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エクスペリアンではこのたび、世界 21カ国におよぶ 1 万人以上の
消費者と、1,000 社以上の企業を対象に大規模な調査を実施しま
した。年初に発行した「2019 Global Identity & Fraud Report」
は、その調査結果をまとめたものです。さらに、多様な市場を形成し
つつあるアジア太平洋地域に特化した分析も行い、専用のレポート
を作成しました。

アジア太平洋地域は、金融、消費動向、およびデジタルテクノロジー

の分野において、グローバルでも独自のポジションを確立していま

す。この広大な地域では、規模や経済の成熟度の異なるさまざまな

市場が共存しているためです。消費者と企業間のオンライン上の関

係をより有意義に構築していくためには、最新テクノロジーをフル

に活用する必要がありますが、この地域では、旧来から残る「レガ

シー」が邪魔をするということがあまりありません。アジア太平洋地

域のいくつかの国では、すでにデジタルバンキング/ コマースの活用

が世界最高の水準に達しており、その他の地域においても急速に拡

大しています。例えば、インターネット対応デバイスを利用する消費

者を調査した結果、約 90% が、オンラインで最も利用するサービス

の1つとして「パーソナルバンキング」を挙げていますが、これを上

回るのは、新興国と先進国の消費者が一様にもっともよく使うオン

ラインサービスに上げている「商品・サービスのオンラインショッピ

ング」のみとなっています。企業は今のところ、デジタルチャネルに

おける製品やサービスの提供に概ね適応していますが、今こそ、企

業と消費者がどのようにオンラインチャネルを信頼性の高い場にし

ていくか、そしてより大きな価値の創造につなげていくかということ

に目を転じるべきです。

オンラインで消費者との信頼関係を築き上げることには、さまざま

な困難が伴います。対面や電話を介したやり取りとは異なり、デジタ

ルでの交流には信頼を醸成するための視覚的・聴覚的なシグナルが

ありません。顧客は企業と交流する際、自分の存在が正しく認知さ

れ、パーソナライズされた取引に出会えることを期待しています。ア

はじめに

ジア太平洋地域のオンラインアクティビティの上位 2 つは「ショッピ

ング」と「バンキング」であり、消費者はこれらのサービスを提供する

2 つの業界に、安全かつ便利で関連性の高い取引を提供してもらい

たいと考えています。                                                                             

その一方で、消費者を十分に認知できていない企業側は、彼らの

期待に応えることに困難を感じています。顧客の保護やオファーの

パーソナライゼーションを行う際、企業が保有する顧客の情報が適

切に利用されない場合には、信頼の喪失につながります。ひとたび

消費者と企業との間に不信感が生まれると、取引のたびに顧客離反

率を増加させるだけでなく、時にはブランドの社会的評価さえも傷

つけるおそれがあります。

消費者の 89% は企業が自分たちの個人情報を収集・利用している

こと、また 63% はビジネスをデジタルで行うことに伴うリスクを理

解しており、「これはデジタルを利用する代償である」と考えていま

す。顧客を識別するには、多くの場合、氏名、メールアドレス、電話

番号など、すでに顧客から提供された個人情報に頼る必要がありま

すが、企業側が同じ情報を何度も繰り返し尋ねることは、顧客を必

要以上に不正行為のリスクにさらすことになります。その理由は、銀

行口座であろうとソーシャルメディアであろうと、顧客は自分のすべ

てのオンラインアカウントの管理に、ごく限られたパスワードの組み

合わせを使い回す傾向があるからです。利用可能なデータと革新的

なテクノロジーの選択肢が増えれば、企業は顧客をより正確に特定

できると同時に、不正行為もより簡単に発見できるようになります。

つまり、デバイスやコンテキスト情報などの高度なデータと、生体認

証や人工知能などの新たなテクノロジーを組み合わせ、これらを顧

客の認証および不正行為の管理プロセスに採り入れることで、顧客

とより一層優れたエンゲージメントを構築できるようになります。

現在、世界の多くの国では「信頼できる唯一の情報源」を確立する

ための法規制の導入や独自プログラムの作成を進め、銀行や小売業
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はじめに

者に顧客の検証済みのデジタル ID を提供しています。例えば、マ

レーシアの MyKad、シンガポールの MyInfo、タイの Digital ID な

どは、すべて本人確認の容易化・迅速化を目的に設計されおり、顧

客の身元確認や電子顧客確認（e‐KYC：electronic Know Your 

Customer）プロセスの規制要件を満たすことに役立っています。顧

客のデジタル ID は、オンライン取引でセキュリティと利便性のバラ

ンスを図る上でいまや不可欠ですが、それならばなおのこと、顧客

から信頼を獲得しデータ収集への理解を得られるように、企業はど

のように顧客のデータを利用するのかについて透明性を担保し、常

にオープンである必要があります。データのプライバシーに関する不

安が広まっていることから、60% 近い消費者が企業に個人情報を

共有することに躊躇しています。

実際、81% の消費者が、個人情報の取り扱いに関して企業が透明

性を担保することが極めて重要であると感じています。世界の多

くの国ではイギリスで最初に始まったオープンバンキング（Open 

Banking）規制に類似したルールを採用しており、アジア太平洋地

域ではオーストラリアや香港がこれに該当します。消費者はこれらの

法規制を非常に好意的に捉えており、企業側も消費者に対して条件

をより明確に伝えたり、情報利用への管理意識を高めてもらうよう

にするなど、これまで以上に透明性を重視した取り組みを積極的に

行うようになっています。

消費者は、企業に多くの個人情報を共有しています。私的機関や行

政機関、および規制委員会などが、データ保護とプライバシーに対

する業界の取り組みの「標準化」を進めているのは事実としても、信

頼は検証や透明性だけで得られるものではありません。
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デジタル化が急速に普及するアジア太平洋地域では、消費者行動が変化している

