取引と具体的なインセンテ
ィブの両方を組み込んだモバイルアプリを開発した。

通信事業者は顧客個人およびその世帯全体の姿を構築するため、クロススクリ
ーン（モバイル、PCによるインターネット利用など複数の端末に渡る）行動の
分析を開始した。

同様に小売業者はデジタルと物理的なチャネルの両方で一貫した経験ができる
ようにするため、デジタルコマースのアプリケーションプラットフォームを使
って「いつでも買える、どこからでも実行できる」の謳い文句で顧客のロイヤ
リティを高めようとしている。

5. デジタルチャネルを通じてシングルカスタマービューを高度化：特徴を基にした分析
と機械学習による分析手法を併用し、顧客行動の特異性、たとえば通常の範囲を逸脱す
る取引の頻度と金額を洗い出す。

6. 社内データは第三者データを使って増補：社内データだけでは「真実の完成」にはな
らない。新興経済では複数の「補完データ」ソースが奥深い集中化データ（信用調査局
など）の不足を補ってくれることがある。成熟した経済においては、補完データは消費
者と犯罪者について追加的文脈の豊富な情報源になり得る。

個人情報の漏洩は重大かつ増加する国際的問題であるが、そこではなりすまし犯罪がグ
ローバルな世界で急速に広がっている。一般的には金融サービス業、公益事業、通信業
を通じて、現在の不良債権額の25％は実際にアプリケーション（申込書）による不正（
初めから支払い不能であり決して支払うことがない顧客）であると考えられている。

いくつかの調査によれば共有データを使っている組織では、自社のデータだけを使った
場合に比べ不正の検知率で30％の向上が確認されたことが示されている。
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次のステップ：信頼を実行に移す

革新の受容

8. 次世代認証：顧客が自分が本人その人であると言っていることが真実と確認できれ
ば、ほとんどの不正は消滅する。バイオメトリックとモバイルアプリケーションは新た
な軋轢のない認証を可能にしている。

7. オープンで展開可能なプラットフォーム：顧客の期待と、技術の進歩（2020年までに
はIoT技術が300億のデバイスをインターネットに接続）を背景に、組織はますます速く
革新を進める必要に迫られている。新興企業は、技術に迅速に対応して、その結果を顧
客に提供すれば、自社にとっての問題解決でもあり、事業の方向性への回答ともなり得
る。チーフイノベーションオフィサー、ハッカーソン、インキュベーターたちがますま
す雇用されていくであろう。技術的にはAPIとオープンプラットフォーム技術もまた極
めて重要になる。

モバイル機器はモバイルアプリやモバイル最適化により、Webを通じてオムニ
チャネル体験を実現させる重要な役割を果たしている。これは移動中に消費者
を関与させ、販売し、サービスを提供する上で重要なイネーブラーであるが、
モバイル機器はまた不正によって生じる軋轢を緩和させるユニークな機会を
もたらした。地理位置情報、SMS／プッシュ通知を使う二要素検証（2FA）、 
指紋認証は受動的であるが検知能力を高めることができる。

3つの本質的な特質
1. デバイスの識別：バイオメトリックスの補完
2. 便宜性：ユーザー／サービスプロバイダ－が選択する要因
3. オムニチャネル：適用可能な場所（モバイル、Web、コールセンタ

ー、実際店舗）

銀行によれば今後バイオメトリックスは素早く、また高セキュリティ水準で認
証ができるようになるという点で非常に重要な役割を果たす。

英国の銀行と米国の通信事業者は音声バイオメトリックスを導入した始めの一
か月間で、不正による損失をそれぞれ59％と20％削減できた。

香港のウェルズ・ファーゴ銀行はFinTechの考え方や概念は不正の防止対策全
般にどのように埋め込んでいけるであろうか、新たな手法／技術はこれらの課
題にどのように活用できるか、ということを研究している。

ウェルズ・ファーゴおよびその他の銀行でも、従来の常識を破る考え方や戦略
を提供させるため、銀行以外のバックグラウンドのリソースを採り入れようと
する傾向がある。

シンガポール金融管理庁では、銀行やFinTech企業が規制環境で新しい技術や
革新をテストできるようFinTechのサンドボックスを作った。

タイではトルーマネー社がナノファイナンス、個人ファイナンスを含む金融取
引用のアプリケーションの提供を開始し、信用格付け、不正防止特性、金融サ
ービス企業とのパートナーシップ統合も提供している。
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前向きな規制当局者

