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はじめに 

2015 年、私の⼤学⼊学とともに様々な場所で「FinTech」という⾔葉が⾶び交うようになっ

た。あらゆる⾦融の新サービスは「FinTech」サービスの⼀括りにされ、この⾔葉は⼀過性

のブームに過ぎないと私⾃⾝考えていた。しかし、この 4 年間で「FinTech」は急成⻑を遂

げ、今や⾦融機関においては将来を左右する重⼤なファクターとなっている。昨年以降

「FinTech は⾦融機関の敵か味⽅か」という議論が熱を帯び、『銀⾏員⼤失職』(⽇本経済新

聞出版社,2017 年)という書籍がベストセラーとなるほどだ。近い将来、「FinTech」が既存

の⾦融機関の存続を脅かす事態となってしまうのか。 

本論⽂ではまず「FinTech」の概念に触れ、FinTech 先進国・アメリカでの誕⽣背景につい

て考察する。そこから⾒える世の中への影響を⽰すとともに、⽇本の⾦融機関の現状につい

ても触れていく。それらを勘案し、「銀⾏は FinTech 企業に駆逐されるのではなく、FinTech

と共存することによって⽇本独⾃の発展を銀⾏は歩むことができる」と結論づける。 

また「FinTech」は⾦融機能を向上させ、顧客のニーズをより包括的に満たしていくツール

として、銀⾏の新たな武器になるという点についても⾔及していく。 
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第 1 章 FinTech とは 

＜１＞ FinTech 

FinTech(フィンテック)とは、⾦融を意味する「Finance(ファイナンス)」と技術を意味する

「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語である。実際、FinTech という⾔葉⾃体

は 2000 年代前半から存在しており、その時代の FinTech はインターネットにチャネルを

展開していったものであった(表 1-1: いわゆる Old FinTech)。⼀⽅、PayPal や Square な

ど⾦融サービスのスタートアップが注⽬された 2013 年頃から、これらのスタートアップ

が”FinTech”企業と呼ばれるようになり、新たな意味が⽣じた(表 1-1: いわゆる New 

FinTech)。なお、⽇本では 2015 年の春頃から注⽬され始めた⾔葉である。 

(表 1-1) “Old” FinTech と“New” FinTech の企業例 

出所) 柏⽊亮⼆『FinTech』⽇本経済新聞出版社、2016 年 

以上のことからもわかるように、「FinTech」の正式な定義は存在しないが、⾦融庁の下に

設置されている様々な⾦融課題を検討する⾦融審議会の「決済業務等の⾼度化に関するワ

ーキング・グループ」が 2015 年 12 ⽉に公表した報告書には以下のように記されている。 

「主に、IT を活⽤した⾰新的な⾦融サービス事業を指す。特に近年は海外を中⼼に、IT ベ

ンチャー企業が、IT 技術を⽣かして、伝統的な銀⾏等が提供していない⾦融サービスを提

供する動きが活発化している。」 

現在の FinTech は「FinTech スタートアップによる新規技術の適⽤」のステージ（表 1-2: 

FinTech2.0）に⽴っているとされ、その先には「API(Application Programing Interface: ソ

フトウエアの機能を「部品」として提供することで、他のソフトウエアがその機能を簡単に

利⽤できる仕組み)エコシステム」の台頭が予想される（表 1-2: FinTech3.0）。そして FinTech



 3 

の最終段階として、FinTech3.0 によりアンバンドリング(分解)された⾦融サービスは、標

準 API + IoT によって再統合されたリバンドリング(再構築)モデルへと進化をしていく（表

1-2: FinTech4.0）。尚これ以降、本論⽂における「FinTech」とは表 1-1 における”New” 