スマートフォンとインターネット環境の急速な普及により、消費者の

生活のさまざまな場面でデジタルテクノロジーを利用できるエコシ

ステムが構築されています。最も受け入れられているオンラインサー

ビスの1つが、商品やサービスのオンラインショッピングです。調査

対象の消費者の 90% 以上がオンラインでの購入を経験しており、

オンラインショッピングが最も利用されているのは、タイ（98%）、

インドネシア（98%）、そして日本（94%）です。アジア太平洋地

域は世界で最も e コマース売上が急成長しているエリアであり、

McKinsey & Company（2018 年）によると、インドネシアの e コ

マース市場だけを見ても 2017 年から 2022 年にかけての市場価値

は約 8 倍にまで拡大し、年間 650 億米ドル 1 の支出が見込まれて

います。同じく、消費者の行動が著しく変化している分野が「バンキ

ング」で、調査ではオンラインでのアクティビティが2番目に多くなっ

ています。モバイルやデスクトップデバイスからインターネットを利

用する消費者の 86% が、オンラインのパーソナルバンキングを利用

していると回答しており、その割合は中国やインドなどの急成長国

で高い傾向があります。

しかし、デジタルチャネルが急速に普及しているにもかかわらず、こ

の地域全体でみるとデジタルレディネス（デジタル化への対応度）や

対応能力に大きな差異が見受けられます。アジア太平洋地域の新興

国では、行政機関や企業が物理面と規制面の両面でインフラを改善

し、優れた人材の可用性を向上させることで、「ファイナンシャル・イ

ンクルージョン（金融包摂）」や、基本的なサービスとサイバーセキュ

リティへのアクセスの実現に立ちはだかる課題の解決を目指してい

ます。キャッシュ・オン・デリバリのような従来型の支払方法が依然

として支配的ではありますが、変化はすでに始まっています。 

スポットライト1: ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）
に取り組むアジア太平洋地域の新興国の企業および行政機関 :

インドネシアは経済が急速に変化する国の1つであり、アジア太

平洋地域の中でも最大規模の人口（2 億 6,500 万人）を誇りま

す。世界銀行のグローバル・フィンデックス（Findex）データベー

スによると、インドネシアでは 2017 年に公的金融システムにア

クセスできたのは成人人口の 49% のみであり、企業や規制当局

はこうした状況を変えるための取り組みを進めています。ファイ

ナンシャル・インクルージョンを拡大させる主な手法は、バンキ

ング、決済、行政の福祉システムなどのサービスのデジタル化、

および携帯電話の普及がもたらすポテンシャルを引き出すことで

す。政府はこのアジェンダの推進に向けてファイナンシャル・イ

ンクルージョン事務局（National Secretariat for Financial 

Inclusion）を設立しました。そのロードマップの一環には、イン

ドネシアの国内生体認証 ID プログラムを決済システムにリンク

させるという取り組みが含まれます。

1  Kaushik Das他, 「The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia’ s economic development（デジタル列島：オンライン取引が
いかにインドネシアの経済発展を牽引するのか）」、McKinsey & Company 2018 年 8 月発行

2  Kazuaki Nagata, 「Japan hesitantly moves toward a cashless society（キャッシュレス社会に戸惑いながら向かう日本）」、The Japan Times 2018 年
12 月 3 日掲載　※経済産業省はキャッシュレス決済を 2027 年までに 40% 高める目標を 2 年前倒しし、2025 年に変更

例えばタイとインドネシアでは、デジタル決済を可能にし、オンライ

ン取引を促進するために必要なインフラとエコシステムの構築に向

けて、行政が全国規模の計画に着手しました。（スポットライト1）

地域で大きな差が見られるのは、新興経済国だけではありません。

成熟経済と言われる日本では、先進的なテクノロジーやデジタルイ

ンフラに不足はないものの、いまだに現金主義の社会であり、従来

型の決済やバンキングチャネルが支配的です。ATM が広く利用さ

れ、現金は便利で安全な決済手段、価値を守る手段として捉えら

れています。しかし、デジタル決済のシェアを 2016 年の 20％から

2025 年までに 40％まで倍増させようとする政府の意向もあり、日

本でも徐々に変化の勢いは増しつつあります。2

急速に進むデジタルの普及は、主にミレニアル世代と、比較的裕福

な人々によって牽引されています。より多くの消費者がオンラインを

利用し、新しい習慣が形成されるに伴い、企業はコストの低減やデ

ジタルサービスがもたらす優位性を享受できるようになります。新た

なデジタルライフスタイルの恩恵をより多くの人に開放すれば、企業

や消費者にとってはプラスとなりますが、そこではいくつかの課題も

発生します。消費者はオンラインでの取引にこれまで以上の期待を

寄せており、より一層セキュアで高品質なサービスを、より多く求め

るようになっています。 同時にデジタル化されたサービス・製品と、

それに伴う重要なインフラは、新しい種類の脆弱性を生む可能性が

あります。今回の調査で明らかになった企業が抱える主な懸念事項

の1つが、オンライン上の不正行為によるリスクの高まりです。
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アジア太平洋地域で高まる、不正行為による損失への懸念

