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（1）データ利活用への期待
「データは21世紀の石油である」（1）と言われ

るほど、データの利活用は企業の競争力強化に
おいて、重要な地位を占めるようになった。消
費者の膨大な購買履歴やウェブページの閲覧履
歴等のデータを分析し、商品・サービスのレコ
メンドを行うことは、企業にとってもはや当た
り前のアプローチとなっている。AI等の分析
技術の発展とあわせて、データは、企業のマー
ケティング活動の高度化やイノベーション創出
の源泉となっており、この流れは今後ますます
強まることは間違いないと考えられる。

これまでのデータ分析は、あくまでも1企業
が自社の保有するデータを分析することが前提
とされてきた。このため、企業は自らの手で消
費者のデータを収集する必要があり、海外のプ
ラットフォーム企業のような、データを大量に
保有する企業が競争力を増す一方で、消費者と
の接点の少ない企業は十分なデータを収集する
ことができないという課題があった。

このような課題を解決すべく、近年「データ
流通」もしくは「データ共有」といったキーワー
ドが注目されている。これは、企業間や企業と

	 1. データ利活用についての最近の動向
政府間等、組織を超えてデータを流通させる概
念である。組織間でデータを流通させること
で、組織にとってのデータ収集コストを削減
し、社会全体としてイノベーションを促進する
効果が期待されている。

（2）データ流通基盤となるプラットフォーム
サービス

データ流通を実現する手段として、データの
提供・収集を行うためのプラットフォームに注
目が集まっている。プラットフォームは、デー
タの源泉である消費者、データ提供者となる企
業、データ利用者となる企業等が互いの利害を
調整し、データの送受信を行うことを可能とす
る。欧米諸国では、このようなデータ利活用基
盤が、民間企業により、既に実用的なサービス
として提供されており、わが国でも、直近の1

年間で複数のサービスが登場し始めている。図
表1（2）では、現在注目されている国内外の主要
なサービス例を記載した。

（1）調査実施にあたり
先述の通り、欧米諸国や日本では、民間企業

によりデータ利活用基盤が提供されているが、

	
2. インドのデータ利活用基盤IndiaStack
のインパクト

近年、データ流通を促進する環境整備が各国、地域で活性している。本稿では、わが国の取り
組みに向けた示唆を得ることを目的に、インドのデータ利活用基盤IndiaStackとその官民への
インパクトについて考察する。
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これらの国々とは異なり、インドでは、政府が
主導して国家プロジェクトとして官民のデータ
利活用基盤 IndiaStack（3）を整備している。イ
ンドでは、水道、電気、ガスのようなインフラ
と同様に、データ利活用基盤を重要なデジタル
インフラと位置づけているのである。インド政
府は IndiaStackの推進により、行政サービス
の改善や企業のイノベーション促進等の成果を
上げている。

今回、こうしたインドにおけるデータ利活用
基盤の実態を明らかにし、そのインパクトを調
査するため、筆者は「インドのシリコンバレー」
と呼ばれるバンガロールにおいて、実地調査を
行った。実地調査では、インド政府が構築し
たデータ利活用基盤 IndiaStackのチーフアー
キテクチャーとして尽力したPramod varma

氏（4）と、ベンチャーキャピタルとして、デー
タ利活用基盤を活用したスタートアップ企業を
支援しているUnitus seed fund（5）へのヒアリ
ング調査を実施した。以下では、今回のヒアリ
ング結果をもとに、インドのデータ利活用基盤
IndiaStackについて考察する。

（2）IndiaStackの概要
インド政府が構築したデータ利活用基盤

IndiaStackは、インド版のマイナンバー制度
であり、国民識別番号を付与するAadhaar（ア
ダール）、Aadhaar番号をもとに本人確認を行
うeKYC、電子署名機能であるeSign、個人情
報等のデータを保存するDigital Locker、銀行
口座間での送金を行うUPIの5つの機能により
構成される。それぞれの果たす機能とその概要
は、図表2の通りである。

