2019 Global Identity & Fraud Report

全国版（EMEA、米国、アジアパシフィック地域対象）
消費者からの信頼：オンライン上で消費者と有意義な信頼関係を構築するために

はじめに
企業がインターネットの世界で消費者との間に確固とした信頼関係

のショッピング行動に基づく関連商品のレコメンド、さらに支払情報

を構築するためには、長期にわたる地道な努力が必要になります。

をセキュアに管理して、より快適な購入を可能にするといった対応

オンライン上で企業と交流する消費者が、自身の存在が正しく認識

が挙げられます。

され、パーソナライズされた高度な体験や取引の提供を期待するの
は、もはや当たり前のことです。そのため、消費者を的確に把握する
ためのツールや関連性の高いデータの活用は、企業にとってますま
す重要な意味を持つようになっています。また、デジタルなインタラ
クションは消費者と直接対面する場合とは異なり、信頼関係のきっ
かけとなる人と人とのふれあいや、表情／ジェスチャーといった感情
表現もありません。
このことは本質的に匿名の世界であるデジタルワールドにおいては、
企業と消費者の相互信頼を確立するための有意義な方法を見いだ
さなければならないことを意味しています。消費者が企業にセキュリ
ティ対策の明示を求めるのはこのためですが、一方の企業側は消費
者にますます多くの個人情報の提供を求めるようになるはずです。
しかし、世界のデジタルコマースにおける複合年間成長率 (CAGR)
は 2022 年までに 20％となり、その価値は約 5 兆 8,000 億ドル 1
にも達することが見込まれています。また、デジタルバンキング（オ
ンラインおよびモバイル）のユーザー数は 2018 年に 20 憶人を超
え、複合年間成長率（2019 年～ 2023 年）は 11% に達するという
試算もあります。特に 2019 年には、世界の銀行利用者の 58% が
モバイルバンキングを利用すると予測されています 2。つまり、これ
らのデータは企業が消費者との相互の信頼関係をもとに、本当の意
味で有意義なデジタルカスタマーリレーションシップを構築しなけ
ればならないことを明確に示しているのです。
では、オンライン上で消費者との信頼関係を築き上げる上では、何
が必要となるのでしょうか？ 結論から言うと、それは「セキュリティ」

これらはすべて、消費者が企業に共有する情報があってこそ実現可
能になるものです。しかし、こうした情報が複数の企業間で共有さ
れるようになると、不正行為の被害にさらされるリスクがますます高
まります。
消費者が作成するデジタルアカウントは増加の一途をたどっており、
1 人あたりのデジタルアカウントは 100 件を超えるという調査結果
さえ現れています。顧客は自身のパスワードや「秘密の質問」を使
い回していることが多いため、利用する特定のサービスや企業のア
カウントのいずれかで情報漏えいが発生した場合、他の企業の情報
セキュリティにも深刻な被害をもたらすことが懸念されます。とはい
え、調査対象となった消費者の 60% がオンライン上で銀行や小売
業者に個人情報を提供するリスクを認識しているにもかかわらず、
70% 以上もの消費者は目に見える形でメリットが得られるなら、よ
り多くの個人情報を共有しても構わないと考えています。また、消費
者の個人情報の保護はもとより、優れたオンライン体験や取引を提
供するためには、企業は消費者の個人情報の用途を開示し、透明性
を高めることが、信頼の構築に極めて重要になります。これは消費
者の約 80% が情報利用に対する企業の透明性が高ければ高いほ
ど、その企業に対する信頼感も高まると考えていることからも明ら
かです。
消費者によるアカウントの開設・設定をはじめ、デジタルなインタラ
クションから収集したデータなど、すでに企業は消費者に関する多
くの情報を保有しており、この中には名前、住所、E メールアドレス、