調査対象となったアジア太平洋地域の企業の 50% が、過去 12 カ

月間にアカウントの不正開設と乗っ取りによる損失が増加したと答

えています。いずれもブランドの社会的評価に悪影響を与えるおそ

れがあります ( 図 1)。ただし、これは世界平均の 55％よりはわずか

に低い値です。不正行為による損失は、インドが 65％と特に顕著な

値を示し、一方で香港が最も低く、34％となっています。アジア太平

洋地域は不正行為による損失が世界で最も低いにもかかわらず（最

大の発生率はアメリカで 80％に上る）、当該地域のどの国において

も、不正行為が大きな懸念材料であることに異を唱える企業はない

でしょう。実際、3 分の 2 以上の企業が、昨年以降、不正損失に対

する懸念が強まったと回答しています。

図 1: 調査対象となったアジア太平洋地域の企業の 50％で、
過去 1年間にオンライン詐欺による損失が増加

大幅に増加 / わずかに増加

同じ程度 / わからない

わずかに減少 / 大幅に減少

質問 : 過去 12 カ月で、あなたの企業が受けたオンライン詐欺の
被害は増加、減少、変化なしのどれに相当しますか？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40%20%  40%  

8%29%  63%  

12%40%  48%  

24%19%  57%  

6%44%  50%  

43%17%  40%  

17%18%  65%  

23%43%  34%  

26%30%  44%  

4%36%  60%  

44%6%  50%  

オーストラリア

中国

香港

インド

インドネシア

日本

マレーシア

ニュージーランド

シンガポール

タイ

ベトナム

APAC

28%

50%

22%

Asia-Pacific

昨年以降、67% の企業が不正行為に 
よる損失に対する懸念が高まっていると
回答
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スポットライト2：シンガポールの電子カルテ（EMR）システム
を提供する SingHealth は、2018 年 6 月にサイバー攻撃を受
けたことを明らかにしました。この攻撃により、シンガポール首
相の個人情報を含む150 万人の患者の個人情報が盗まれたと
考えられています。攻撃の余波の中、システムに重大なサイバー
セキュリティ上の欠陥があることが発覚しました。これを受け、
シンガポールでは、将来の攻撃によるリスクを最小限に抑えるた
めに、必要不可欠なインフラシステムを保護するための新しい
ルールセットが導入されることになりました。

インド政府では現在、デジタル化の普及と基本的なサービスへ
のセキュアなアクセスの推進を目指し、さまざまな取り組みを
行っています。しかし、安全基準の導入は時間をかけて段階的
に達成していくプロセスのため、攻撃の高度化に伴う不正行為
による損失やセキュリティへの懸念は依然として残っています。
2018 年 3 月、インドの国民 ID データベース Aadhar で発覚し
たセキュリティリスクにより、この懸念は現実のものとなりまし
た。プログラムに登録された11 億人以上の住民の ID および生
体認証データがID盗難の被害に対して脆弱であることが分かっ
たのです。

この懸念は、最近続けて発生している重大なセキュリティ侵害事案

によって拍車がかかっている面があります。典型的な例ですが、イン

ドとシンガポールでは、2018 年に複数のセキュリティ侵害事案に悩

まされた結果、業界で広く対策が議論されることになりました（ス

ポットライト2）。両国では、それぞれ 87%、80% と特に高い割合

で、企業がオンライン上の不正行為が自社のビジネスに悪影響を与

えるリスクを強く懸念していると回答しています。

“ 不正被害がもたらす会社の評判へのダ
メージは、当社のビジネスの存在意義を
揺るがしかねません” 