IndiaStackは個人情報の利活用を指向して
構築されたが、eSign、Digital Locker、UPI

は法人でも利用可能な機能であり、インド企業
の日常業務の中でも既に利用されている。

IndiaStackの機能はあくまでもデータ利活用
のためのデジタルインフラとして提供されるも
のであり、アプリケーションとしてサービス化
されているわけではない点には留意する必要が
ある。インド政府の役割は、インフラとしての
データ利活用基盤を整備することであり、基盤
を活用した個別のサービスは企業により提供さ
れるべきであるという考えにもとづいている。

インドでは、民族、言語、文化等が地域に

（資料）総務省「平成29年版情報通信白書」および各社ウェブサイトより筆者作成

図表1　国内外のデータ利活用基盤
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よって大きく異なっているため、政府が1つの
サービスをトップダウンで全ての国民に適用
させることは難しいと考えられている。この
ため、政府は企業の競争原理を利用し、地域
住民にとって使いやすいサービスを企業が提
供する環境を目指している。このような狙い
から、IndiaStackは、様々な企業等が自由に
その機能を利用できるオープンAPIとして公

開されており、民間企業やスタートアップ企
業が、IndiaStackから必要な機能を選択し、
自社のアプリケーションに自由に組み込むこ
とを可能としている。図表3は、このような
IndiaStack、サービス提供者、国民との関係
を図示したものである。

（資料）Pramod varma氏およびUnitus seed fundへのヒアリング結果より筆者作成

図表2　IndiaStackを構成する5つの機能

（資料）Pramod varma氏およびUnitus seed fundへのヒアリング結果より筆者作成

図表3　IndiaStack、サービス提供者、国民の関係性
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（3）Aadhaarの効果
国民全員に固有の番号（Aadhaar番号）を割

り振るAadhaarはデータ利活用基盤の最も基
礎的な機能である。番号の発行の際には、国民
は氏名、生年月日、性別、住所等の個人情報を
登録してもらい、指紋と虹彩を専用端末でス
キャンしている。これにより、重複登録を避
け、個人に固有の番号を付与することができ
る。2010年にAadhaarの登録を開始して以来、
現在の登録者数は10億人を超えており、2017

年12月現在では、ほぼ全ての国民がAadhaar

番号を取得している状態である（6）。
Aadhaar番号導入の主な効果として、イン

ド国民のほぼ全員が銀行口座を持ち、経済活動
に参加できるようになった点が挙げられる。従
来、インドの国民は銀行口座を持たない人が多
く、インド政府も国民の経済活動について把握
できていないという課題があった。個人の所得
が捕捉できないため、Varma氏によると、イ
ンド国民で所得税を払っているのはわずか3%

であると言われていたとのことである。

インド国民が銀行口座を持つことが難しかっ
た背景として、Varma氏は2つの障壁を挙げて
いる。1つ目は身分を証明する手段を持たない
国民が存在する点である。従来、インドでは特
に地方部において、出生届を出さないことも多
くあり、公的な身分証を持たない国民が数多く
存在していた。このような人々は、身分が証明
できないために、銀行に口座を作ることができ
なかった。2つ目は、銀行が身分証の正当性を
確認するにあたり、多大な手間と時間がかかる
点である。インドは少なくとも30以上の言語
があり、銀行の担当者が提出された書類を見て
も、内容を理解し、正当な書類であると確認す
ることが難しい点が課題となっていた。

このような障壁を乗り越えるための手段とし
て、Aadhaar番号が導入された。Aadhaar番号
は公的な信用に裏付けられた身分証として機能
し、番号に紐づけられた個人情報の正当性も保
証されている。現在では、Aadhaar番号を提供
するだけで銀行口座が開設できるようになって
おり、国民の銀行口座保有率が大幅に向上して

（資料）ispirt IndiaStack

図表4　Aadhaar番号登録者数の推移
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いる。これにより、銀行口座を通して、国民の
経済活動が電子的に把握可能となっている。

