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金融業界におけるOMOトレンド

ファイナンス業界における
ビジネスモデルの革命
従来型の銀行業務は、低金利の長期化、
新しいプレイヤーによるユーザー獲得競
争、コロナ禍によるユーザー行動の制限
等により、厳しい状況下でのサービス戦
略が求められています。従来の収益モデ
ルの維持が困難になっていく中、銀行各
社は新しいアプローチ、戦略を取り始め
ています。例えば、銀行業以外のプレイ
ヤー、特にデジタル領域で活躍している
プレイヤーと協業したり、新たなテクノ
ロジーの導入によるコスト削減とユー
ザー満足度の向上を図る等、これからの
銀行の在り方を模索し続けています。
デジタルデバイスの普及による生活者
の行動変化は既存の銀行のビジネスモデ
ルに大きなインパクトを与えています。
生活者はどこからでも銀行サービスや支
払いサービスを活用出来るようになりま
した。結果、日々の細かい出費を電子マ
ネーやマイクロペイメントサービスを通
して支払いながら、自身の支出を把握す
ることも一般的になり始めています。

オンラインサービス・オンラインバン
キングへの抵抗も薄れてきており、オン
ラインに対するユーザーの信頼も上がっ
てきていますが、対面によるユーザーに
寄り添ったパーソナライズされた体験は
デジタルでは補完しきれていません。多
くの日本人は銀行リテールが提供する対
面・インタラクションが生み出す価値・
安心感を引き続き求めています。日本人
特有の「安心安全志向」や、他国と比べ
て圧倒的に多い店舗数、ATM数に支えら
れた「現金主義」がその根底にあると思
われます。利便性はオンラインで、安
心・信頼はオフラインで、という使い分
けが進む中、今後はユーザーデータを活
用した、よりパーソナライズされた生活
者に寄り添ったサービス等がより普及し
ていくでしょう。新しい状況下でユー
ザー体験をどう向上させ、どのように
ユーザーを惹きつけることが出来るか？
UI／UX視点でのDXが遅れた日本のファ
イナンス業界だけに、オンラインの急激
な定着と、その機能を最大化させる店舗
を中心としたオフライン機能の進化の波
が押し寄せてくると考えられます。

01

FINANCE OMO TREND

NEW SHOPPING EXPERIENCE REPORT 2021

金融業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

金融サービスの主戦場はオンラインに

CHALLENGE 01

既存ビジネスモデルの
変革と、デジタルシフト
していく生活者

既存の対面・店舗営業を主軸にしていた銀行
のビジネスモデルは長期低金利の影響、ネッ
ト銀行の参入による競争の激化、更に電子マ
ネーやマイクロペイメント市場への金融外プ
レイヤーの参入が増加し、金融ビジネスは新
たな局面を迎えています。特にコロナ禍の影
響は非常に大きく、Microsoft社CEOである
Satya Nadellaも”2年分のデジタルトランス
フォーメーションが2ヶ月で実現されていま
１
す” とその影響の大きさを述べています。
デジタル化の波はコロナ禍により加速して
いますが、実際には生活者、特に若年層にお
いてコロナ以前からデジタルシフトは始まっ
ていました。Salesforceが実施したサーベイ
によると、英国ミレニアム世代（18歳-34
歳）の預金口座を持つ生活者の３０％がス
マートフォンを銀行取引の主なツールとして
活用しており、４５％が週に数回の頻度でア
プリを通して銀行取引をしていることが明ら
２ 日本でも、給料は従来
かになっています。
型の銀行をメインバンクとして活用し、生活
費はサブバンクとしてデジタルバンクを活用
する傾向が生まれていますが、今後生活者は
オンライン／オフライン含めて、より使いや
すく包括的なサービスを求めるようになるで
しょう。
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WHAT’S NEXT

テクノロジーを活用して生活者起点のサービスを

特定の生活者グループ・ニーズを対象にした
サービスの普及

オンラインとオフラインのシームレスな体験
が当たり前に

銀銀行のビジネスモデルは幅広い生活者グルー
プに対し、それぞれのライフステージに沿った
金融商品を店舗での接客を中中心に提供してき
ましたが、これからは特定の世代・生活者・
ニーズに寄り添った金融サービスが一般的に
なっていくでしょう。特に「複利」による恩恵
を受けやすい若年層や、老後に向けた資産形成
が切実な問題となっている高齢者層の金融商品
エントリー層を対象に、資産運用の重要性の啓
発や複雑な商品の理解を促進するようなサービ
ス提供も必要になってくると考えられます。加
えて、生活者個人に寄り添ったパーソナライズ
されたサービス、生活者が持ち得ない金融に関
する知識を透明性・中立性のある情報として提
供するニーズも増えてくるでしょう。

