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通常は数年かかるデジタル変革をわずか数か月で 
完了したセクターもあります。
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すぐに乗る必要がある大きな潮流はなんでしょう？�  
未来はもうすぐそこに来ています。均等にやってきていな
いだけです。すでに目にしている連続性が、最近の働き方
を破壊し始めることになるでしょう。自動化、機械学習、
人工知能があらゆる業種を支配するようになるのは明らか
です量子計算、さらにリアルタイムでの大量データ処理の
新しい形態が大きな影響力を持つようになるでしょう。私
たちは、現実世界の高速かつ安価なバージョンをシミュ
レーションできるようになるでしょう。また、センサーや
コネクトされたネットワークをあらゆる手段を通じて、サ
プライチェーンの全側面を追跡できるようになるでしょ
う。カーボンアカウンティング（炭素会計）を始めなけれ
ばならないでしょう。
David Rowan

オーディエンスからのQ&A



3

デジタル化が貿易に与える影響

ウェビナーシリーズ、From crisis to opportunity（危機から
チャンスへ）: what’s the future of trade?（貿易の将来とは）
で、2021年に貿易に影響を与える複数の主要課題を検討しま
した。第四次産業革命が勢いを増し、さらに新型コロナウイ
ルスの影響で、デジタルツールを採用する企業、組織、個人
の数が増加しているのを受け、デジタル化が貿易に与える影
響についてより詳細に検討したくなりました。

テーマにふさわしく、当社はデジタルツールを使用してウェ
ビナーを開催し世界中に配信しました。またパネリストをお
招きし、洞察や意見を伺い、さらに討議しました。パネリス
トは、WIRED UK版の創刊者兼編集者であり、テクノロジー
分野のスタートアップ企業の投資家でもあるDavid Rowan

氏、Trusted Shopsの創業者兼社長のJean-Marc Noël氏、
Ingram Microのエグゼクティブディレクター、国際信用担当
Frédéric Wittemans氏、さらにアトラディウスの戦略および
コーポレート開発ディレクターであるDirk Hagenerでした。

パネリストの見解は必ずしもアトラディウスの見解を反映す
るものではありません。ウェビナーで発信され、本ホワイト
ペーパーにまとめた見解や考察については、アトラディウス
の洞察や助言と見なさぬようよろしくお願いいたします。ア
トラディウスの最高マーケティング責任者Andreas Teschがこ
のウェビナーを紹介しました。またジャーナリストのDaisy 

McAndrew氏がモデレーターを務めました。

デジタル化が貿易に与える影響

デジタル化と貿易の傾向
デジタル化はパンデミック中に加速し、ビジネスの多くの
領域に影響しています。主な傾向はなんでしょう？

デジタル化とeコマース
ロックダウン中にオンラインショッピングは急激に増加し
ました。小売業者に対する主な影響はなんでしょう？

顧客満足度と信頼
デジタル取引において信頼はどのような役割を果たすので
しょうか？ブランド評価にはどのように影響するのでしょ
うか？企業が安全に切り抜ける方法は何でしょうか？

最新モデルをレンタルできるのになぜ購入するのでしょう？
ディストリビューションやサプライチェーンにテクノロ
ジーの進化はどのように影響しているのでしょうか？
Everything as a Serviceなどの進展が果たす役割はなんで
しょう？

人的交流はもう終わりでしょうか？
企業はどのように新しい人材を見つけ、採用し、同僚や
顧客と交流できるのでしょうか？ハイブリッドモデルが
ニューノーマルなのでしょうか？

テクノロジーとデータ
企業は信用格付けにAIなどのテクノロジーをどのように
利用できるのでしょうか？アトラディウスはデジタル化の
傾向に対応するため、価値の提案をどう調整しているので
しょうか？

キーテーマ
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デジタルアダプションの加速
「避けられない事象が突然やってくる。これが新型コロナウイ

ルスが意味することです。」デジタルコメンテーターであり
テクノロジー分野のスタートアップ企業の投資家であるDavid 
Rowan氏は、はっきりとこのように主張しています。現在の
デジタルマーケットで最も著しい傾向は最新の発明でも、注
目を集めるIPOでもありません。それはデジタル変革です。
数年かかるはずの変革が、突如として数か月間で済んだの 
です。