‐ タイのトップ 5 のリテール銀行、リスク管理担当兼上級副社長



2019 Experian Identity and Fraud Report | Page 7

6%19%  75%  

6%11%  83%  

11%15%  74%  

14%15%  71%  

6%17%  77%  

5%35%  60%  

11%12%  77%  

4%26%  70%  

9%24%  67%  

11%20%  69%  

12%31%  57%  

利便性とセキュリティのさらなる両立を求める消費者

71% の消費者が、オンライン取引で最も優先度が高いのはセキュ

リティと回答し、続いて利便性とパーソナライゼーションがそれぞ

れ 20％と 9％となっています（図 2）。セキュリティの優先度は、中

国（83%）、インドネシアとマレーシア（いずれも77%）などの新興

国市場で特に高くなっていますが、これはオーストラリア（75%）な

どの先進国市場でも同じです。しかしながら、大半の企業はまず利

便性の高い取引の提供にフォーカスする傾向があります。58% の企

業は、より利便性の高いオンライン取引を提供するため、どちらかと

いうと「禁止」より「許可」を優先すべきと考えており、その結果とし

て、発生した不正取引のコストをオンラインビジネスに不可避なもの

として容認してしまっています。その一方で、54% はよりセキュアな

取引を実現するために情報を有効活用するとしています。つまり、顧

客のオンライン取引にとって最終的に譲れないのは何かについて混

乱が見られるわけで、セキュリティと利便性のバランスを取ることが

如何に難しいかを図らずも物語っています。

図 2: 消費者のオンライン取引ではセキュリティが 
最も重要な要素

質問 : あなたにとってオンライン取引の中で 
最も重要なサービスは次のどれですか？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オーストラリア

中国

香港

インド

インドネシア

日本

マレーシア

ニュージーランド

シンガポール

タイ

ベトナム

APAC

71%

20%

9%

Asia-Pacific

セキュリティ

利便性

パーソナライゼーション
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現在、多くの国で、オンラインサービスの利用をより安全にするため

の法規制を可決し、「信頼できる唯一の情報源」を確立するための独

自のプログラムを立ち上げることにより、銀行や小売業者に検証済

みの「顧客のデジタル ID」を提供しています。（スポットライト 3）デ

スポットライト 3: アジア太平洋地域における政府機関と業界
のコラボレーションは、より安全なオンラインアクティビティを
実現するための原動力となっています。

インドでは、インド準備銀行（RBI：Reserve Bank of India）

などの政府機関が消費者のオンラインセキュリティの改善に向

けて、積極的に取り組んでいます。RBI では、インドにおけるデ

ジタル取引の保護の強化を目指し、例えば 2 要素認証や静的

ステップアップ認証を必須の保護手法に規定するなどの対策を

行っています。さらにインドの規制当局は、過去12 カ月間にわた

り、業界の大手企業による個人データの不正使用を厳しく非難

することで、インドの消費者に対し、オンライン上のセキュリティ

や保護対策が決してなおざりにされることなく、常に当局の関心

の対象であるというメッセージを伝えています。

シンガポールでは、2018 年 8月にサイバーセキュリティ法 2018

（Cybersecurity Act 2018）が施行され、サイバーセキュリ

ティの脅威を監視・報告するためのフレームワークと、データセ

キュリティのサービスプロバイダー向けのライセンス制度が制定

されました。この法律が意図するものは、シンガポールのサイ

バーレジリエンス（耐性）を強化するための基盤の構築です。

アジア太平洋地域のデジタル ID プログラムの例 :

マレーシアでは、2001 年に MyKad ID が導入されました。こ

れは写真と生体認証データを備えた最初の ID カードで、ATM

カードや電子財布としても使用できます。また、シンガポールで

は 2016 年に MyInfo が開始されました。これは住民が自身

の個人データのプロファイルを管理できるもので、行政サービ

スをはじめ、バンキングアプリケーションなどのデジタルサー

ビスを使う際、手続きデータの事前入力に利用できます。イン

ドでは 2009 年に、インド固有識別番号局（UIDAI: Unique 

Identification Authority of India）が紙ベースの KYC を刷

新するために、世界最大の生体認証 ID システムの1つである

Aadhar を導入しました。このシステムでは、銀行口座、モバイ

ル SIM カード、その他多くのサービスを固有の Aadhar ID にリ

ンクさせることにより、リアルタイムで個人の認証を安全に行え

ます。タイでは 2019 年にデジタル ID の導入が予定されていま

す。これはオンラインプラットフォームを介して本人確認プロセ

スの効率化・迅速化を図るシステムであり、これにより企業は取

引のたびに繰り返し顧客を確認する必要がなくなります。

ジタル ID プログラムは、オンラインバンキングをはじめ e‐KYC 要

件を満たすための重要な要素であり、消費者の利便性を向上させな

がらも、消費者の身元確認や銀行・e コマース企業のセキュリティ要

件の充足に役立ちます。

“ 顧客を正確に識別することは、当社の最優先事項の1つです。特定の顧客を認
証 / 承認できない場合、リスクや不正利用の観点から、いくつもの大きな問題に
発展するおそれがあります” 

- オーストラリアのトップ 5 のリテール銀行、リスクオペレーション担当副社長
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高度な認証手法を利用する消費者と企業

