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イノベーションの捉え方
～金融イノベーションを例にして

イノベーションが企業活動を革新・活性化させ、経済を発展させている

その中で、金融イノベーションを取り上げる

金融イノベーションの構成要素

① コンピューターの活用
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① コンピューターの活用

② 通信コストの低下

③ ファイナンス理論の発展



原動力としてのコンピューター

１． 瞬時に大量情報の計算処理

― 現在価値の計算が容易に

２． 省スペースでの情報格納

― 過去のデータを統計的に分析することが容易に

３． 新たなサービスやリスク管理技術の提供
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３． 新たなサービスやリスク管理技術の提供

― デリバティブ→キャッシュフロー操作の自由度↑

４． 素人でも玄人の技が可能に

― 卑近な例、パソコン（とプリンター）による年賀状作成

― 本質的な規制緩和圧力



「場の概念」を喪失させた通信コストの低下

1. 取引する場所は意味を持たなくなる

― １時点における為替レートは世界中で共通（国際的に瞬時の裁定行為）

― 取引所の生き残りをかけた競争

2. 働く場所も問わなくなりつつある

― 在宅勤務の可能性の高まり

― 英語を使える人は、居ながらにして労働力を提供できる
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― 英語を使える人は、居ながらにして労働力を提供できる

（アイルランドの成功）

（スリランカの試み）

３． 沢山の人間による情報共有の容易化

― Web, ｃｃ mail

４． 組織の内外の壁低下

― 企業間のコラボ

― 社外への情報漏えいのリスクの高まり



ファイナンス理論の発展

1. ファイナンス理論の最大の特徴

― フローのリスク･リターン分析と、ストックとしての経済価値、を結び付けた

２．ファイナンス理論は、コンピューターの発達に伴い、使いやすくなった

― 割引現在価値計算

３．デリバティブは、B/Sに載らないので、将来キャッシュフローを評価するほかない
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３．デリバティブは、B/Sに載らないので、将来キャッシュフローを評価するほかない

４．M&A、企業再生、DCF法は、将来キャッシュフローを評価する方法である点で
は共通

５．日産自動車のゴーン改革の背後には、投資決定理論（全社ベースでの投資効
率性判断）



（参考）ファイナンス理論のイロハ
債券の理論価格(B)

B=C/(1+i) + C/(1+i)2 + ･･･＋ C/(1+i) m＋F/(1+i) m

C；毎年のｸｰﾎﾟﾝ金額、F；額面、i；割引率、ｍ；満期（年数）

株式の理論価格(P)

P=D1/(1+r) + D2/(1+r)
2 + ･･･＋ Dt/(1+r)

t +･･･
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D；Ｔ期の期待配当金額、ｒ；期待収益率、

設備投資の理論(正味現在）価値(V)

V=C1/(1+r) + C2/(1+r)
2 + ･･･＋ Cn/(1+r)

n － I

C；投資から得られるｔ期のﾈｯﾄ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、ｎ；使用年数、ｒ；割引率、I；初期
投資額

資産の価値：その資産から毎年得られるﾈｯﾄ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ（収入ｰ支出）の割引現
在価値の合計
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高まるリスク管理の重要性

１．経営は未来への挑戦

―未来は、機会（Opportunity)か、リスク

―リスクは、危険ではなく、不確実性の１つ

２．イノベーションを利用したビジネス実施に伴い自らが陥るリスク

― 事業機会の広がり＝将来キャッシュフロー増大の可能性↑

― 熟知していない分野での事業展開には、思わる落とし穴がある可能性

３．イノベーションに伴い、他者に追いつき・追い越されるリスク

― ナレッジの陳腐化は参入障壁を低下

― 既存のナレッジを守る法的措置
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内部統制、コンプライアンスの意味①
～自らの戦略展開に伴うリスクへの対処