Aadhaar番号は、インド政府による貧困層
の支援施策にも活用されている。インド政府
は毎年、インドのGDPの2%にあたる約500億
ドルもの補助金を国内の貧困層に対して拠出し
ている。これは、貧困層への食料支援、教育支
援、公衆衛生向上、調理用ガスの支援といった
国民生活を支えるためのものである。しかし、
前述のVarma氏によると、従来では補助金を
分配する過程において、中間搾取が横行してお
り、政府が支給した補助金のうち、個人の手元
に届く金額はごく僅かになってしまっていたと
いう。

このため、インド政府はAadhaar番号と送
金機能を持つUPIを活用し、インド政府が個
人の持つ銀行口座宛に直接補助金を分配する仕
組みである”Direct Benefit Transfer”を構築
した。これにより、補助金の中間搾取がなくな
り、補助金を必要とする国民に適切な金額を支
援することができるようになっている。

（4）IndiaStackによるイノベーションの促進
IndiaStackは オ ー プ ンAPIと し て 提 供 さ

れているため、企業が必要な機能を自由に自
社サービスへ取り込むことが可能である。特
に、個人情報や銀行口座がAadhaar番号に紐
付き、UPIによる送金が容易になっているこ
とから、個人間取引を促進する効果がある。こ
のため、IndiaStackを活用して、シェアリン
グエコノミーのような個人間取引を促進する
スタートアップ企業が登場している。以下に
IndiaStackの仕組みを活用したスタートアッ
プ企業の取り組みを2件紹介する（7）。

1つ目は、インドでクラウドファンディング
事業を提供するMilaap（ミラープ）である。同
社は、新事業の立ち上げ資金や、病気の治療費

を収集するプロジェクトを立ち上げ、出資者を
募ることができるプラットフォームである。プ
ロジェクトの発案者は同社に対してAadhaar

番号を登録し、eKYCにより自らの身分を証明
できる。また、Digital Lockerに保管されたデー
タから、プロジェクトの正当性（本当に病気で
あり資金援助が必要なこと等）を証明すること
ができる。出資者が現れた場合には、UPIを活
用し、出資者の銀行口座へ直接支援金を送金す
ることが可能である。IndiaStackを活用する
ことで、発案者の正当性を確認するコストや送
金コストが低減されており、短時間での資金調
達が可能となっている。

2つ目は、インドでライドシェアサービスを
提供するDriveU（ドライブユー）である。同社
では、新規にドライバーとして登録する際に、
IndiaStackを活用している。ドライバー志望
者はAadhaar番号を提供するだけで、名前や
生年月日等の個人情報が自動的に登録される。
さらに、志望者のDigital Lockerに保存されて
いるデータから、運転免許証を保有しているこ
とを証明できる。このような効率化により、従
来7日間かかっていた登録業務をわずか1時間
まで短縮することができたとのことである。

上記以外にも、Unitus seed fundを始めと
したベンチャーキャピタルが、IndiaStackを
活用したスタートアップ企業を支援しており、
続々と新サービスが生まれつつある。2017年
8月には、インド国内のベンチャーキャピタ
ル3社と非営利法人とが連携し、大規模なス
タートアップ企業のビジネスコンテストであ
る「Build on IndiaStack VENTURE PICH 

COMPETITION（8）」が開催された。180社以
上のスタートアップ企業の中から12社がファ
イナリストとして選出され、現在、ベンチャー
キャピタルと協力して新サービスの導入、拡大
を目指している。
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（1）DataDemocracyの実現
前節では、IndiaStackの活用事例を紹介し

たが、IndiaStackによりデータをやりとりす
る場合には、個人が自らの情報を自分自身でコ
ントロールし、個人の同意のもとで企業への提
供されている点は重要なポイントである。

インドのプライバシー法では、個人に関す
るデータは個人の資産であり、個人に帰属
すると定義されている。このため、国外のプ
ラットフォーム企業に国民の個人情報を収集さ
れ、個人の同意を得ないまま利用されている現
状は問題であるとみなされている。このよう
な現状に対抗するため、個人に関するデータ
をプラットフォーム企業から個人が取り戻す