FinTech を指す⾔葉として⽤いる。 

（表 1-2）FinTech の発展ロードマップ仮説 

出所) 柏⽊亮⼆(2017)『FinTech の発展過程』 

＜２＞ FinTech の誕⽣背景 

 FinTech が最初に登場し、ブームとなったのはアメリカである。公的な統計は存在しない

が、トムソン・ロイターによれば 2015 年末時点でアメリカだけでも 1300 社以上の FinTech

企業が存在すると推計されている。そのアメリカで FinTech が勃興した背景として 2008 年

のリーマン・ショックの影響が挙げられる。そしてこの「リーマン・ショックの影響」は⼤

きく 2 つの側⾯を持つ。 

1 つはリーマン・ショックによる株式市場の株価暴落とその後の⾦融機関の対応を⾒たアメ

リカ国⺠が既存の⾦融機関に不信感を持ったという側⾯である。従来、⾦融機関は投資家の

「よき伴⾛者」というイメージを築きあげてきたものの、リーマン・ショックによってその

イメージは打ち砕かれた。株価の暴落により投資家たちが多⼤な損失を受けたにもかかわ

らず、⾦融機関の営業担当者は相変わらず⾼い給料をもらっていたからだ。これらを背景に

⼤⼿⾦融機関の不信感は強まるなか、既存の⾦融機関とは違い中⽴的なイメージを持つ新

しい FinTech 企業に期待が⾼まっていった。 

そしてもう１つの側⾯は「⾦融機関をリストラされた⼈々」を⼤量に⽣み出したことであ

る。退職を余儀なくされた⼈々のなかには⾦融システムを⽀えていた技術者が多く含まれ、

こういった⼈々の中から「既存の⾦融機関ではできなかったビジネス」が創出された。また、

この「⾦融機関をリストラされた⼈々」の多くがミレニアム世代であったことも⼤きな要因
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となる。ミレニアム世代とは、アメリカ国内で 1980〜1990 年代に⽣まれた世代を指す⾔葉

である。彼らの⼀番の特徴は「⽣まれた時からネットが存在したデジタル・ネイティブであ

る」ということだ。そして、ミレニアム世代の台頭とともにスマートフォン・SNS の普及が

彼らの新規ビジネスの追い⾵となりインターネット上でのサービス誕⽣へとつながった。 

＜３＞なぜ注⽬を集めているのか 

さて、FinTech が誕⽣した要因をあげてきたが、なぜ FinTech がこれほど注⽬を集めるよ

うになったのか。ここにも⼤きく 2 つの理由があるとされる。1 つは「新しく便利なサービ

スが次々と誕⽣しているから」というもの。もう 1 つは「FinTech は既存の⾦融機関の存続

を脅かす可能性を秘めているから」というものである。 

第１の理由「新しく便利なサービス」の具体例として、簡単な決済⼿段を提供し、個⼈間の

送⾦サービスを実現した PayPal、個⼈間でお⾦の貸借を仲介するプラットフォームを提供

する Lending Club などが挙げられる。これらの多くはスマートフォンを活⽤し、シンプル

でわかりやすく、初めての⼈でも理解しやすい操作⽅法を実現している。⼀⽅、既存の⾦融

機関サービスは機能としては⼗分なものの利⽤者にとっては必ずしも使いやすいものでは

なかった。それでもサービス⾯はどの⾦融機関も似たり寄ったりであったため、漠然と不満

を感じていたとしても利⽤者はそのサービスを使い続けていた。しかし、⼀度便利だと感じ

たサービスに触れた瞬間、使いにくいと感じていたサービスを利⽤し続ける理由がなくな

り新しい FinTech サービスに注⽬が集まった。そしてこれが第 2 の理由へ繋がっていく。 

(図 1-1)Wells Fargo 社トップページ 

 
出所) Cbinsights (2015)『Disrupting Banking.  

The FinTech Startups That Are Unbundling Wells Fargo,  Citi and Bank of America』 
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図 1-1 はアメリカ最⼤⼿⾦融機関・Wells Fargo 社のトップページである。Wells Fargo 社の