と「利便性」の両方を最大限に高めることに尽きるでしょう。これに
は、たとえばオートフィルフォームを使った迅速なアクセスや消費者

1 https://www.forbes.com/sites/jordanmckee/2018/09/11/global-digital-commerce-sales-to-near-6-trillion-by-2022/#6889ffef4c5a
2 Juniper Research, “Retail Banking” Q4, 2018 Update
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電話番号といった従来の情報のほか、デバイスの詳細、生体認証情
報、参照チャネルなどの動的なデジタル情報も含まれています。
企業はまた、状況や行動、地理に関するデータなど、顧客が提供し
た情報を補完する多くの追加情報も得ることができます。ではな
ぜ、顧客は不正行為の被害にさらされるリスクを高めてまでも、同じ
情報、あるいは他の個人情報を繰り返し提供して、自分の身元を証
明する必要があるのでしょうか？ その一方で、企業は今ある情報を
十分に活かしきれているのでしょうか？ 顧客が期待するオンライン
上での体験や取引が何かを的確に認識・理解し、それらを提供する
ために、有効活用できているのでしょうか？
今年の「Global Identity & Fraud Report」では、拡大を続ける
デジタルワールドにおいて、顧客の信頼獲得に最も重要な要因と、
これから企業が実践すべき対策について考察します。エクスペリアン
では昨年、21 カ国の 1 万人以上の消費者と、その約 4 万台相当の
デバイス、8 万 5,000 のオンラインアカウント、そして 48 万件のオ
ンライン取引を対象に大規模な調査を実施しました。同時に 1,000
社以上の企業に対しても調査を実施しましたが、それらの企業の年
間の平均売上（31 億ドル）の合計 3 兆 4,000 億ドルのうち、2 兆
3,000 億ドルはデジタルチャネルを経由した売上でした。
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不正行為のリスク～ますます高まる脅威
調査対象となった消費者の 5 人に 2 人以上が、これまでにオンライ
ン上で詐欺行為を経験したことがあると回答し、その発生件数は米

オンラインの不正行為による損失は、この 1 年間で増加傾向にある

国が最大で、欧州、中東、アフリカ地域が最も低いという傾向が明
らかになりました。つまり、オンライン上の不正行為を最も効果的に
抑止しているはずの市場でさえ、デジタルカスタマー全体の 3 分の 1

質問：過去 12 カ月間において、貴社では不正行為による貴社の損失は増
加ないしは減少しましたか？

が依然として脆弱性にさらされたままになっています。
調査の対象となった企業の 55% が、オンラインでの不正行為によ

18%

る損失が過去12 カ月間で増加したと報告し、そのほとんどがブラン
ドの評判に特に悪影響を及ぼすような不正口座開設や、アカウント
の乗っ取りで占められています（図 1）。こうした問題は特に米国で
顕著であり、企業の 80% が 2017 年から 2018 年にかけて、オン
ライン不正による損失が増えたと回答し、その原因は EMV（IC チッ

大幅に増加した /
わずかに増加した

55%

同じ程度 / わからない

27%

大幅に減少した /
わずかに減少した

プ搭載クレジットカードの統一規格）の導入によって不正行為の対
象がカード端末からオンラインやモバイルチャネルに移った結果だ
と考えられます。また実際の損失とは別に、調査対象企業の 3 分の
2 以上が、不正行為は今年も増え続けるだろうという懸念を表明し

72%

ています。これらの懸念は米国の企業で最も高く、最下位はコロン

58%

ビア、次いでアジア太平洋地域となっています。地域による差はある
ものの、不正行為が世界的な懸念事項であることに変わりはありま

76%

50%

80%

53%

せん。
しかし、こうした懸念が消費者のチャネル選定に大きく影響してい

APAC

るわけではないようです。消費者とデジタルチャネルの結びつきは強
く、その 91% が商品やサービスをオンラインで購入したことがある
と回答しています（昨年の 90% からやや上昇）。同様に、10 人中ほ

ブラジル

コロンビア

EMEA

（ヨーロッパ、
中東、アフリカ）

英国

米国

APAC（アジアパシフィック地域）の調査対象国：オーストラリア、香港、インド、日本、
ニュージーランド、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム
EMEA の調査対象国：ドイツ、オーストリア、フランス、スペイン、オランダ、南アフリカ

