
業種の壁を越えて進行するデジタル化は、

金融機関と異業種企業との連携を深める方向

に作用する。各国の監督官庁がフィンテック

企業、GAFAをはじめとしたデジタル企業の進

出を念頭に新たな金融ビジネスモデルの在り

方を模索する中、金融機関自身も先端技術の

活用による商品・サービスの高度化、外部企業

へのサービス提供、金融機関同士の連携戦略

など、自行の環境に合わせたデジタル戦略の

策定と実行が求められる。

フィンテックが本邦金融機関に浸透してか
ら数年が経つ。この間、自行サービスの高度化
を目的に多くの金融機関がフィンテック企業
と提携し、新たなサービス提供を行った。フィ
ンテックとは技術を活用した金融ビジネスモ
デルの変革、ならびに金融サービスの高度化
であり、金融ビジネスにおけるデジタル化と
同一の文脈で語ることができる。デジタル化
とは、技術革新に伴い、異業種同士のビジネス
が連携し、既存のビジネスモデルに変革をも
たらすものであり、金融業界を問わずあらゆ

る業種で進行する。金融機関とフィンテック
企業の連携はこうしたデジタル化の動きを先
取りしたものであり、今後の金融業界では異
業種企業との連携がより深まることは間違い
ない。既に国内では監督官庁においてデジタ
ル化時代の金融ビジネスの在り方を模索する
動きが始まりつつある。

デジタル化時代を見据えた
金融規制改革
2017年末より金融庁にて検討が始まった

「金融制度スタディ・グループ」では、デジタル
化時代における金融ビジネスの変化とそれに
対応した法規制の在り方が議論されている。
2018年6月に公表された中間整理（案）では、
「機能別・横断的な金融規制体系」を目指すと
し、現行の金融業法の在り方そのものを見直
すかのような提言内容となった。スタートアッ
プを中心としたフィンテック企業、グーグルや
アマゾンに代表されるデジタル企業（GAFA）
が近年、決済、融資といった各分野で利便性の
高いサービスを提供していることが影響して

いる。これら新規参入企業が単機能で高度な
金融サービスを提供することで、金融ビジネ
スの「アンバンドリング化」が進展し、伝統的
金融機関が行ってきた商品開発から販売まで
を一貫して行う既存ビジネスモデルに影響を
及ぼす。これまで銀行機能は銀行、保険機能は
保険会社と、縦割りで成立していた規制体系
の見直しが求められるばかりでなく、銀行業
そのものが変容しようとする動きである。
金融ビジネスのデジタル化は、日本に留ま

らずグローバルで進行する潮流であり、各国
の公的機関も新たなビジネスモデルの在り方
を探る。2016年には欧州銀行協会が、オープン
APIの進展に伴う銀行のビジネスモデル変革
について論じており、金融サービス提供のバ
リューチェーンが大きく変化し、異業種企業
が積極的に関与していく姿を予測した。2018年
2月には国際決済銀行により、フィンテックが
金融機関へ与える影響についての研究結果が
まとめられ、銀行に代わる新たなキープレイ
ヤーの登場について論じる。
デジタル化に伴い、国内、グローバル共通で
金融機能のアンバンドリング化が進み、もは
や金融サービスの提供主体が金融機関だけで
はなくなりつつある。各国の規制当局は既に、
フィンテック企業、デジタル企業が金融業界
に参入することの影響を冷静に見極めようと
している。

デジタル化に伴う
新たな金融ビジネスモデル
デジタル化に伴い、金融ビジネスにおいて

は三つの変化が予想される。一つは、金融機関
自身が先端技術を活用し、金融商品・サービス
開発の高度化を実現する。二つ目は、GAFA

に代表されるデジタル企業が金融ビジネスに
続々と参入し、キープレイヤーとしての役割
を担う。三つ目は、金融機関が自社の技術や
サービスを他社へ提供するデジタル企業へと
変貌する。以下では、デジタル化に伴う金融
ビジネスモデルの変化の潮流を確認する。
金融機関における先端技術活用では、AIや