この現象を確認しているのは彼だけではありません。ウェビ
ナーの他のパネリストも、自身の経験による視座から彼の考
えに同調しました。Trusted ShopsのCEO、Jean-Marc Noël氏
は、「貿易とeコマースに関する限り、2020年には、5年分躍
進したことがわかる」と語っています。Ingram Microのエグ
ゼクティブディレクター、国際信用担当Frédéric Wittemans
氏は次のように述べました。「パンデミックは実際に多くのこと
を加速させました。例えば、私たちはクラウドソリューション
の大規模な成長を実際に目の当たりにしています。クラウドプ
ラットフォームには非常に大きな需要があります」。

トレンドウォッチャーもパンデミックによってデジタル化が
加速したことに気づきました。インターネットおよび新規テ
クノロジーのアナリストであるMary Meeker氏は、1995年以来
Internet Trends Report を毎年発行しています。昨年、彼女は
目の当たりにしていることの重大さに気づいたのかもしれま
せん。従来の方針を打ち破り、テクノロジー投資企業Bondの
仲間と共に新しく Our New Worldというレポートを発行しまし
た。デジタル変革でみると、Bondは当社パネルと同意見であ
り、次のように述べています。「オフラインからオンラインへ
という傾向の多くはここ数年に見られていたが、新型コロナ
ウイルスによってこの傾向は加速した」。¹ 世界経済フォーラ

デジタル化の主な傾向

ムのChief Economists Outlook 2021 では次のように記述されて
います。「パンデミックによって、さらに多くのタスクの自動
化が加速した」² OECDの Digital Economic Outlook では、各国
政府がデジタル課題に与えた重要性について記録されていま
す。「2020年の中ごろまでに、34のOECD加盟国が政府内の高
いレベルで取りまとめた国家デジタル戦略を施行した。さら
に、こうした国々はAI、ブロックチェーン、5Gインフラなど
の新しいデジタルテクノロジーに注目しています。³

IoT、ロボティック・プロセス・オートメーションおよび機械
学習
特にデータ分析分野など、以前は人的作業だったタスクの自
動化が増加していることも、デジタル化のさらなる傾向とし
て含まれています。これには機械学習と人工知能が含まれ
ます。貿易の分野では、モノのインターネット、つまりIoT
がセンサーおよび網羅するネットワークにより大きな影響を
与え、サプライチェーンのあらゆる側面の追跡が可能になる
だろうと予測されています。David氏が指摘するように「昨
年からの推進力が確実に機能するようにしました。中国から
欧州までの保護用医療機器の配送を追跡しようとする場合。 

1 Bond: Our New World 2020.2 世界経済フォーラムChief Economists Outlook 2021.3 OECD: Digital Economic Outlook November 2020.

オーディエンスアンケート #1

御社はどの程度このような傾向に対応する準備ができて
いると思いますか？
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デジタルの課題に対して、自社で基準を設定するのではな
く、政府に準じている国際的な企業はありますか？
規制当局は対応が遅い上に厳しすぎる傾向があります。何
が起こっているか監視するのが遅すぎることがよくありま
す。では、私たちは、オンラインで勝ち得た個人または企
業ブランドの信頼を悪用する腐敗した企業から、どのよう
にして人々が騙されないように保護すればいいのでしょ
うか？規制当局に加えて、Trustpilotタイプの企業や、
GoogleおよびFacebookタイプの企業など、否定的な論評
を掲載している企業についても、確実に素早く対応しても
らうためにはどうすれば良いのでしょう？大規模な独占企
業は、説明責任を負いたくありません。これこそが民主主
義の問題なのです。
David Rowan

オーディエンスからのQ&A

「コダック」のようになるリスクがあります。
つまり、デジタルは現実的に急激に変化してい
るのにも関わらず、過去に収益を上げた方法に
とらわれる企業になってしまうリスクです。

David Rowan

サプライチェーンにコンピューターチップを納入するのに問
題が発生した際に、工場に納入する方法を理解しようとする
場合。当然、パーツがどこにあるのか、到着まで何日かかる
のかについて、リアルタイムでの明確さが必要です」。