66％の企業は、自社の顧客が、自分たちを保護してくれる能力を企

業が有しており、最新のセキュリティ対策を講じていることに自信を

持っていると考えています。4 分の 3 以上の企業が、これを過去一

年間における消費者心理の改善であると考える一方で、オンライン

ID を安全に確認する企業の能力に対する消費者の信頼はそれほど

高いものではなく、完全に信頼している、または非常に信頼している

と回答した消費者は 42％にとどまります。消費者の信頼はインドで

64% と最も高く、香港の消費者が 21%、そして日本が 13% と最も

低い値を示しています。

今日、消費者が目にする上位 4 つのセキュリティ方式は、パスワー

ド、PIN コード、身体的生体認証、セキュリティに関する質問です。

消費者は未だに従来方式の手法に信頼を寄せる一方、身体的 / 行

動的生体認証やアカウント情報、人工知能、顧客識別プログラムと

いった高度な認証方法に触れたことのある消費者は、そうでない消

費者に比べ、これらの手法を高く評価・信頼する傾向があります。

その典型的な例が、中国とインドです。中国の 3 分の1以上、イン

ドの 40％以上の消費者が、日常的に高度な認証方法を利用してお

り、高度な認証方法に対する消費者の反応は、他のすべての調査対

象国の中で、両国が最も高い割合を示しています。さらに、中国の消

費者の80％は、自身のオンラインバンキング取引の向上につながる

と考える機能のトップ 10 に生体認証を含めています。全体的にアジ

ア太平洋地域の消費者の 4 分の 3 は、オンラインバンキングを利用

する際に身体的 / 行動的生体認証があると、銀行のセキュリティ対

策への信頼度が高まるとしています。

身体的生体認証では、指紋や網膜のス
キャン、または顔の特徴やその他の身体
的な識別要因を認識することで消費者を
認証します。

アジア太平洋地域の企業は、顧客の認識機能の向上や不正行為の

防止を目指し、生体認証やその他の高度な方法を採用し始めていま

す。これには口座開設時の顔認識や、電話をかけた理由を説明して

いる間に音声認識で顧客を識別するなどの取り組みがあります。（ス

ポットライト 4）現在、企業のおよそ半数が不正管理や ID 認証のた

めに、生体認証または人工知能（AI）ソリューションを検討中、ある

いは積極的に導入を進めています。（図3）それと同時に、パスワード

と PIN コードを始めとした従来の認証方式に対しても、企業はいま

だに投資を続けています。

行動的生体認証では、例えば話し方や
キーストロークダイナミクス、手書き 

サインの癖などで消費者を認証します。

中国の消費者の80％は、自身
のオンラインバンキング取引を
向上させる機能のトップ10に生
体認証を含めています。
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図 3: アジア太平洋地域の約半数の企業が、高度な認証または不正管理ソリューションを積極的に導入中、あるいは導入を検討中。

質問 : あなたの組織は現在、以下のどの不正管理 / ID 認証を積極的に導入 / 検討していますか？

ID認証
不正管理

53%
54%

46%

51%

44%

51%

44%
47%

36%

38%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

身体的生体認証 人工知能 行動的生体認証 API /  
融合型ソリューション

機械学習

スポットライト 4: 顔認識を導入したアジア太平洋地域の銀行 

企業が高度な分析、機械学習、人工知能にますます多く投資し

ている中、アジア太平洋地域では、新興国および先進国の両方

において、顔認識と音声生体認証が本人確認の手法として定着

しつつあります。これらの手法により、認証プロセスでのリスク

やエラーの低減と、個人情報の盗難や不正取引の防止を可能に

する使いやすくて安全な取引の提供が可能となります。日本のあ

る大手銀行では、2019 年末までに顔認識テクノロジーを ATM

に導入し、顧客がその場で口座を開設できるようにすることを予

定しています。これにより、運転免許証などの ID のコピーを提出

する必要がなくなります。一方タイでは、2019 年 3 月にある大

手銀行が口座開設の手続きに顔認証を導入しました。さらに、

モバイルアプリを使った通帳口座の開設にも、同じテクノロジー

を用いる予定です。

また、アジア太平洋地域の複数の銀行では音声認証の導入も拡

大しています。2016 年以降、オーストラリア、香港、インド、マ

レーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムなど多

くの国で、より多くの消費者が、用件を電話で話している間にい

つのまにか本人確認が完了しているというメリットを享受してい

ます。音声指示によるデバイスの操作が消費者の間でもっと一般

的になれば、音声認識は、より「自然な拡張機能」として機能す

るようになるでしょう。指紋認証などよりも優れたセキュリティ

を提供できるため、PIN やパスワード、秘密の質問なども不要に

なります。
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消費者は、十分に見合うメリットがあるならば、個人データの共有に前向きである

ほとんどの消費者は、家計や購買、生体認証などのデータ、あるい

は自身の連絡先などの個人情報を企業と共有しても良いと考えてい

ますが、共有に対する信頼の度合はさまざまです（図 4）。57％が何

らかの懸念を示しており（全く思わない、または少しそう思う）、デー

タの共有を極めて前向きに捉えているのは 12％にとどまります。

もっとも前向きなのはベトナム、タイ、インドネシア、インドの消費者

ですが、日本や香港、中国の消費者はかなり躊躇しているようです。

図 4: 消費者の大部分は、自身の個人データを組織と共有する 
ことに前向きだが、積極的に共有している割合は全体の 

ごくわずか

質問 : 現在、オンラインで取引している組織と自分の個人データを 
共有しても良いと思いますか？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8%22%  37%  34%  

7%34%  38%  21%  

25%36%  35%  4%  

23%42%  33%  3%  

22%42%  28%  8%  

31%48%  20%  2%  

9%29%  41%  21%  

14%27%  33%  26%  

35%40%  21%  4%  

37%32%  22%  9%  

24%37%  32%  7%  オーストラリア

中国

香港

インド

インドネシア

日本

マレーシア

ニュージーランド

シンガポール

タイ

ベトナム

非常にそう思う

ある程度そう思う

少しそう思う

全くそう思わない

35%

31%

22%
12%

Asia-Pacific

APAC
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73% の消費者は、より利便性の高い取
引が後に提供されるのであれば、アカウ
ント開設時の手続きがより厳格であって