ブロックチェーンに関する事例が多数登場し
ているが、今後は、IoTや量子コンピューター
などこれまで活用が進んでいなかった分野に
も波及する。ドイツの大手金融機関コメルツ
銀行は、法人向け融資の分野でIoT活用を進め
る。同国の工作機械メーカー EMAG社と提携
し、同社が提供するIoTセンサー付き工作機
械を導入した取引先において、それら機械の
稼働率を測定する。コメルツ銀行は稼働率に
応じて、取引先における融資の返済額や期日
を柔軟に変更する。取引先企業はこれにより
柔軟な資金繰りが可能となる。
量子コンピューターの金融分野への適用も

始まりつつある。英国の金融機関ナショナル・
ウエストミンスター銀行はデジタルアニーラ
と呼ばれる量子コンピューターに着想を得た
計算機アーキテクチャを用いて同行の資産
ポートフォリオ最適化に取り組む。現行商用
化されている量子コンピューターは、組み合
わせ最適化問題と呼ばれる様々な条件が組み
合わされる状況下で最適解を求める計算に効
果を発揮し、従来のコンピューターよりも効
率的に解を求めることができる。いずれも先
端技術活用により、高度な金融商品・サービス
の提供につながる。

GAFAに代表されるデジタル企業による金
融ビジネスへの参入では、ソーシャルメディ
アやシェアリングエコノミーなどデジタル時

富士通総研　金融グループ長　隈本 正寛
富士通総研　金融グループ　チーフシニアコンサルタント　松原 義明
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ターを活用するなど技術活用に長けた企業が
多い。今後はこうした対応能力を強みに
“Tech Company”として、デジタル企業に対
抗する戦略も有効である。

地域金融における
デジタル化推進の最適解
デジタル化は地域に関わらず進展し、地域

金融機関も対応が求められることは言うまで
もない。しかし、大手金融機関と比して投資余
力で劣る地域金融機関が単独でデジタル化を
推進してもその範囲には自ずと限界が生じる。
米国西海岸を中心に展開するアンプクア

銀行は、同行での技術革新を目的にPivotus 

Venturesと呼ばれるグループ内ベンチャー企
業を2015年、シリコンバレーに設立した。しか
し、同社は、スマートフォンアプリを開発した
以外に目立った成果を上げることができず、
2018年に他社へ売却されることとなった。地
域密着の店舗戦略を起点に業績を拡大してき
たアンプクア銀行は、デジタル化に伴う来店
客減少に悩まされており、こうした背景から
デジタル化に取り組んだが、その取り組みは
3年あまりで終了した。デジタル化は、既存事
業の大幅な変革を必要とするため、数多くの
失敗を伴う。このため、投資余力に限界のある
地域金融機関が単独で進めることは困難であ
ることが多い。
米国の地域金融機関ではこうした事例を強

く意識し、デジタル化対応に向けて銀行同士
の連携を深める。2018年11月には、米国の地域
金融機関12行がAlloy Labs Allianceと呼ばれ
るコンソーシアムを設立した。同組織はデジ
タル企業と対等に渡り合い、参加行のデジタ
ル化推進を目指す。

既に国内の地域金融機関は、デジタル化対応
の共同組織が複数設立されている。現時点で
デジタル化推進の最適解を米国に先んじて探
り当てた形であり、今後の動向が注目される。

おわりに
デジタル化は今後とも業種を問わず進展す

る潮流であり、金融業界でも異業種企業、デジ
タル企業が自社事業と親和性の高い領域に参
入し、金融機関と競合していく。一方、金融機
関は先端技術を積極的に活用し、高度化され
た金融商品・サービスを提供することで対抗
していくこととなる。技術活用に長けた大手
金融機関は、自らがデジタル企業としてサー
ビスを外部提供していくことも考えられる。
地域金融機関は、銀行同士で連携してデジタ
ル技術の取り込みを図っていくことが有効で
あろう。我が国の金融機関は、自行の置かれて
いるデジタルなビジネス環境と経営体力を踏
まえ、適切なデジタル戦略の策定と実行が求
められる。