このような傾向は、船荷証券などの自動化プロセスや、ロボ
ティック・プロセス・オートメーションなどのテクノロジー
を自動化するソフトウェアシステムを構築している新興の貨
物輸送会社では、すでに明らかとなっています。そのような
ソフトウェアは、一般的に人的処理される反復的なバックオ
フィスデジタルタスクを自動化できるように設計されている
ソフトウェアです。David氏はまた、機械学習およびデータ分
析は、将来の二酸化炭素の排出量の監視にとって重要になっ
てくるとも予測しています。同氏は次のように語っていま
す。「現代の企業は、カーボンニュートラルであること、さ
らに説明責任を果たすことを求める規制当局、株主および顧
客からのプレッシャーにさらされています。そこに突然、あ
らゆるところからデジタル化プラットフォームが現れたので
す。ベルリンなどでは多くの場所で活用されており、企業が
二酸化炭素を排出している場所で測定し、説明責任を果たせ
るように支援しています」。
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デジタル化とeコマース？

す。「Trusted Shopsを2000年に創業した当時の当社のビジョ
ンは、信頼できるデジタルワールドでした。当社では、消費
者向けの認証であるトラストマークと、ソーシャルプルーフ
と呼んでいる、企業が改善するための優れた情報でもある顧
客レビューを組み合わせて行っています」。

Jean-Marc氏は、デジタルトラストの重要性に加えて、ソフ
トウェアと、人々の働き方をeコマースに影響する2つの主
要な傾向として認識しました。同氏は次のように語っていま
す。「ソフトウェアは世界に打撃を与え、バリューチェーン
を破壊し、実際に小売取引を破壊しています。誰もが直接取
引したがり、誰もがデータを欲しがっています」。こうした
ことは、かつては自社の製品を店舗で販売していたが、今で
は自社のウェブサイトを通じて直接消費者に販売し、自社の
再販業者との競争でうまく作用しているブランドに見られま
す。また、Instagram、Facebook、TikTokおよびYouTubeな
ど、広告やダイレクトセールスなどにより消費者に直接働き
かけるチャンスをブランドに提供するプラットフォームを持
つソーシャルメディアの急増にも見られます。

eコマースは新しくはありません。最初のオンラインセール
スは1990年代にありました。新しいのは、eコマースが消費
者に受け入れられていく速度です。新型コロナウイルスの危
機に際して、多くの政府はロックダウンやステイホーム政策
を実施し、必要不可欠ではない店舗の一時的な閉鎖を求めま
した。大勢の人々がオンラインショッピングに向かったた
め、オンラインでの存在を確立し、配送ネットワークを持つ
小売業者は売り上げが急増しました。小売大手のAmazonお
よびAlibabaは、驚くべき成長を報告しています。Amazonは
2020年の第2四半期にeコマースの収益が前年比47%増だった
と報告しました。⁴ Alibabaは2020年の第4四半期に、収益が
前年同期比で37%急増したと報告しました。⁵ また、小規模な
小売業や独立系業者もオンラインでの売上が急増したことが
わかっています。2020年9月にShopifyが11か国の10,000人の
消費者に対して行った調査によると、そのうちの84%がパン
デミック後にオンラインで買い物をした経験がありました。⁶ 

Jean-Marc Noël氏はTrusted Shopsで次のことに気づいたとい
います。「大規模な増加が見られました。毎日当社のシステ
ムでは100万件以上の購入取引が見られました」。

確認可能な小売売上高に着目すると、eコマースの割
合は7%程度でした。2020年現在では、16%です。英
国では、26%になります。
Jean-Marc Noël

4 http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/amazon-ecommerce-sales-soar-amid-covid19 
5 http://www.retail-week.com/tech/alibaba-sales-surge-amid-chinas-rapid-covid-19-recovery/7036717.article?authent=1 
6 http://cdn.shopify.com/static/future-of-commerce/Shopify%20Future%20of%20Commerce%202021.pdf 
7 http://brc.org.uk/news/corporate-affairs/empty-shop-fronts-continue-to-soar