も良いと考えています

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

81%19%  

86%14%  

54%46%  

58%42%  

65%35%  

73%27%  

74%26%  

70%30%  

60%40%  

76%24%  

59%41%  オーストラリア

中国

香港

インド

インドネシア

日本

マレーシア

ニュージーランド

シンガポール

タイ

ベトナム

APAC

はい

いいえ

図 5: 自身の個人データを共有しても良いと考えている消費者のほとんどは、そうすることのメリットを認識している

質問 : 個人データを共有することであなたに何かメリットがあると思いますか？

69%

31%

APAC

個人データを共有しても良いと考える消費者は、その大半が共有に

よってメリットが得られることを前提としています（69%）（図 5）。例

えば回答者の 73% が、より利便性の高い取引が可能になるのであ

れば、オンラインアカウントを開設する際により厳格な登録手続き

があっても良いと考えています。
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透明性は消費者の信頼を高める強力な要因

消費者の 89% は、企業が個人情報を収集し利用していることを認

識しています。しかし、それが何のために使われているかを知ってい

るでしょうか？ 調査対象となった企業の10 社中 9 社が、顧客情報

の利用について自社はオープンであり、透明性を維持できていると

考えています。その大半が、利用規約を「承諾」することの重要性を

消費者に周知する、情報の取り扱いの明確化を図る、あるいは消費

者が自分のデータの利用方法を指定できるようにする、といった活

動に積極的に取り組んでいます（図 6）。これは消費者側の強い要

望とも一致しています。消費者の 81% 以上は、企業が情報の利用

用途に対して完全に透明性を確保することは重要であると感じてい

るのです。

図 6: 10 社中 9 社が、個人データの使用について自社は
オープンであり、透明性が高いと考えている

質問 : 顧客の個人データの取り扱いについて、顧客に対する 
自社の透明性はどの程度ですか？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8%46%  46%  

14%53%  33%  

25%75%  

6%30%  65%  
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ベトナム

非常に高い
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信頼性向上の促進という考えから、企業の 58% は今後 6 カ月間に

透明性の改善に向けた投資を積極的に増加させる予定であるとして

います。特に、消費者が自身の個人データの扱われ方についての透

明性を最も強く求めているインド、インドネシア、タイ、ベトナムの企

業の場合、透明性を強化するための取り組みを優先事項に掲げてい

ます。

消費者の間では、個人情報の交換や保管、利用に関して消費者の同

意を前提とするオープンバンキングのような規制が非常に好意的に

受け取られており、消費者と企業間の信頼を高めるために役立って

います。（スポットライト 5）オープンバンキングは、消費者にもっと

分かりやすく利用規約を説明したり、情報利用に関する管理意識を

持たせるなど、透明性を重視した取り組みの重要性について企業が

自覚を持ち、積極的に取り組むよう促してきました。インドでは、規

制当局が業界の大手数社による個人データの不正使用を厳しく非難

し、個人情報の保護が当局にとっていかに重大な関心事であるかと

いうメッセージを消費者に送りました。

81% の消費者が、個人情報の取り扱いに関して企業 
が透明性を担保することは極めて重要であると考えて
います

スポットライト 5：

オープンバンキングは現在、オーストラリアでも展開中です

が、その意味するところは、顧客が口座情報を API 経由で認

可されたサードパーティ（フィンテック、口座アグリゲーター、

スタートアップなど）と共有することを銀行に認めさせること

にあります。これにより、顧客は自身のデータを収入や経費の

確認、あるいは予算の作成などに利用できるようになるとい

うメリットが生まれます。これは消費者の利便性が高まるだけ

でなく、データを何度も送信したり、パスワードを繰り返し再

利用することに伴うリスクの軽減にもつながります。一方で、

最終的にオープンバンキングが成功するかどうかは、サード

パーティプロバイダーによるデータの交換と保存を効果的に

制御するシステムの実現にかかっています。

透明性強化のための取り組み トップ 3

自社の情報利用につ
いて消費者に周知

サービス規約内容を
より簡潔に伝える

消費者が自身の情
報を制御・管理で
きることを理解して
もらう
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最も高い信頼を集めているのは銀行、金融サービス、保険（BFSI）および行政機関である