代に登場した新たなサービスに金融機能を付
与する形で進行していくと予想される。
ソーシャルメディアでは、例えば、世界最大
のSNSを運営するフェイスブックが自社メッ
センジャーサービスに送金機能を付与、コミュ
ニケーションと送金を同時に行うことを可能
とした。日本でも同様にメッセージングサー
ビスを手掛けるLINEがみずほ銀行と提携し、
2020年にも銀行業に参入すると発表した。
LINEは決済サービスを手掛ける他、今後は個
人向け融資事業への参入も予定し、自社ユー
ザーに積極的に金融サービスの提供を図る。
シェアリングサービスでは、東南アジアで
1億人以上が利用するライドシェアサービス
Grabの躍進が著しい。同社は、GrabPayと呼ば
れるモバイル決済サービスをライドシェアサ
ービスと組み合わせて提供する。GrabPayは、
ライドシェアサービス利用時の決済に加えて、
個人間送金や加盟店決済、一部地域では乗車
費用を立て替えるクレジットを提供し、決済
サービス単体での価値を高めている。一方、ラ
イドシェアサービスのドライバーにも、自動
車購入対象の事業主向け融資、運転時のトラ
ブルに対応した収入保障型保険を提供するな
ど、シェアリングエコノミーにおけるサービ
ス提供者と受容者双方の金融ニーズを満たす。
日本でも個人間での商品売買プラットフォー
ムを運営するメルカリが金融子会社メルペイ
を運営し、今後、決済や融資サービスを手掛け
るという。デジタル企業は、社会や経済のデジ
タル化に伴い誕生する新たなサービスとその
金融ニーズとの結節点を見つけ、事業を拡大
する。金融ビジネスのキープレイヤーへ成長
することも不思議ではない。
デジタル企業が金融ビジネスのキープレイ

ヤーとして存在感を高める中、今後は、金融機
関自身もデジタル企業へと変貌していくこと
が予想される。
米国の大手金融機関Capital Oneは、従業員

の半数以上を技術系人材で占め、自らを“Tech 

Company”と標榜する。個人向けクレジット
カード事業を皮切りに全米屈指の金融機関に
成長した同社は、その過程で多くの企業買収
を行ってきた（図表）。同社は、2014年以降、異
業種企業、特にIT関連企業の買収を積極的に
進める。これら企業の買収は、単に自社のシス
テム開発体制を強化する目的で行われている
訳ではない。買収先企業は独立して事業を営
み、他社向けにビジネスを展開する。この際、
同社でのシステム開発の実績を基に高水準な
サービス提供を可能にする。
昨今、本邦金融機関でも自行で開発したIT

ソリューションを他行に提供する動きが進み
つつある。金融機関は比較的早期にコンピュー

隈本 正寛（くまもと まさひろ）
1976年生、福岡県出身。1998年
九大法卒。さくら銀（現三井住
友銀）を経て2000年から富士通
総研。直近では、フィンテック、
デジタル化に係る最新動向調
査、金融機関に対するデジタル
戦略策定支援、フィンテックサー
ビスの適用支援等のコンサル
ティングを実施。

松原 義明（まつばら よしあき）
1981年生、兵庫県出身。2007年
東大院卒（修士）、富士通総研入
社。主にフィンテック、デジタル
化に関する調査、コンサルティ
ング業務を担当。2016年4月より
1年間、米国富士通研究所にて
フィンテックに関する調査活動
に従事。

図表　 Capital Oneが近年買収した主な企業 
（2011 ～ 2018年）

年 買収企業 提供サービス

2011
Hudson's Bay Company
credit card business

クレジットカード

2011 ING Direct ネット銀行

2011
HSBC domestic credit 
card business

クレジットカード

2012 BankOns 法人向けバンキング
2012 Bundle PFM

2013 Beech Street Capital 住宅ローン
2014 Adaptive Path UX専門コンサルティング
2015 Level Money PFM

2015 Monsoon Company ソフトウェアサービス
2016 Paribus 商品価格トラッキング
2016 Critical Stack 開発管理ツール

2018 Notch
テクノロジー
コンサルティング

2018 Confyrm セキュリティ
2018 Wikibuy 商品価格トラッキング

注：網掛けの企業は異業種
出所：Capital One社ならびに各社プレスリリースより富士通総研集計
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