一方で、厳しさに直面している事業もあります。イギリスの
状況について、British Retail Consortiumの最高経営責任者は
こう語っています。「2021年第1四半期に数千の店舗が強制的
に閉鎖されたことで、すでに苦境に立たされていた小売業界
はさらに悪化しています。パンデミック以降、店舗数は5,000

店ほど減ったのではないかと推定しています。つまり7店舗の
うち1店舗はつぶれたということになります」⁷

デジタル対応で遅れをとった小売業者が苦労していることは疑
いありません。しかし、パンデミックは小売業者の健全性に影
響している幅広い構造的な問題を悪化させただけです。多くの
小売業者向けの答えはオンラインにあるのですが、解決策は
ウェブサイトの作成よりもはるかに複雑です。Jean-Marc Noël

氏がウェビナーで指摘したように、対面でのやりとりを、デ
ジタルインターフェースに置き換えることは、信頼の必要性
を高めることにつながります。同氏は次のように語っていま
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デジタルプラットフォーム経由での売買に関与する際に事業が
直面する最大の課題の一つは信頼の問題です。Jean-Marc Noël

氏の場合、信頼とは何か、そしてなぜそれが重要なのかを理解
することから始めました。同氏は、信頼のことを社会的および
経済的な意味でのやり取りをスムーズにするための「潤滑剤」
と呼んでいます。同氏は次のように語っています。「信頼が存
在しない世界を想像してみてください。おそらくそれは不可能
です。おそらくイノベーションも阻むでしょう」。同氏は、
オーディエンスにオンラインでの信頼に対する各自アプローチ
を考えるように求めたうえで、多くの人々が購入決定やビジネ
ス上の意思決定をする前にオンラインレビューを読んでいるこ
とを指摘しました。同氏は次のように語っています。「インター
ネット上では、広告費に数百万を費やすブランドよりも、見知
らぬ企業を信用する準備ができるのです。同氏はこの、ブラン
ドが制御するコミュニケーションからユーザーレビューまでの
ステップを、集中型の信頼から分散型の信頼と呼んでいます。

制度的な信頼は衰えています
Jean-Marc氏はさらにこう述べています：「現在では90%

の人々がレビューを検索して意思決定しています。転職を
考えているとしましょう。その企業をチェックして、従業
員が何と言っているかを確認するでしょう」。同氏はこれ
を、制度的な信頼が失墜するある種の最悪の事態だと説明
し、オーディエンスに対して、ブランドの評価を傷つける
力を持つデジタルの発展を常に注視するように警告しまし
た。現在可能なことの例として、同氏はオーディエンスに 

thispersondoesnotexist.comというウェブサイトを見るよう
に促しました。これは、敵対的生成ネットワーク(GAN)と呼ば

顧客満足と信頼
データの収集、保存、使用方法がクリアな
透明のシステムがあれば、データを勝手に
変更しているように見える正体不明の組織
が存在した旧世界よりも、多くの信頼が得
られるでしょう。

David Rowan
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れる人口知能アルゴリズムを使用して存在しない人間の超現
実画像を作成します。本当の写真のように見えますが、実際
にはAIが作成した写真です。Philip Wangは「AIとその潜在能
力を知らない人がどの程度いるのか」を示すサイトを開発し
たと語りました。⁸

ブランドから消費者へのパワーシフトが起こっている
警告に加えて、Jean-Marc氏は信頼とは双方向の関係であり、
ブランドから消費者へのパワーシフトが起こっているが、カ
スタマーロイヤリティを構築するうえで、企業ができること
はたくさんあると述べています。同氏は、企業がリアルタイ
ムで「顧客は自分たちの会社について何を考えているか、有
意義なものにするため、経験データと業務データをどのよう
に結びつけるのか」を理解する必要があると述べています。
彼が「否定的なプロファイル」と呼ぶ分析結果を体現する顧
客のオンラインリスクに積極的に関与しない企業は、ほとん
どの場合否定的であることに同氏は気づきました。というの
も、消費者は基準を満たしている場合に賞賛するよりも、基
準を満たしていない場合に苦情を言う傾向があるからです。

8 http://www.inverse.com/article/53414-this-person-does-not-exist-creator-interview