生活者は銀行サービスに限らず、あらゆる
サービスに対してオフラインとオンライン
のシームレス体験を強く望んでいます。
Salesforceによって英国で実施されたサー
ベイでは、回答者の８０％が企業はプラッ
トフォーム、チャネル、コンタクトの場所
に関わらず、一貫したエクスペリエンスを
提供するべきだと感じています。３ 銀行業界
のテクノロジー活用は非常に進んでいます
が、生活者起点のデジタルトランスフォー
メーション・ユーザーエクスペリエンス向
上に対してはまだ多くの機会が存在してい
ます。生活者がどのようにサービスを使い
たいかを起点に考え、オンライン・オフラ
インをシームレスに融合した体験を提供す
ることが求められます。

WHAT’S THE CHALLENGES NEED TO BE SOLVED?

今取り組むべきチャレンジ・チャンスエリア

セグメンテーション

シームレスな体験

生活者起点で特定のニーズにあったサー
ビスが一般的に。どの特定グループが抱
える課題に対して価値を提供できるで
しょうか？

生活者は必要に応じてオンラインとオフラ
インを使いこなします。対面で生み出して
いた信頼関係をオンラインで再現するため
に何が出来るでしょうか？

AIによる新たなサービスを提供
テクノロジーの活用が進んでいるとされる銀
行業界でもAIは特に影響力を持っており、銀
行における業務効率改善のみならず、生活者
のエクスペリエンス向上にも役に立っていま
す。4 例えば、機械学習を用いて個人に最適
なサービスを提供したり、音声認識や顔認識
技術の活用により、利便性と信頼性を両立も
大きなトピックになると考えられます。AIを
通じ生活者のパターンを解析し、最適化した
投資サポートや貯金のアドバイスもこれから
普及していくでしょう。

AIアシスタント

AIによって様々なサービスが効率的に提供
されるでしょう。人と人とのコミュニケー
ションによって育んできた信頼関係をAIア
シスタントとの間に構築するには何ができ
るでしょうか？
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WHAT’S HAPPENING

パーソナライゼーションと信頼構築が
今後のカギに

CHALLENGE 02

パーソナライゼーションと
共感獲得

現代の生活者は個人にパーソナライズされた
サービス・経験を求めるようになっています。
金融サービスにおいても同様で、店舗・対面を
通したパーソナライズされたサービスを引き続
き望んでいます。サムスンが行った銀行サービ
スに関するユーザー調査では、米国ユーザーの
大多数は世代や収入レベルに関わらず、ローン
やアドバイス等の人生設計に大きな影響を与え
る可能性のある相談は対面やりとりを好んでい
ることが分かっています。5 送金サービスのデ
ジタルシフトは進んでいますが、自身の人生を
大きく左右するような規模の取引や複雑な金融
商品に関するアドバイスは直接会って話をした
い/聞きたいというニーズは残り続けるでしょ
う。しかし、生活者はプロフェッショナルによ
るアドバイスに価値を感じている一方、利害の
相反する立場である事ゆえの警戒感を抱いてい
ることも事実です。
これまでは対面による相談・会話を通じ生活
者と信頼関係の構築していくことが比較的容易
でしたが、これからはどのように良好な信頼関
係を生み出していくべきか考える必要がありま
す。コロナ禍により、店舗への来店頻度が減っ
たこと、日々の銀行取引をオンラインで完結さ
せる生活者が増えていることや、6 支店の閉
店・コスト削減を求められている中、銀行店舗
はオンラインと相乗効果を生み出す新しいクリ
エイティブな顧客接点、信頼を生み出さなけれ
ばなりません。
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WHAT’S NEXT

複雑な金融商品をわかりやすく伝えて
信頼を構築する

エデュケーションアプローチ

データを活用しパーソナライズされた提案を

資産運用の重要性を伝えるエデュケーショ
ンが今後増えていくでしょう。OECDが実
施した金融リテラシー調査において、日本
は対象30ヵ国・地域中22位という結果に
なっており、日本人の金融リテラシーはま
だまだ発展途上です。7 ただ、年金システム
に対する不信感、普通預金の低金利に対す
る不満により、資産運用の必要性を感じる
人々も増えています。