“Data democracy”という概念が広がりつつあ
る。データ利活用基盤である IndiaStackでは
Digital Lockerを通して、個人が容易に自身の
情報を企業から取り出し、他の企業へ提供する
ことを可能としている。

このような仕組みは、フリーランサーや個人
事業主にとってメリットが大きい。例えば、個
人が過去の業務実績を IndiaStackを通して電
子署名付きで企業から抽出することが可能とな
る。抽出したデータを他の企業に提供すること
で、個人の正当な実績を証明することができ
る。特に、先述したシェアリングエコノミーの
ような業態においては、個人の過去のサービス
提供実績と利用者からの評価が、自らの価値を
証明するために重要な要素となっているため、
実績のデータを自分自身で管理したいという
ニーズは高いと考えられる。

わが国においても、個人がデータの取得・移
転させる権利の在り方について検討が進めら
れており、データの源である消費者自身がデー
タの流通をコントロールする「PDS：パーソナ

	 3. インドの取り組みから日本が学ぶこと
ルデータストア」と呼ばれる概念が登場してい
る。上記のようなインドの取り組みやその成果
は、わが国の検討においても参考になると考え
られる。

（2）さらなるデータ利活用促進に向けて
本稿では、インドにおいて、個人番号制

度Aadhaarを中心としたデータ利活用基盤
IndiaStackが整備され、行政サービスの高
度化や企業イノベーションの促進等の効果が
生まれていることを概観した。わが国におい
ては、マイナンバーは秘匿すべきものとされ
ているが、インドにおいては、様々な場面で
Aadhaar番号が事業者や他者に提供され、有
効活用されている。

もちろん、インドにおいても、Aadhaar番号
を提供することで、個人情報が流出する可能性
を危惧する議論が無いわけではない。重要なこ
とは、データ利活用促進に向けて、どの程度の
リスクがあるのか確認しつつ、トライアンドエ
ラーを繰り返すことであるとVarma氏は主張
している。わが国においても、官民におけるマ
イナンバーの活用方法が今まさに検討されてい
るところであるが、IndiaStackの取り組みやそ
の成果は大いに参考になるものと考えられる。

加えて、データ利活用に係るビジネス展開の
事例として、インド企業の取り組みは日本企業
にとって参考になると考えられる。インドで成
功したビジネスモデルの日本への展開、日本で
考案されたサービスのインドへの展開等新たな
ビジネスチャンスが生まれる可能性もある。そ
のため、引続きインドにおけるデータ流通環境
やデータ利活用に係るビジネスの進展に注目す
ることが望まれる。

注
（1） The Economist, “The world’s most valuable 

resource is no longer oil, but data” 
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 https://www.economist.com/news/leaders/21721656-
data-economy-demands-new-approach-antitrust-
rules-worlds-most-valuable-resource

（2） 総務省「29年版情報通信白書 第2章ビッグデータ
利活用元年の到来」

 http: / /www.soumu.go. jp/ johotsusintokei/
whitepaper/ja/h29/pdf/n2100000.pdf

（3） IndiaStackウェブサイト
 http://indiastack.org/

（4） YOURSTORY, “Meet the chief architect of 
Aadhaar, Pramod Varma”

 https://yourstory.com/2017 /01 /techie-tuesdays-
pramod-varma/

（5） Unitus seed fundウェブページ
 https://usf.vc/

（6） ispirt, “IndiaStack”
 http://www.slideshare.net/indiastack/india-

stack-a-detailed-presentation
（7） Unitus seed fund,“Bridging India’s Financial 

Divide-How startups can leverage IndiaStack’s 
limitless possibilities (IndiaStack)”

 https://usf.vc/updates/bridging-indias-financial-
divide-how-startups-can-leverage-indiastacks-
limitless-possibilities-indiastack/

（8） Bui ld  on IndiaStack VENTURE PITCH 
COMPETITIONウェブサイト 

 http://www.buildonindiastack.in/