8

デジタル化が貿易に与える影響

Everything as a Service

世界中の企業や消費者に現在影響を与えている著しいテクノ
ロジーの発展とは、クラウドの成長と、クラウドベースの 

「as a Service」市場の発展です。Frédéric Wittemans氏は
ウェビナーでこう言っています。「クラウドソリューション
の大規模な成長を実際に目の当たりにしています。クラウド
プラットフォームには非常に大きな需要があります。ビジネ
スが発生する道のりの脱物質化とでも呼べる現象を目にして
います。あるいはEverything as a Serviceと呼ぶことが可能
です。Hardware as a Serviceから始まり、次はSoftware as 

a Service、さらにこのEverything as a Serviceは、サプライ
チェーンの組織手法に明らかに大きく影響します」。

Anything-as-a-Service (XaaS)とも呼ばれる、グローバルな
Everything as a Service市場は勢いに乗り、2020年の成長は
約38.22%と予測されています。⁹ XaaS と関連サービスである
Infrastructure as a Service (IaaS)、Software as a Service (SaaS)

およびプラットフォームは基本的にはクラウドベースのレン
タルモデルです。すでに私たちの多くはNetflixやSpotifyなど
のエンターテインメントストリーミングサービスの形態で毎
日利用しています。計算能力を巨大なデータセンターから借
りることで、SaaSモデルを採用している企業はサーバーを社
内に所有する必要がなくなりました。さらに、クラウドへの

最新モデルをレンタルできるのになぜ購入するのでしょう？

データ保管に加えて、ライセンス契約の購入の代わりに、最
新バージョンのソフトウェアをリースすることが可能です。
IoTの監視性能を活用している多くの製造業も、XaaSモデル
を活用できるようになりました。例えば、「ロールスロイス」
はジェットエンジンを航空会社に賃貸し、IoTセンサーネット
ワークからのデータを活用して、先行保全を提供し、顧客が
費用を削減し業務効率を改善することを支援しました。10

XaaSおよびIoTを取り巻く課題
多くの企業にとって、XaaSモデルは、パンデミックの発生
以降目にしてきた在宅ワークのニーズの高まりに対応するう
えで有益です。しかしながら、このニーズの高まりには強力
なコンピューターが必要であるという否定的な側面もありま
す。Frédéric氏が言及したように、このテクノロジーの多く
が必要とする半導体は現在、世界的に不足しています。同氏
はこう付け加えました。「IoTの大きな課題の一つは、その
背後にあるデータセンターです。適切な容量でデータにアク
セスするには、適切なパートナー、適切なセキュリティを同
時に見つける必要があるのです。さらに、これは権利の観点か
ら、つまりあらゆる種類の電子機器を取り巻くセキュリティソ 
リューションの権利の観点から答えを得る必要があるので
す」。同氏は、市場は迅速に変化しているものの、「誇大広告
も多い」と警告しました。

9  http://www.ingrammicrocloud.com/se/en/solutions-i-need-xaas 
10 http://forbes.com/sites/insights-intelai/2018/09/21/the-big-promise-of-everything-as-a-service-ongoing-revenue-smarter-services/?sh=80e3b337d7d0
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テクノロジーへの投資過多や、誤った
種類の投資を避ける方法は？
世界にはこの件で頼りになる専門企
業があります。Ingram Microはその
ような企業のひとつで、実際にIoTソ
リューションに導いています。専門家
が社内におり、さらに開発ラボがカリ
フォルニアにあって、適切な傾向はど
れで、どうあるべきかを理解するのに
役立っています。当社は、顧客や業界
にとって何が適切なソリューションな
のか、どのようにお役に立てるのかを
模索しています。
Frédéric Wittemans

オーディエンスからのQ&A

御社では現在以下のイノベーションを使用していますか？

パンデミックの発生以降、御社の売り上げや流通モデルを変
革するために、デジタル化をどの程度取り入れましたか？

多く取り入れた まった
くない

2%

多くは
ない

イベント前の事前調査
事前に3つの質問をしました。

当社は、世界中の企業がどのように新しいテクノロジーを取り
入れているのか、またデジタル変革についてどう感じているの
か概要を把握したいと考えました。そのため、ウェビナーの参
加企業に以下の3つの質問をしました。