ぼ 9 人がオンラインで利用するサービスのトップにインターネットバ

図1

ンキングを挙げており、これは昨年から変わっていません。つまり、
消費者や企業は不正行為のリスクがあるにもかかわらず、デジタル
な世界に依存し続けているのです。

“最近、世界的に知られる航空会社が顧客の支払記録から詳細情報が盗まれたという重大な情報漏え
いを公表しました。その際、この航空会社や銀行、その他の企業は連携して対処にあたり、顧客は確
実に保護され、今後もデジタルチャネルを安全に利用できるということを示しました。また、当社では
担当チームを結集し、問題となった航空会社と同様の脆弱性が自社システム内に存在していないかに
ついて、全社規模での確認も実施しました”
- 米国トップ 10 のリテール銀行、デジタルバンキング担当の責任者
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企業は不正対策に向けた投資を増やし、その広範囲にわたる影響について理解を深めようとしている
調査対象となった企業の半数が、直近の 12 カ月間で不正行為管理

通常、優れた顧客体験を追及していくと、煩雑なセキュリティコント

の予算を増やしたと報告しています。特に米国および英国の企業は

ロールをできるだけ減らすことも必要となるため、これが IT、マー

群を抜き、全体の 4 分の 3 が予算を 1 年前よりも増やすとしていま

ケティング、不正チェックの各部門間で利害対立を生むことになり

す。多くの企業がオンラインやモバイルチャネルを採用するのに伴

ます。しかし、わたしたちが複数のビジネスリーダーと話して分かっ

い、消費者に提供する新たなサービス・機能の弱点が不正行為者に

たことは、ブランド価値の維持（つまり風評リスクの抑止）を最優先

悪用されるケースが増えますが、テクノロジーによって顧客のニーズ

課題に据えると、その利害関係者は IT 部門だけにとどまらず、マー

や行動を予測できるようになり、消費者を保護できるメリットがもた

ケティングと不正防止チームにまで拡がるということです。これによ

らされてきたことも事実です。投資の拡大が功を奏して、調査対象

り、顧客体験とデータセキュリティ間の緊張は軽減され、代わりに

の企業の約 75% が昨年に比べてオンラインセキュリティの向上が

部門間での調整やチーム間の連携を通じて、セキュリティと利便性

図れたと回答しています。しかし、同じ期間内で不正行為による企業

の両立を目指すことが可能になります。

の損失や新たな不正攻撃も増えているため、企業が行っている投資
が効果的に機能していないのではないかという見方もあります。
不正行為に対する懸念が高まる中、企業は不正行為が収益に与える
影響を分析するための投資に力を入れてはいるものの、不正行為が
自社のビジネスにどのような影響を及ぼすかという点について、高い
水準で理解している企業は全体の半数程度にとどまります。このこ
とから、ほとんどの企業が問題を包括的に捉えるのではなく、特定
の機能やソリューションに投資を続けている理由が分かります。そ
の代償は、不正により発生する目先の損失だけでなく、継続的な不

不正行為が自社の
ビジネスにどのような
影響を及ぼすかという
点について、高い水準で
理解している企業は全
体の半数程度に
とどまります。

正防止のために常に発生し続ける運用コストの負担も含まれます。
さらに自社の社会的信用といった評価も、不正行為によってリスクに
さらされることを忘れてはなりません。

“オンライン上での顧客体験の向上に向けて、互い
に協力しながら機能できるチームを編成しました。

調査対象企業の 50% が、
不正管理のための予算を
増やすとしています。

このチームは、テクノロジー、セキュリティ、不正
防止、リスク管理、顧客体験の担当者で構成さ
れ、個々に機能するのではなく、1 つのチームとし
て連携して対応できる体制になっています。これに
より、デジタルチャネルに適切なセキュリティを確
保できるようになっただけでなく、顧客体験も大幅
に向上させることができました”
-オ
 ーストラリアのトップ 5 のリテール銀行、
リスク管理担当業上級副社長
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利便性とセキュリティのさらなる両立を求める消費者
消費者は安全かつ利便性に優れた体験を望んでいますが、多くの場