9. 新たな規制に適応：金融機関による取り組みのほとんどは規制当局によって決められ
たガイドラインに沿って優先順位付けされる。

インド、中国、シンガポールなどの国は政府の規制を守りながらも業界のベスト
プラクティスを採用する意向が強い。競合他社よりも先んじることがキードライ
バーである。

シンガポールでは新しいプライバシー規則は、企業が個人の画像、住所、名前、
電子メールアドレスを含む個人データを取得するのに本人の同意を免除してくれ
るよう求めている。

通信事業者は個人別の元データにアクセスできるが、プライバシー規制はこうし
たデータを使用するのには保守的な文化を作った。しかし、新たな分析能力が開
発されていることからテルストラ、ユニコム、シングテル、スターハブといった
通信事業者は規制範囲内でのデータの収集を開始した。

オーストラリアとシンガポールでは（いずれアジアのその他の国でも）近々入手
されるデータは消費者通知法に違反し、企業側としてはさらに厳重な不正防止対
策の下でそれらデータを全面的に統合する必要がある。

クロスボーダー（例：EU日本間など）の相互プライバシーの取り決めは、地域
およびグローバルでのビジネス機会を生み出す。

次のステップ：信頼を実行に移す

10. 国別IDを超えて：集中管理された国のIDは不正対策として役に立つが、もしそれが
破られた場合、不正の増加に直結してしまうまさに両刃の剣である。そこで国別IDが不
正に対抗するためには、各国での使用状況と説明責任に基づいてどのように強化された
かを熟知することが重要である。

フィリピンでは政府は承認から2年以内にバイオメトリックスが可能になった国
のIDを導入したいとしている（焦点は主としてソーシャルサービスの提供であ
る）。追加的な不正防止対策の能力を強化することで、企業にとってのビジネス
チャンス提供する。

シンガポールでは政府はデジタルIDの試行を実施しているが、企業も利用できる
ようにAPIが用意されている。

オーストラリアではテロの脅威もあったため、国のIDについての議論が再開さ 
れた。

インドのアドハー（Aadhaar）※はアジアで最も積極的な政府の取り組みである。
しかしながら、これには法廷闘争を含めいくつかの課題を持つプライバシー規則
である。
※生体認証によるマイナンバー制度
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インドのデータを強化したID管理システムによるダイナミックな不
正防止能力

どのように不正防止 
対策を行うか？

13億人の消費者の存在

2014年～2017年のエクスペリアンのデータ分析によると、状況が改
善しつつあり、企業の不正に対抗する手助けしたことが分かる。

エクスペリアンの抑止力で
状況が改善

エクスペリアンの高度分析手法
は、企業が戦うための将来予測

を提供する
不正行為のリピーターの減少
ID盗難の4％以上の減少

事例研究の要約

エクスペリアンの不正検知システムを活用するこ
とで、金融機関は消費者優先の製品を提供し、融
資の迅速な承認や既存顧客の不正からの保護など
といった優れた顧客体験を実現させ、コアビジネ
スに注力できる。

今日のデジタルワールドでは、企業にとって時間の有効活用、迅速性、柔軟
性、拡張の可能性はますます重要性を増している。それはインドの50％以上の
銀行と保険会社でエクスペリアンの不正検知システムが導入されていることか
らも裏付けされる。13億人以上の消費者を抱える市場規模にあって、企業は巨
大な顧客ベースへのアクセスを有する一方、大規模かつタイムリーな不正防止
対策を行い続けるという、気が遠くなるような課題に挑まなくてはならない。

エクスペリアンのデータポイントの規模は最新の情報と相俟って、金融機関に
対してその全組織を通じ確固たる、そして柔軟性のある不正検知能力を提供す
る。このことは提供される製品が広範囲で多岐に渡るという大きな意味を持っ
ている。

一連のデータ設計の専門家や技術的能力が十分でない企業に対し、エクスペリア
ンは不正防止データを整理、保護、自動化。同時に、現在および将来に渡り不正
を防止するためにデータを強化、ID管理システムの基礎を構築します。