消費者の 60％は個人データの取り扱いに関して、銀行や保険会社

に高い信頼を寄せており、次いで行政機関（57％）、決済サービス

プロバイダ（56％）が続きます（図 7）。銀行や保険会社に対する信

頼度はインドが最も高く、一方で最も低くなっているのは日本です。こ

の地域では最も低い信頼度を示す日本ですが、それでもなお、日本

の消費者は銀行を他のどの業界の企業よりも信頼しているようです。

これに対し、行政機関に対する消費者の信頼度はベトナムが最も高

く69％であり、次いで中国（66%）、シンガポール（61%）の順とな

ります。シンガポールでは、政府とその規制機関であるシンガポー

ル金融管理庁（MAS: Monetary Authority of Singapore）の

両者が e‐KYC、サイバーセキュリティ、およびデータプライバシー

を促進するための複数の取り組みを主導してきました。政府は国を

キャッシュレス社会に発展させるために必要な E-Payments エコ

システムの構築に向け、積極的に活動を行っています。2018 年、

MAS は金融機関向けに消費者保護を標準化するための新たな

E-Payments ガイドラインを発表しました。さらに、2014 年の導

入以来、銀行間で消費者と企業間のリアルタイムな送金を可能にし

てきた FAST（Fast and Secure Transfers）決済システムを、非

銀行系企業にまで拡大する計画を発表しました。この計画の目標

は、非銀行系企業が自社の製品・サービスを FASTと統合し、消費

者にさらに利便性の高い選択肢を提供することにあります。

信頼度においてトップ 3 の1つに入る決済システムプロバイダーは、

タイで最も信頼度（76%）が高く、次いでインドネシアが 73%、イン

ドが 68% と続きます。決済システムプロバイダーが、モバイルバン

キングや電子 / モバイル取引の世界にますます統合されるようにな

るにつれ、消費者の認識にも変化が起こることが予想されます。過

去 1年間で最も信頼性が向上したのが決済システムプロバイダーで

あり、消費者の 4 分の1以上が前向きな変化を示しています。

全世界とアジア太平洋地域のいずれにおいても、消費者からのソー

シャルメディアサイトへの信頼度は他の業界に比べてかなり低く、信

頼していると回答した消費者は 24％にとどまっていす。しかし驚く

べきことに、アジア太平洋地域の消費者の 47％が、オンラインアカ

ウントを開設する際に自身のソーシャルメディアのアカウントを使用 

（例えば「Facebook アカウントを使用して設定 / ログインします

か？」などのプロンプトを通じて）する可能性が依然として高いと回

答しています。

スポットライト 6: デジタルサービスの利用を加速させるタイ

タイ政府は 2016 年、デジタルイノベーションとその浸透を

加速させ、タイを世界のデジタルエコノミーの最先端に押し

上げるための国家戦略「Thailand 4.0」を発表しました。政

府は同イニシアチブの一環として、農村地域を町や都市とつな

ぐ全国規模のブロードバンドネットワークを構築し、農村地域

の企業による地元の製品・サービスの販売に e 決済や e マー

ケットプレイスを使用することを奨励しています。この取り組

みにより、クレジットカードやデビットカードによる決済を可

能にする 55 万台の電子データ収集（EDC）端末が国内に設

置され、デジタルバンキングサービスの展開がさらに加速さ

れることとなりました。また、タイの消費者はモバイルバンキ

ング、QR コード決済の他にも、PromptPay（消費者が銀行

口座の代わりに使える ID で、取引のたびに口座番号や氏名を

入力しないで済む）を利用できるようになりました。

信頼度の高い上位 3 業界 :

60% 銀行 
および保険会社

57% 政府機関

56% 決済 
サービスプロバイダー
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図 7: アジア太平洋地域では BFSI 業界が消費者の信頼度でリード

質問: 以下は、個人データを収集、使用、そして保存する可能性のある組織です。あなたの個人データが収集、使用、保存される上で、 
これらの各組織をどの程度信頼しているか教えてください。
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銀行、保険会社 決済システム 
プロバイダー政府機関 テクノロジー 

プロバイダー 通信会社
E コマース / 

モバイルコマース・ 
マーケットプレイス
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小売サイト/ アプリ

SNS サイト/ 
アプリ

全く信頼できない

少し信頼

ある程度信頼

大いに信頼

完全に信頼

“ オーストラリアでは、消費者保護を非常に前向きに捉えており、個人情報の使用規制は好ましい
ことであると考えています。そうすることで、消費者は自分のデータが保護されているという安心
感が得られると同時に、当社も信頼を得ることができるからです。実際、金融機関に対する信頼
は確実に向上しています” 

- オーストラリア トップ 5 リテール銀行、リスクオペレーション担当副社長
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結論