消費者は優れたオンライン体験を支える上位の要素として、より優

合、これら 2 つの両立は困難でした。というのも、これまでは、いず

れた機能（ナビゲーションが簡単であること、セキュリティ対策の明

れか一方を立てればもう片方は犠牲にせざるを得ないと考えられて

示化、アカウントへのシームレスなアクセスなど）と高度なセキュリ

きたためです。顧客体験をよりシームレスで関連性の高いものとする

ティ対策（身体的 / 行動的生体認証など）を明確に挙げている一方

ためには、セキュリティ要件の面で譲歩しなければならず、反対に不

で、複雑なパスワードガイドラインのあるログイン認証情報の設定

正行為を防ぐセキュリティのハードルを高くすればするほど、顧客に

や、一度きりの購入の際にもアカウントの作成が必要となる状況を、

とっての利便性の低下は避けられません。本調査では、このバラン

大きなフラストレーションの要因として挙げています。

スに焦点を当てています。74% の消費者が、オンライン体験で最も
重要なのはセキュリティだとしています（図 2）。一方、72% の消費
者が、いったん開設したアカウントへのその後のアクセスが容易に
なるのであれば、アカウント開設時にもっと厳格な登録手続きが導
入されても構わない、としています（図 3）。こうした目的のために収
集された情報は通常、企業間で共有されることはありません。それ
により、次のような 2 つの問題が生じます。1 つは確認目的で顧客に
個人情報の入力を繰り返し求めなければならないこと、もう 1 つは
データ侵害のリスクにさらされるデータを増やしてしまうことです。

消費者は自分のアカウントにシームレスにアクセスできるの
なら、より多くのデータを共有することに前向きである。
質問：オンラインアカウントを開設する際、その後のアカウントへのア
クセスが容易になり、より利便性の高い体験や取引が提供されるので
あれば、アカウントの開設時の手続きがより厳格であっても良いと思
いますか？

部門間にまたがるチームの連携を企業が強く求めるというこの新し
い傾向は、こうした消費者の 2 つの要望を同時に満たす方法の検討
が、企業の中である程度進んできたことを示しています。

28%

非常にそう思う /
ある程度そう思う
少しそう思う /
全く思わない

72%

消費者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？

APAC

英国

EMEA

ブラジル

コロンビア

米国

非常に /
ある程度

72%

66%

70%

72%

84%

70%

少しだけ /
全く思わない

28%

34%

30%

28%

16%

30%

18%

図3

利便性

8%

パーソナライゼーション
セキュリティ

74%

APAC

英国

EMEA

ブラジル

コロンビア

米国

利便性

21%

18%

17%

10%

5%

18%

パーソナライ
ゼーション

9%

8%

6%

6%

7%

9%

セキュリティ

76%

74%

77%

84%

87%

70%

“顧客データは多くあればあるほど、より優れた
顧客体験の提供につながります”
-英
 国のグローバル小売業者の IT/ リスク管理担当
シニアディレクター

図2
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明示的なセキュリティ手法に対する消費者の信頼は依然として高い
世界の消費者の 66% は、セキュリティを確保するための明示的な
操作（および手間）を伴う従来のセキュリティ手法に、依然として高
い信頼を寄せています（図 4）。さらに 74% の消費者が、身体的生

ユーザー名やパスワードを要求する標準的な認

体認証を使用する企業に対してより高い信頼を感じており、特にコ

証ツールとは異なり、高度な認証ソリューション

ロンビアと米国では、生体認証が企業の信頼に与えるプラスの影響
が最大となっているようです。
明示的な操作を伴うセキュリティ手法については、逆にセキュリティ

はパッシブデバイス情報、行動的生体認証、ネッ
トワーク特性などのデジタルデータを利用しま

認証の明示を行っていない Web サイトでの取引を消費者が中止す

す。こうしたソリューションでは、リスクのレベル

る割合がいかに多いかを見ると、その重要性をよく理解することが

に応じて難易度をインテリジェントに調節するこ

できます。むしろ、高度なセキュリティ基準を設けているサイトのほ
うが、取引の完結に際してセキュリティ上の追加手順を求めること
で、それが煩雑であっても消費者の安心感につながっているようで
す。これには、たとえばスマートフォンに PIN コード入力通知を送
る、アカウントのユーザー名やパスワードを忘れた場合に E メール