9%

ロボット工学 / 自動化 / 労働力の機械化

ブロックチェーン

暗号通貨

0%

モノのインターネット

クラウドコンピューティング / SAAS

3D プリンティング

4%

その他、挿入してください： ビッグデータ / ビデオ会議 / API’S

少し取り入れた

チャンス

82%

脅威

7%

わからない

11%

御社はデジタル変革をチャンスととらえていますか、それと
も脅威ととらえていますか？

機械学習 / 人工知能

50%

50%

38%

27%

41% 48%

23%

12%

ビジネスが発生する道のりの
脱物質化とでも呼べる現象を
目にしています。最近ではす
べてがサービスと呼ばれてい
ます。Hardware as a Serviceか
ら始まり、次は Software as a 
Service、さらにこのEverything 
a s  a  S e r v i c eは 、 サ プ ラ イ
チェーンの組織手法に大きく影
響します。

Frédéric Wittemans

9
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ここ一年起こったことの一つとして、デジタル的にはつなが
りが深くなったかもしれませんが、実社会での他者とのつな
がりは今までになく弱まりました。多くの人々が在宅での仕
事を余儀なくされました。企業はパンデミック後にオフィス
での勤務と在宅勤務の混合モデルを取り入れるかどうか、検
討を始めたところです。パネリストの皆様に、企業は人的交
流の欠如にどのように対応したか、また人的交流の欠如が今
後のトレーニングや採用活動などにどのように影響を与える
かについて尋ねました。

顧客との接触は重要です
Frédéric Wittemans氏は、人的交流の制限は、同僚間の関係
に影響を及ぼしただけではなく、顧客との一般的な接触のあ
り方も破壊したと指摘しました。同氏は次のように語ってい
ます。「企業として、誰と一緒に仕事しているのかを理解する
ことが重要です。顧客を訪問できないのであれば、別の方法
を探さなければなりません。 

人的交流はもう終わりでしょうか？

オーディエンスアンケート #2

デジタル化は顧客との信頼構築やロイヤリティの構築方
法を変えましたか？

当社の価値提案を
変えるであろう。

当社が商品となり、
当社のサービスが

差別化要因
ではなくなる

リスクがある。

お客様との関わり
方は変わると思わ
れ る 。 ロ イ ヤ リ
ティや信頼に影響
を与えるかどうか
は不明。

57% 21%
カスタマーサービ
スにとっての強力
な 成 功 要 因 な の
で、信頼およびロ
イヤリティは当社
にとって問題では
ない

22%

デジタルをよそに、忘れてはならないビ
ジネスの側面は、 Teamsや Zoomなどを通
じた人と人とのディスカッションがますま
す重要になってきているということです。

Frédéric Wittemans
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当社のクレジットチームの場合、今までにこれほど顧客
に接触したことはなかったと断言できます。もちろん、
デジタルではあるかもしれませんが、TeamsやZoomな
どを通じた人と人とのディスカッションがますます重要
になってきています」。

Frédéric氏はさらに、売り上げが低かったとしても、関
係を保ち、困難な状況下で顧客を支えるためベストを尽
くすにはどうすればよいのかを考えることが重要だっ
た、とも述べています。同氏は次のように語っていま
す。「当社にとっては、顧客のeコマースソリューション
の開発をどのように支援できるか、また製品を提供する
うえでどのように支援できるかを理解するために、顧客
と連絡を取り合うことが非常に重要な時期でした」。

Frédéric氏は、コミュニケーションやデータが重要である
と付け加えています。「顧客の顧客は問題を抱えているか
もしれません。ですから、当社は理解する必要があるので
す。こうして、現在我々が直面している変化を通じて、社
内だけでなく社外で一緒に働く人々を導くために、ビッグ
データの利用が突然非常に重要になりました」。