１．COSOの枠組みの改訂は、イノベーションの加速化が背景の１つ

―「戦略」という目的、「目標設定」という構成要素の新設は、イノベーションの
加速化を背景とするもの

―元来内部統制は、経営者が「枕を高くして眠れる」ために整備するもの

２．統制環境の重要性

―ほとんど全ての企業でコンピューターの使用は不可欠→如何なる業界でも
コンピューターに強い人材が必要

―多くの企業で「異なる文化をもつ（⇒同じ言葉に対して受け取るニュアンス
が異なる）」人材が同時に適切に業務を遂行する必要

―リスクカルチュア、倫理観の共通化＝コンプライアンスの原点
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（参考）COSO統合的枠組み VS COSO・ERM の枠組み
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内部統制、コンプライアンスの意味②

～自らの戦略展開に伴うリスクへの対処

３．リスク評価の重要性

―コンピューターで開発された（金融）商品は、仕組み自身が複雑で、環境次第
で思わぬ損失が発生する可能性がある

―経営者は、リスクを評価してイノベーションの果実を導入する必要

４．内部監査の重要性

―仕組みのわからぬままのイノベーションの果実の導入は、ブラックボックスになり
やすい

―環境変化によりイノベーションの果実に損失が発生しているかもしれない（従業
員も気づかない、気づいても経営者に話せない等）

―拠点数の増加に伴い（とくに海外進出した場合カルチュアも異なることもあって）
、経営者の目線での内部監査によるチェックが重要に
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外部環境変化に対するアンテナ機能①
～ナレッジ陳腐化のリスクへの対応

１．加速したイノベーションは、「既存知」の陳腐化の速度を上げた

―「隣の芝生が青ければ、入ってみたいと思う」→これを可能としたのがイノ
ベーション

２．外部環境変化への適切な対応

―写真のデジタル化への対応：富士フィルム、

―繊維産業からの脱皮＆繊維の進化：東レ、

３．次なる得意技への挑戦

―「長嶋は引退するが、巨人は永遠である」
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外部環境変化に対するアンテナ機能②
～ナレッジ陳腐化のリスクへの対応

４．経営者のアンテナ機能の引き上げ

―「同じ釜の飯を食った仲間」の居心地の良さと限界

―「想定外」の事態を如何にして圧縮するか

―経営陣の多様性（ダイバーシティ）の確保

５．イノベーションに対する感応度の引き上げ

―組織内でのイノベーション vs オープン・イノベーション

―国内のオープン・イノベーションから海外を含めたオープン・イノベーショ
ンを検討する時代へ
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考えられる課題
１．日本はすでに成熟国

―「日本株なら必ず儲かる」時代の終焉＝企業自身が自らの価値創造力を的
確に伝える必要

２．Integrated Reporting ＝ 企業による企業価値の創造過程の表現

― Corporate Reportingは、企業自らの企業価値創造能力を投資家その他の
ステークホールダーにアピールするものステークホールダーにアピールするもの

―企業価値は、将来Cash Flow、Risk 、Costで決まる（ファイナンス理論）

―国際統合報告協議会（ＩＩＲC、斎藤東証社長等が参加）において議論

―国際的な枠組み決定に積極的に参加（年１万ポンド＜１２８万円＞し国際
役な枠組み作りへの貢献を希望される企業は、ご連絡ください！
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連絡先：あらた監査法人 あらた基礎研究所 安井 肇 （hajime.yasui＠ｊｐ.pwc..com）

PwC 1515

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受ける
ことなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するもの
ではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、お
よびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。

© 2011 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Aarata, which is a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.


	Slide Number  0
	Slide Number  1
	イノベーションの捉え方�～金融イノベーションを例にして�
	原動力としてのコンピューター
	「場の概念」を喪失させた通信コストの低下
	ファイナンス理論の発展
	（参考）ファイナンス理論のイロハ
	Slide Number  7
	高まるリスク管理の重要性
	内部統制、コンプライアンスの意味①�～自らの戦略展開に伴うリスクへの対処
	（参考）COSO統合的枠組み　VS　COSO・ERM　の枠組み
	内部統制、コンプライアンスの意味②� ～自らの戦略展開に伴うリスクへの対処
	外部環境変化に対するアンテナ機能①�～ナレッジ陳腐化のリスクへの対応
	外部環境変化に対するアンテナ機能②�～ナレッジ陳腐化のリスクへの対応
	考えられる課題
	Slide Number  15