とにより、適切な対応を取ることができます。顧
客にはパッシブコントロールが行われていること
が見えていませんが、サービスの提供側は不正

で PIN コードの入力を促し、画像認証を誤って選択した場合に再度

攻撃への防御手段を強化しながらも、正当な顧

選択を促すことなどが挙げられます。

客に提供する体験の向上を図っています。

消費者が容認し得る程度の手間で完結するセキュリティ対策であ
れば、企業は今後も取り組みを続けていくはずです。調査データで
は高度な認証を使用する例も散見されますが、企業はまだこれらの
ツールについて合意済みの包括的な利用には至っていません。企業
が最も広く使用する認証方式は依然として、パスワード、PIN コー
ド、セキュリティに関する質問などで、文書の認証、身体的生体認
証、画像認証がこれに続きます。調査対象となったほぼすべての地
域の企業が使用する認証方式の上位 3 つは共通しており、ラテンア
メリカのみが画像認証、身体的生体認証、本人確認手続きとなって
います。

74% の消費者が、
セキュリティに身体的
生体認証を使用する
企業に対してより大きな
信頼を寄せている。
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明示的なセキュリティ手法に対する消費者の信頼は依然として高い

オンラインバンキングで最も重要な機能

32%

極めて重要

34%

非常に重要

29%
66%

66%

37%

ある程度重要
少し重要
全く重要ではない

23%

図 4 の上記２項目における

25%

7%

7%

4%

2%

セキュリティ対策の明示

各々上位２項目が占める割合

バンキングデジタル
プラットフォームの自身の
アカウントに対する
シームレスなアクセス

APAC

64%

64%

英国

55%

64%

EMEA

66%

64%

ブラジル

85%

75%

コロンビア

84%

87%

米国

65%

66%
図4
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明示的なセキュリティ手法に対する消費者の信頼は依然として高い
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高度なセキュリティ対策が、
消費者の信用と信頼を高める
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高度なセキュリティ対策が、消費者の信用と信頼を高める
仮に高度なセキュリティ方式（身体的生体認証、多要素認証 /2 要

このことは、消費者が高度な認証方式を望む傾向を示唆している

素認証、KYC (Know Your Customer)、内部データ、本人確認手

と言えます。なぜならば、高度な認証方式は消費者側に信頼を醸

続きなど）により優れた効果を見いだしたとしても、企業は短期的に

成し、その信頼こそが消費者とブランドの（デジタル面での）リレー

は従来の認証方式を使い続けることが予想されます。こうした従来

ションシップの基盤だからです。企業は、これらの最新のテクノロ

の認証方式に対する継続的な信頼には繊細なバランス感覚が求め

ジーや認証方式なしに、消費者が求める利便性とセキュリティを両

られます。企業は信頼の醸成を促すオンライン体験とともに、顧客

立させることは困難であることに気付き始めています。

を安心させるセキュリティコントロールを提供する必要があります
が、同時にまた、容易で利便性の高いアクセスを可能にすることも重
要です。とは言え、調査の結果からは、テクノロジーによって可能と
なる変化を企業が受け入れ始めていることが分かっています。3 分の
2 の企業が、すでに「デジタルとモバイルアクセスに対する最新のセ
キュリティ対策」を行っていると主張し、
「高度な認証方式について、
さらに理解を深める」ことに強い関心を示しています。
一方、消費者は相変わらずパスワードやスマートフォンの PIN コード
入力通知、そして秘密の質問に高い信頼を寄せています（図 5）。
しかし、身体的生体認証などの高度な認証方法が提示されたこと
で、セキュリティに対する信頼度は大幅に向上しました（図 6）。さら
に、消費者がこれらの高度な認証方法をひとたび体験すると、金融
機関の個人データを保護する能力に対する彼らの信頼度はより一層
向上するようです。実際のところ、身体的生体認証の使用が消費者
の信頼度に最大の好影響を与える傾向があり、これは特にコロンビ
アと米国で顕著です。

“これまで消費者に自らを証明するための煩雑な手続
きをお願いしてきましたが、これはアジャイルで快適
な顧客体験の時代にそぐわないものでした。現在のわ
たしたちはより顧客中心的であり、カスタマージャー
ニーの隅々にまで目を光らせ、これをより簡単で快適
にすべく努力しています”
-米
 国トップ 5 のリテール銀行、
インフラストラクチャ兼 IT 担当のグローバル責任者
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高度なセキュリティ対策が消費者の信用と信頼を高める

従来の認証方法に対する消費者の信頼
質問：顧客として自らを証明する際に、ID の盗難やオンライン上の不正行為から自身を守るための機能で最も信頼できると思う手法の上位 3 に該当するの
は以下のどれですか？（過去 6 カ月間に利用したものが対象）