アトラディウスはまもなく100周年を迎えます。しかしなが
ら、テクノロジーへの対応が遅い90歳代の高齢者とは異な
り、当社のテクノロジーへのアプローチについては、テクノ
ロジーの進歩と歩調を合わせたものです。Dirk Hagenerはこ
のように説明しました。「当社はこのテクノロジーに投資し、
ウェブクローリングやテキストマイニングを使用していま
す。現在、私たちの経営管理で絶対的に焦点を当てているの
は、効率性や、他の企業やパートナーたちと一緒にどのよう
に作業するかという点です。 

Aradiusはデジタル化の傾向
に対して、どのように対応し
ていますか？

同氏はさらにこう付け加えました。す
ぐに利用可能なデータは、より良く、
よりスマートに利用できます。しかし、
私は人の専門性や、ビジネスにおける人
間関係はいまだに重要であると信じてい 
ます。

Dirk Hagenaar

しかし、Dirkは同時にこれらの最先端のツールは所詮ツールで
しかないと明確に指摘しました。これらのツールは、アトラ
ディウスのアンダーライターに対して、すぐに利用できる情報
を付与し、スマートかつ効率的に働いてもらううえでは役に立
ちます。しかしながら、価値の創造や意思決定となると、我々
アンダーライターは他と置き換えられません。つまり自分たち
の提案を信頼してもらうには、人がカギになる」ということで
す。将来を見据え、テクノロジーによって更なる効率化が可能
である注目すべき領域について考えた場合、Dirkは「当社シス
テム、回収のシステム、情報企業のシステムに請求情報を持た
せるのは非常に価値があること」と語りました。サプライヤー/

顧客/信用保険会社/ブローカー/その他の関係者間の分散型台帳
で請求書の現在状況を詳細まで保護し、共有することは、企業
間信用、支払いおよび負債の回収プロセスのあらゆる段階に高
い透明性と効率性をもたらす可能性があります。

Dirkは、幅広い売掛管理市場についてこのように述べていま
す。「新しいプレーヤーの勃興は目にしていません。この分野
では、主要な企業が変革をけん引していることが依然として
比較的明確です。ただし、もう一つ明確なっていることは、
私たちは、プラットフォームやエコシステムの進化に歩調を
合わせる必要があるということです」。同氏は以下のように
まとめました。「私たちは、待ち続けて完全に取って代わられ
るリスクを負う代わりに、自分自身を変革し、それらととも
に共生していくことを試みています」。

GDPRはデジタル化および貿易にとっ
ての救済、それとも障害ですか？
GDPRはデータの採用には役立ちま
す。ユーザーや顧客からデータが何に
使われるか知りたいというニーズの高
まりがあるからです。GDPRは、デー
タを扱うにあたっては透明性が必要で
あると記載しています。ソフトウェア
も企業のGDPRへの対応を支援し、適
切な方法で行っています。
Jean-Marc Noël

オーディエンスからのQ&A

11
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効果的な信用管理を行う場合、最も重要なツールの一つは
データです。事業、セクター、あるいは市場で支払いの不履
行が生じる可能性がある問題に直面していることを示す情報
は、リスクを評価したり、信用を提供するかどうか判断した
り、仮に信用を供与するなら条件を提示したりするのに際し
て、計り知れないほど貴重です。

ここ数年の急激なデジタル化の多くの結果として、新しい
データが大量に生じました。IoT接続の機器から、数百万件
ものオンラインレビュー、ブログ投稿、レポート、財務諸表
や年次報告書のオンライン公開まで多岐にわたります。しか
しながら、デジタルイノベーションはこのようなデータを収
集し、関連づけ、処理し、分析するのに役立つツールももた
らしました。テキストマイニングやウェブクローリングから
ビッグデータ、機械学習まで、わずか数年前までは集めるの
に数週間もかかっていたはずの大量のデータに、リスクアナ
リストはすぐにアクセスできるようになりました。今では、
アナリストはモーニングコーヒーを飲む前に、データを集め
ることができるほどです。

アトラディウスの戦略およびコーポレート開発ディレクター
であるDirk Hagenerはウェビナーでこれについて言及しまし
た。同氏は次のように語っています。「データは今や一種の
商品であり、当然利用可能です。多くのツールが出回ってい