金融業界はテクノロジーの活用に長けている
業界であり、ビッグデータを活用しパーソナ
ライズしたアドバイスの必要性は今後本格化
していくでしょう。全米ビジネス研究所とナ
ラティブ・サイエンスが共同で行った調査に
よると、米国約32％の金融サービス事業者
がすでに予測分析や音声認識などのAI技術を
8
利用しており、
各種テクノロジーへのケー
パビリティは今後より高まり、パーソナライ
ズに活用されていきます。生活者側もパーソ
ナライズされた良いサービス体験・金融商品
のためなら個人データの共有を躊躇しない傾
向があります。データ活用を通したパーソナ
ライズされたサービスの一例としては、顧客
のニーズに合わせた店頭における店員との
マッチング（性／年齢／嗜好／相性、等）や
コンサルティング機能の特化などの方法が考
えられます。

このような生活者が抱えているニーズに対
し、中立的な立場からパーソナルコーチを
行うサービスも出てきています。資産運用
の重要性に気づきながらも複雑な金融商品
を敬遠している生活者層に対するエデュ
ケーションアプローチのニーズはこれから
も高まっていくでしょう。

WHAT’S THE CHALLENGES NEED TO BE SOLVED?

今取り組むべきチャレンジ・チャンスエリア

エデュケーション
アプローチ

データ活用型
パーソナルコーチ

オンライン施策と相乗効果を生み出す
次世代型店舗を中心としたオフライン施策を
金融業界は厳しい経営環境の中で店舗の削減
を行っており、生活者と信頼関係を構築する
重要な場所を失いつつあります。オンライン
へのシフトを踏まえ、オンラインと相乗効果
を生み出す次世代型の店舗を中心としたオフ
ライン設計施策設計が急務です。生活者の価
値観が変わる中、共感を積みあげ、信頼関係
を構築する重要な接点としての店舗の在り方
が模索されていくでしょう。

１

次世代型店舗

理解がむずかしい専門用語を多用した金
融情報を生活者は求めていません。 わ
かりにくい情報をわかりやすく教育コン
テンツとして伝えるにはどのような工夫
が必要になるでしょう？

どんな情報を活用してパーソナライズする
のが、生活者体験をより向上させることが
出来るでしょうか？

オンラインはオフラインに比べてエンゲージ
メント・信頼を 獲得しづらいです。共感を獲
得するためのコア施策としてのOMO店舗は
どのように作り出せるでしょうか？
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HOW WE APPROACH

金融業界で見られる興味深い変化
未来への予兆・シグナル
金融業界においても、新しいユーザーエクス
ペリエンスを提供するアプローチが登場して
います。
メガプラットフォームであらゆるニーズに
応える
中国の「WeChat」やインドネシアの
「gojek」が提供している「スーパーアプリ」
は人々の日常のあらゆる場面で使用でき、
ソーシャルメディア、タクシー乗車、送金・
決済とあらゆる事が一つのアプリ上で行えま
す。スーパーアプリについては日常の少額決
済を支えるモバイル決済プラットフォームと
しての機能も大きく、生活者の日常に深く関
わっています。日本でも銀行業とは違った新
しいプレイヤーが、自社顧客基盤を元に金融
決済機能を備えたサービスを展開し始めてい
ます。日本型のスーパーアプリとして、マイ
クロペイメントで日々生活者との接点を作り
ながら、あらゆるサービスを展開していく事
が予想されます。

私たちが考えるアイディアの一つ
コミュニティスペース
カスタマージャーニーにおいて店舗の役
割は変わりつつあります。その変化を反
映し、新しい役割を果たせるよう、店舗
を改修・再設計し（または新しい場所に
展開し）、顧客と信頼関係を構築するこ
とに焦点を当てた体験型店舗をデザイン
します。取引以外の目的で空間を使うこ
とにより、顧客やスタッフの間はもちろ
ん、顧客同士の間にもコミュニティの意
識が生まれ、オンラインでの体験もサ
ポートできます（例えば、ライブコマー
ス）。

生み出される価値
・店舗を再利用し、繋がりやコミュニティを
生み出す場として再生させることにより、
エンゲージメントを図り信頼を得ることが
できます。
・知識や専門性を得ることをコンセプトにす
ることにより、顧客をエンパワーすること
ができ、長期的な関係を築くことができま
す。
・店舗でデジタルツールを使うことによりCX
を強化できると共に、顧客情報をさらに入
手するためのチャネルにもなるでしょう。

フィンテックとの新しい協業体制を
2018年度に行われた銀行法改正によるオープ
ンバンキング、APIの開放は新たなフィン
テックとの協業体制を生み出しています。日
本ではみずほ銀行とLINEが合同でLINEモバ
イルを立ち上げたり、金融以外の新たなデジ
タルプレイヤーが参入してきています。デジ
タルプレイヤーの強みはUXに対するノウハ
ウが豊富なことです。今後、そのような事業
者との協業体制は一般的なものになり、生活
者視点のサービスがより増えていくでしょう。

新しい役割、相談や教育の場として
スペースを再設計します。
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