43%

パスワード

32%

スマートフォンへの PIN コード入力通知
秘密の質問
アカウントのユーザー名
個人情報

23%
20%
17%

APAC

英国

EMEA

ブラジル

コロンビア

米国

40%

47%

46%

44%

53%

44%

34%

23%

29%

20%

49%

25%

22%

37%

20%

18%

31%

38%

19%

22%

18%

27%

23%

26%

18%

18%

14%

26%

17%

17%
図5
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高度なセキュリティ対策が消費者の信用と信頼を高める

代替のセキュリティ対策に対する消費者の信頼
質問：過去 6 カ月間に行ったオンラインバンキング取引で以下のような事象に遭遇したとのことですが、それらの経験により、銀行に対してどのような印象
を持つようになりましたか？そのセキュリティ対策の信頼度を教えてください。

「ある程度」/「かなり」
信頼が高まったという
回答の合計

身体的生体認証を使用する必要があった

2
% 4%

行動的生体認証を使用する必要があった

3
%

金融機関からパスワードを再設定するよ
う指示を受けた

2
%

6%

21%

38%

アクセス許可を受ける前に、セキュリティ
管理用の質問または個人的質問に答える
必要があった

2
%

5%

21%

39%

パスワードの入力を何度も誤ったため、
ロックがかかってしまった

2
%

6%

個人情報を入力する必要があった

2
%

パスワードを再設定する際、以前のパス
ワードを再利用することができなかった

3
%

PIN 番号を忘れた

2
% 4%

画像認証の質問に答える必要があった

2
%

アカウントへのアクセスが拒否されたた
め、カスタマーサービスに電話する必要
があった
かなり信頼度が下がった

16%
8%

32%
18%

22%

10%

35%

19%

10%

7%

36%

24%

34%

32%

33%

28%

6% 10%

やや信頼度が下がった

34%

どちらとも言えない

35%

26%
やや信頼度が上がった

31%

46%

77%

37%

71%

33%

71%

31%

70%

34%

69%

32%

67%

27%
28%
26%
28%

62%
62%
61%
59%

かなり信頼度が上がった

※回答合計列の数値は、ブルー（やや信頼度が上がった）と紺（かなり信頼度が上がった）の割合の合計になりますが、各項目の数値を四捨五入しているため、

図6

合計値とパーセンテージには１パーセントほどの誤差が生じているものがあります。
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消費者の信頼を勝ち取る
業界のリーダー企業は、
さらに高度なツールを生み出す
ための最適な土壌となり得る
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消費者の信頼を勝ち取る業界のリーダー企業は、さらに高度なツールを生み出すための最適な土壌となり得る

信頼は、国や企業のタイプによって大きく異なります。ほとんどの地
域において、消費者の 61% が銀行と保険会社に信頼を寄せており、

“お客様の観点を踏まえて、高い信頼を獲得する上で

次いで決済サービスプロバイダーが 55%、政府機関が 53% となっ
ています（図 7）。しかし、この図からも分かるように、この順番はブ

非常に重要な要素は 2 つあります。それはセキュリ

ラジル、コロンビア、米国では異なります。

ティと安定性です。安定したオンラインシステムがな

オンラインの小売やソーシャルメディアサイトに対する信頼度は、他

ければ、お客様からの信用や信頼を築き上げること

の業界に比べてかなり低くなっています。実際、ソーシャルメディア

は不可能です。システムが頻繁にクラッシュしたり、

サイトの信頼度は過去 12 カ月間にわたって悪化し続けており、これ

ハッキングされようものなら、信用は即座に失墜す

はおそらくデータの誤用、消費者データの収集・使用方法における

ることになるでしょう”

透明性の欠如によるものと考えられます。

-オ
 ーストリアのトップ 5 のリテール銀行、
戦略的リスク管理担当責任者

業界別の顧客信頼度
質問：以下は、個人情報の収集、使用、保存を行う可能性がある業界です。それぞれの業界に対する、個人情報の収集、使用、保存についての信頼度をお
答えください。

24%
37%

21%

21%

61%

55%

34%

13%
53%

28%

11%
41%

完全に信頼 (%)