テクノロジーとデータ

オーディエンスからのQ&A

発展するデジタル化に向かう前に、まずはプロセスの最
適化を考慮すべきでしょうか？
私の立場では答えはイエスです。なぜなら、いまだに多
くの課題があるからです。価値を創造するためには、デ
ジタル化だけではなく、私たちが持っている専門性を持
ち込む必要があると思います。デジタル化はその段階で
の効率性においては非常に役立つでしょう。そして価値
を創造するには、売掛管理市場で魅力的な提案を作り出
すことを、社員に取り組ませる必要があります。
Dirk Hagener

売掛管理は非常に複雑であるので、
データをどのようにシステム間で移
動させられるかが大きな問題です。

Dirk Hagener
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AI - 人工知能
AIは、アルゴリズムを使用して、センサー、デジタルデー
タ、またはリアルタイムデータを含むそれ以外の入力から情
報を抽出して、分析や意思決定を行います。AIは現在、医療
分野での診断、検索エンジン、音声認識、自動運転車に使用
されています。

ビッグデータ
複雑なデータセットを含む大量の情報で、様々な品質の構造
的および非構造的内容が含まれ、迅速に収集される場合があ
ります。

ブロックチェーン
デジタルタイムスタンプ付きの記録の分散リスト（ブロック
と呼ばれます）で、時系列に連鎖しています。このつながり
はつまり、後日情報の一片が変更（または改ざん）される
と、チェーン内の他のリンク（ユーザー）にも影響を与え、
表示されることを意味します。

クラウドプラットフォーム
ローカルサーバーまたはパーソナルコンピューターではな
く、インターネット上にホストされているリモートサーバー
を使用し、データを保存、管理、処理します。サーバーは通
常、専用のデータセンターにあり、「as a service」またはXaaS
モデルとして有効になっています。

分散型台帳
一般的に異なる場所にいる複数の人のネットワーク間で共有
され同期されるデータベース。

IoT - モノのインターネット
インターネットに接続しており、互いに接続が可能なスマー
トデバイス。たとえば冷蔵庫から電話、さらには製造ライン
のセンサーに至るまで、IoTは数十億のデバイスを包含してい
ます。

機械学習
機械学習とはAIの一種であり、パターンを認識し、最小限の
人的介入で意思決定するためにアルゴリズムを用いて、コン
ピューターが累積データセットを構築するのを支援します。

RPA - ロボティック・プロセス・オートメーション
コンピューターベースの操作を自動化するソフトウェアテ
クノロジーです。例えば、RPAシステムは請求書を含む電子
メールを識別し、データを抽出して、簿記システムで処理す
る場合があります。

テキストマイニング
テキストから高品質の情報を抽出するプロセスです。これに
は、大量の非構造化データにある洞察、パターンおよび傾向
へのアクセスなどが含まれることがあります。

ウェブクローリング
スパイダーやスパイダーボットとも呼ばれます。検索エン
ジンプログラムであり、WWW(World Wide Web)を体系的に巡
回し、コンテンツのインデックスを作成します。

用語の説明

ます」。しかしながら、データの多くは「良質」とはみなさ
れていません。この大量のデータの質についての問いかけに
加えて、Dirkは、データがシステム間をどのように移動する
か、また改ざんに対してどの程度脆弱なのかを考慮するよう
に求めました。ブロックチェーンや分散型台帳などのテクノ
ロジーによって提供されるセキュリティはこの領域では疑い
もなく重要です。 

ウェビナーでの以前の討議に触れたうえで、Dirkは信頼の問
題に立ち返りました。同氏は以下のように問いかけました。

「例えば、ソーシャルメディアをどの程度信頼できますか？
ソーシャルメディアで役立つウェブクローリング、機械学習、
テキストマイニングなどのテクノロジーがありますが、その
ような情報をどの程度信頼できるかという問題です」。究極
的には、これらの問いかけに答えられるのはリスクアナリス
トまたはアンダーライターだけです。Dirkはこのように表現
しています。「私は社会資本、人間の専門性や、ビジネスに
おける人間関係はいまだに重要だと信じています。
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オーディエンスアンケート #3

デジタル化がもたらすご自身の役割の潜在的な変化につ
いて、どのように感じていますか？

不安楽しみ

44% 2%
準備済み

22%
不明

31%
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