増加する組織内部から発生する
不正
不正未遂の第1位（40％以上） 
であるDual-PAN※

※納税者番号等を複数回発行しようとする不正行為
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2020年に向けた総体的アプローチ

不正と戦う全体的 
アプローチ

検知 防止

抑止力

2018年までには60%のアジア／太平洋
地域の企業は情報に基づく製品やサービスか
ら新たな収入の流れを引き出す。

2倍
収入の伸び

強力な顧客基盤を獲得したと思われる企業であっても、鋭く感度の高い顧客との
強い信頼関係を醸成することは容易ではありません。

オムニチャネルの顧客の増加が見込まれる中で、顧客からの信頼を得るために
は、企業はデータや情報の内容を理解し明確な顧客体験を提供しなければならな
い。情報に習熟することによるマネタイズの機会を無視することはできない。

2019年の末までに、アジアの上位1,000
社の3分の1において、情報に基づく収
益の伸びは、それ以外の製品／サービ
スからの収入の2倍になると予測されて
いる。

あなたの会社は、すでに不正対策に取り組んでいますか？

とりわけ、オムニチャネル時代におい
てさらなるデジタル化へ向かう中、企
業は全体的なアプローチとして顧客の
信頼を関係構築の基礎に置く必要があ
る。そして顧客体験、技術インフラ、
データの収集という分野において、不
正防止対策という考え方を取り入れて
いかねばならない。

2020年に目を向けるとき、不正防止対
策能力のギャップを軽減できる企業は
顧客からの信頼の獲得という点で他社
を引き離すことであろう。

このような成長は今日の小売業、デジタルマーケティング企業、通信事業者、金融サ
ービス機関を含む業界から具体的な需要が寄せられていることからも分かる。複数の
多様化したデータソースから得られる強化された実態から、より高度に文脈化された
詳細や関連事項が見いだされ、それらは企業の競争力を高めていく。

次世代技術の実現者は、外部データの統合におけるソリューションの稼働負荷を軽減
し、行動情報を得るためのデータ処理スピードを加速させる。この点はデータサイエ
ンスからアーキテクチャ、エンジニアリング、経営などのスキル不足というなかなか
解決できない問題にも取り組むことになる。事実、こうした問題のために企業は、不
正の検知という複雑な問題に対処する能力に制限を受けている。
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エクスぺリアンの概要

連絡先:
エクスペリアンジャパン株式会社
住所：東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル7階
電話：03-6262-7600

エクスペリアンは、世界をリードするグローバルな情報サービス企業です。住宅や車の購入から、子供
の大学入学、新しい顧客とのビジネスに至るまで、人生の大事なときに消費者と企業が自信をもってデ
ータを扱うことを可能にし、個人での財務管理と金融サービスの利用、ビジネスでの賢明な意思決定と
目標達成、責任を持って融資する金融事業者、そして不正取引や犯罪を防止する組織を支援していま
す。

当社は世界37ヵ国で16,000人以上の従業員を擁し、お客様のあらゆるチャンスを最大化するために、日
々、新しいテクノロジーと有能な人材、そしてイノベーションに投資しています。ロンドン証券取引所
に上場し（EXPN）、FTSE 100インデックスにも選ばれています。

より詳しくはwww.experianplc.com をご覧ください。
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連絡先:
ディーパ・バラン（Deepa Balan）
エンゲージメント・マネージャー
電話: +65 6829 7550
電子メール: dbalan@idc.com

IDC社 概要

International Data Corporation（IDC）は、ITおよび通信分野に関する調査・分析、アドバイザリーサービ
ス、イベントを提供するグローバル企業です。50年にわたり、IDCは、世界中の企業経営者、IT専門家、
機関投資家に、テクノロジー導入や経営戦略策定などの意思決定を行う上で不可欠な、客観的な情報や
コンサルティングを提供してきました。現在、110ヵ国以上を対象として、1,100人を超えるアナリスト
が、世界規模、地域別、国別での市場動向の調査・分析および市場予測を行っています。IDCは世界をリ
ードするテクノロジーメディア（出版）、調査会社、イベントを擁するIDG（インターナショナル・デー
タ・グループ）の系列会社です。