28%

39%

27%

38%

7%
30%

34%

36%

34%

17%

24%

28%

26%

9%

11%

11%

5%

6%

10%

銀行、
保険会社

28%

8%
22%

32%
32%

25%

11%

決済システム
プロバイダー

政府機関

24%
18%

18%

9%

9%

テクニカル
プロバイダー

22%

19%

12%

9%

テレコム企業

24%

電子 / モバイル
コマース市場

オンライン小売
サイト / アプリ

ソーシャルメディア
サイト / アプリ

APAC

24%

21%

23%

14%

12%

11%

9%

9%

英国

23%

18%

24%

11%

11%

12%

9%

6%

EMEA

22%

20%

19%

7%

7%

7%

5%

4%

ブラジル

32%

32%

20%

22%

13%

16%

13%

13%

コロンビア

29%

21%

11%

14%

9%

10%

6%

5%

米国

32%

28%

22%

19%

16%

21%

13%

11%

完全に信頼

大いに信頼

ある程度信頼

少し信頼

図7

全く信頼できない
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透明性の確保が信頼性の
向上につながる
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透明性の確保が信頼性の向上につながる
企業は顧客に関する多くの情報をカスタマージャーニーのさまざま

企業が透明性の強化に取り組む中、世界の消費者の 80% 近くは

な段階で収集しており、調査対象の企業の 75% 以上が GDPR や

自身の情報の使用方法ついて、企業は完全な透明性を提供してく

各地域における類似の規制に従うことに前向きな姿勢を示していま

れていると信じています。そして企業側の姿勢も同様で、すでにそ

す。しかし、こうした企業の姿勢のあり方は、ただ規制要件に従うだ

の 51% が消費者に対する透明性の向上のために多大な投資を行っ

けの受け身のものから、積極的にそれ以上の対応を目指すものまで

ています。過去 6 カ月間で最も投資が大きかったのは米国で、企業

大きな幅があります。幅がある理由はさまざまでしょう。顧客体験に

の 56% が今後 6 カ月間でさらに投資を増やすとしています（最も

対するアプローチを見直す良い機会と捉える企業もあれば、単に厄

高いのがコロンビアで、欧州や中東、アフリカ地域では低い割合と

介な規制対応と考えている企業もあります。しかし、コンプライアン

なっています）。企業は、透明性確保のためのさまざまな取り組みを

スの徹底まで 2 年間の猶予がある現状では、あれこれと推測するの

通して、具体的な活動を始めています。これらの取組みには、消費者

は時期尚早かもしれません。

向け教育を実施したり、簡易な言葉でサービス規約内容を説明した

わたしたちの目に徐々に明らかになってきたことは、顧客情報の取り
扱いについて、当の顧客に対してより透明でオープンな姿勢をとるこ
とで、新たな価値が生み出される可能性があるということ、そしてそ

り、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
活動が含まれます。消費者の 5 分の 4 が企業のこうした取り組みに
対し好意的な印象を持っています。

のバリューチェーンに参加する意欲を顧客が持っているということで
す。消費者の 90% は企業が多くの個人情報を収集、保存、使用し
ていることを知っており、ほとんどの消費者は、個人情報を提供する
ことで不正行為に遭遇するリスクが高まるという事実を、利便性の
代償として受け入れています。

消費者の 10 人に 8 人が、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

実際、60% が優れたセキュリティや利便性のためにより多くの個人
情報を共有することに前向きで、遭遇するリスク以上に多くのメリッ

重要であると考えています

トが得られるだろうと考えています。また、67% がさらにパーソナラ
イズされた商品やサービスのために、自身の情報の共有を望んでい
ます。

51% の企業が、
過去 12 カ月間に
大幅な投資を
行っています。

56% の企業が、
今後 6 カ月間で
投資を拡大すると
しています。

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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結論：
オンライン上で信頼に基づく関係を構築できるかどうかは、銀行取