デジタル化の普及と、それに伴い急成長を遂げているデジタルエコ

システムは、アジア太平洋地域の企業と消費者の関係に大きな変化

をもたらしています。企業は、デジタル化がいっそう進むライフスタ

イルのメリットの促進・解放に尽力する一方で、克服しなければなら

ない課題もまだ多く残っています。顧客は、企業とのあらゆる交流で

自身が認識され、パーソナライズされた取引が提供されることを期

待しています。同時に、オンライン詐欺などの高度なサイバー攻撃の

増加に対しては個人データの安全性を確保し、企業の評判を守るた

めの対策が必要となります。

これらの課題に直面する企業は、消費者が期待するセキュリティと

利便性の両立に向けて何が出来るのでしょうか？ それにはまず、企

業は顧客を正確に識別して、関連性に優れた利便性の高い取引を提

供するための能力を養う必要があります。その際、顧客に必要以上

の情報を求め、彼らのリスクを増加させてしまわないように配慮す

る必要もあります。デジタル ID プログラムは、「信頼できる唯一の情

報源」を確立し、顧客の検証済みのデジタル ID を企業や政府機関

に提供するもので、オンライン取引時にセキュリティと利便性を両立

させるための重要な鍵となるものです。しかし、オンライン上での消

費者と企業の信頼関係は簡単に構築できるものではありません。企

業側が顧客情報の用途についての透明性を確保し、不正管理や顧

客認証の安全性を確保するためのテクノロジーに投資を行うことに

よって、はじめて消費者からの信頼は長い時間をかけて向上していく

ことになるでしょう。多くの消費者は企業による個人データの取り扱

いに強い関心を寄せており、データ利用に対する透明性を高め、顧

客のセキュリティと利便性の両立に努める企業であれば、彼らの信

頼を獲得する上で特に大きな成功を収めることができるはずです。

その見返りとして、消費者は 2 回目以降のログインプロセスが簡単

になるなどのメリットがあれば、自身のデータを共有し、より厳格な

登録手続きを行っても良いとも考えています。さらに、生体認証など

の高度な認証手法を活用する企業も増えており、消費者がこれらの

利用に慣れるに従って、望ましい成果が生まれることが予想されま

す。

全般的に、アジア太平洋地域では企業や政府機関に対する消費者

の信頼は中～低水準を示しますが、地理的な要素や業種によって違

いが見られます。消費者から高い信頼を得ているのは、銀行、保険

会社、政府機関、そして決済サービスプロバイダーであり、11カ国

中 5 カ国の消費者が他のどの業界よりも銀行や保険会社を信頼し

ており、政府機関と決済サービスプロバイダーがそれに続きます。消

費者から信頼を得るには何が必要でしょうか？ また、企業はどのよ

うにしてそれを得られるでしょうか？ エクスペリアンは、後日発表す

る2019 年度のアジア太平洋地域における消費者信頼感指数をもと

に、消費者と企業間の信頼に関する別の側面を探っていきます。 



Page 18 | 2019 Experian Identity and Fraud Report

エクスペリアンについて

エクスペリアン（Experian®）は、グローバル情報サービスを提供するリーディングカンパニーです。住宅や車の購入か
ら子どもの高等教育、また新規顧客を獲得してビジネスの成長を図る際など、私たちはさまざまなシーンで消費者やク
ライアントが安心してデータを管理できるようにお手伝いしています。

財務管理および財務サービスを利用する個人向けサポートをはじめ、企業の持続的な成長を支えるスマートな意思決
定、金融サービス企業向けの意思決定支援、さらに身元詐称や犯罪を防止するための企業向け支援も提供していま
す。

エクスペリアンでは、世界 39 カ国で 1万 6,500 人の従業員が仕事に励み、新しいテクノロジーや有能な人材、イノ
ベーションへの投資を続けながら、すべてのクライアントがあらゆる機会を最大限に活用できるように支援していま
す。また、エクスペリアンはロンドン証券取引所（EXPN）に上場しており、FTSE 100 種総合株価指数（FTSE 100 
Index）の銘柄に加わっています。

詳しくは、www.experianplc.com をご覧ください。
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エクスペリアンのサービスをご活用いただくこと
で、お客様は不正行為を防止しながら顧客に効果
的にアプローチできるようになります。詳細につい
て、お気軽にお問い合わせください。

アジア・パシフィック本部

エクスペリアンシンガポール  
10 Kallang Avenue, #14-18 Aperia Tower 2
Singapore 339510

enquiry@experian.com

日本国内における問い合わせ先：
エクスペリアンジャパン株式会社
〒 100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-1 
大手町パークビル7 階
Email: prj@experian.com

お問い合わせ優れた不正防止策は、不正行為の排除に勝る

言うまでもなく、不正行為の防止に向けたお客様の取り組みの目的

は、ビジネスの損失を減らすことにあります。しかし、不正防止の取

り組みをより効果的に行えば、優良顧客とのビジネスを促進するこ

とにもつながります。問題は、どうすればこれらを両立できるかで

す。最初にしなければならないのは、何にでも通用する「万能のアプ

ローチ」から脱却し、各々の取引で求められる適切なレベルの保護

対策を実践することです。

エクスペリアンでは、世界の約 300 名の専門家によって構成され

る不正取引対策チームが、お客様と連携しながらその対応にあた

ります。エクスペリアンは過去 1 年間だけでも、150 億件以上の不

正イベントからクライアントを保護しており、これは 1 秒間あたり

3,300 件以上に相当します。消費者の多くは、モバイルデバイスを

使ったオンラインショッピングをはじめ、銀行残高の確認など、日々

の消費活動の裏で行われているセキュリティ対策を意識する必要

がありません。これこそが「ストレスフリー (hassle-free)」であり、

セキュリティ対策のあるべき姿と考えています。エクスペリアンのソ

リューションは、データ、テクノロジー、分析能力を駆使して、正当

なお客様を妨害することなく不正行為を排除するよう設計されてい

ます。不正防止の徹底が、企業の成長と優れた顧客との取引の実現

に大きく貢献するのです。

詳しくは、www.experianplc.com をご覧ください。

関連調査レポート

2018 Global Fraud and Identity Report:Exploring the links 
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