世界中の企業や消費者は、不正行為のリスクがますます拡大してい

引や商品・サービスの購入を安心して行える環境を提供できるかど

ることを認識しています。企業はより多くの時間とリソースを不正行

うかに尽きます。セキュリティと利便性は互いに相反するためバラン

為の管理に割り当て、部門間の垣根を越えてチームを連携させるこ

スを取らなければならないというのが従来の認識でしたが、消費者

とにより、安全かつ利便性の高いオンライン体験の提供がもたらし

と企業はその両方をトレードオフなしで享受し得るということを、わ

得る影響を把握しようとしています。そして驚くべきことは、実は消

たしたちの調査の結果は示しています。より優れたオンライン体験

費者自身が企業のセキュリティ対策の強化を後押しする最大の支持

のために、より多くの個人情報を提供するという「価値の交換」に

者となる可能性もあるということです。とはいえ、銀行や保険会社の

は、企業側のより一層の努力が求められます。

責任が軽減されるわけではありません。今日のデジタル時代におい

そのためには、まず企業は自社の顧客を特定し、現在利用できる情
報から最大限の価値を引き出して、リスクを抑制しながらも関連性
と利便性に優れた体験を提供することからスタートすることが賢明
です。高度な認証戦略やツール、テクノロジーは、消費者が求めるオ
ンライン体験の確認と提供に役立ちます。
また、顧客情報の使用法についての透明性を確保することは、企業

て消費者からの信頼を重視するグローバルリーダーは、今後非常に
重要な役割を果たすことになるかもしれません。すなわち、明示的
なセキュリティ手法－強固なセキュリティを提供できると信じられて
いるが、最終的には優れた顧客体験を妨げる手法ーから消費者を解
放する役割です。つまり、消費者に対して強固なセキュリティ保護の
証を明示することが、優れた顧客体験の提供に不可欠な要素となる
はずです。

の信頼性を大きく改善することになります。

調査方法

エクスペリアンでは、2018 年 7 月から 11 月にかけ、18 ～ 69 才の
10,892 人の消費者と、1,097 の銀行、金融機関、カードおよび決
済機関、オンライン / モバイル小売業者を対象に調査を実施しまし
た。調査対象国は、米国、英国、ドイツ、オーストリア、フランス、ス
ペイン、オランダ、南アフリカ、ブラジル、コロンビア、オーストラリ
ア、中国、香港、インド、日本、ニュージーランド、シンガポール、イ
ンドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムの 21 カ国に及びます。調査
はさまざまな部署（製品、マーケティング、運営、IT、総務、財務部
門など）でデジタルなカスタマー体験や不正行為のリスク管理に対
する意思決定責任を持つ 40 名以上のシニアエグゼクティブクラス
にインタービューを実施し、検証を重ねる形で行われました。

優れた不正防止策の効果は、
不正行為の排除だけにとどまらない
言うまでもなく、お客様の不正行為防止の取り組みの目的は、
不正行為を排除して損失を減らすことです。しかし効果的なプ
ログラムは、同時にお客様の顧客とのビジネスをより円滑化す
るものでもあります。問題はどうすればこれらを両立できるか
です。そこで最初にしなければならないのは、何にでも通用する
「万能アプローチ」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が重要となります。
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。エクスペリアンのサービスにより、過去 1 年
間に 150 億件以上の不正イベントを当社のクライアントが事
前に検知・防止しましたが、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、モバイルデバイスでのオン
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ことは
なく、わたしたちはそれをストレスフリーと呼び、またそうであ
るべきだと考えています。エクスペリアンのソリューションは、
データやテクノロジー、分析機能を使い、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
行為の防止を徹底することが、企業の成長と優れたカスタマー
体験の実現に大きく貢献する時代となっています。

Page 22 |

お問い合わせ
日本国内におけるお問い合わせ先：
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

貴社の顧客により効果的にアプローチするために、
エクスペリアンのサービスがどのように役立つかに
ついて、お気軽にお問い合わせください。

関連調査レポート
2018 Global Fraud and Identity Report: Exploring the
links between customer recognition, convenience,
trust and fraud risk（顧客識別、利便性、信頼性、および
不正リスクとの間におけるの接点の探求）
Drivers of identity risk fraud: The trends impacting
account takeover fraud. Experian US（アカウント乗っ
取り詐欺の傾向）
UK&I Fraud Report: Covering banks and insurance
companies, Experian UK（金融・保険サービス業界の不
正対策防止に関する市場調査）
Digital consumer insights: Convenience, privacy and
consumer fraud response cycle, Experian APAC（利
便性、プライバシー、不正取引への消費者反応サイクル）
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