各種サービスのほぼ全てが FinTech 企業によって代替可能であることを⽰唆している。こ

のような「FinTech による既存の⾦融機関を脅かす可能性」を、三井住友カード・道幸貴史

⽒によればハーバード・ビジネス・スクール教授のクレイトン・クリステンセンが提唱する

「イノベーションのジレンマによる破壊的イノベーション」の発展系だという(図 1-2)。 

(図 1-2) 破壊的イノベーション 

参照) クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社、1997年 

通常、「破壊的イノベーション」とは、市場における既存のルールを根本的に覆し、そこに

まったく新しい価値を創出するイノベーションのことを指す。 

しかしここでいう発展系は、既存の⾦融機関特有の⼤企業病と新興企業の短期間戦略が破

壊的イノベーションに拍⾞をかけている。既存の⾦融機関はシステムをそう簡単に変更す

ることができず、巨⼤で複雑なサービスを作り変えるには⼤変な労⼒・時間・コストがかか

る。⼀⽅で、FinTech 企業は最初こそ限定的な機能しか提供することができず既存⾦融機関

に劣るものの、利⽤者のニーズを急激な速度で吸収し Try & Error を繰り返す。「SPRINT」

「リーンスタートアップ」といった⼿法を⽤い短期間でプロトタイプの作成を⾏う。すると、

あるタイミングで既存⾦融機関が提供するサービスと同等か、それ以上の機能を実現する

ことがある。そうすることで既存ビジネスを脅かす存在となるのだ。驚異的なスピードで進

化を続ける新たなサービスが、変われない既存の⾦融機関を駆逐してしまうのではないか、

といった点に注⽬が集まり期待と不安が広がっている。 
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第 2 章 今なにが起こっているのか 

前章では FinTech 誕⽣背景や注⽬を集める理由について述べてきたが、ここではその

FinTech が世の中に対してどのような影響をもたらしているのか⾔及していく。 

 

＜１＞⾦融機能のデジタル化 

FinTech は「⾦融機能のデジタル化」を引き起こしているとされる。そして、⾦融ビジネス

に影響を与える⾦融機能のデジタル化を「お⾦」「情報」「チャネル」「⼈とのつながり」の

４つの観点から分析することができる。デジタル化とは⾔葉通りの意味では「アナログ情報

をデジタル情報に置き換えること」であるが、これによってもたらされる変化とは何か。⼀

例として、情報サイズの⾃由な変更が挙げられる。アナログのお⾦は「1 円」が最⼩単位で

ある。しかし、株価を考えていただければご存知の通り、「0.01 円」といったもっと⼩さい

単位で価格をデジタル情報として扱うことができる。これがデジタル化による変化である。 

①お⾦のデジタル化 

我々は銀⾏⼝座に振り込まれた給料やネット証券の株売買などデジタル化されたお⾦を扱

っている。つまりお⾦のデジタル化はすでに進んでいる領域だが、現⾦取引に関してはまだ

まだデジタル化されていない領域とされている。この現⾦取引をデジタル化するサービス

が次々と⽣まれており、普及した⼀例としてはスイカやナナコなどの電⼦マネーがある。⼀

⽅で、仮想通貨などの「アナログな裏付けのない通貨」も登場した。お⾦がデジタル化され

ることによって、お⾦のやり取りが全て「情報」として記録できるようになる。そして、こ

の情報を分析することで新たなサービスが⽣まれるきっかけとなる。 

②情報のデジタル化 

あらゆるお⾦のやり取りがデジタル化されることで、個⼈や企業の経済活動という「情報」

がデジタル化される。個⼈の経済活動はマネーフォワード(株)を代表とする、家計管理や資

産管理をワンストップで⾏うことにより、⾃⾝の経済状態を把握する PFM(Personal 

Financial Management)サービスで、企業の経済活動はクラウド会計サービスで「情報」の

集約・分析を⾏っている。この経済活動の分析によって得られるものは、その⼈や企業の

「与信能⼒」である。データがリアルタイムで記録されるためリスクが可視化され、新たな

与信モデルが⽣まれた。その結果、前出の Lending Club などではデジタル化された与信能

⼒情報を元に貸出審査を⾏っている。その意味で「情報」のデジタル化は「リスク」のデジ

タル化とも呼ばれている。 

③チャネルのデジタル化 

デジタル化によって現⾦を取り扱う必要がなくなるとチャネルもデジタル化できるように

なる。そもそも現⾦を取り扱うにはいろいろな装置が必要となっていた。現⾦を⼊れておく
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財布、お店であればレジや売上⾦保管の⾦庫も必要となる。現⾦の輸送にも警備会社のトラ

ックを使い、警備員も常駐させる。しかし、お⾦のデジタル化が進めばこれらが必要なくな

る将来も⾒えてくる。⾦融に関わるサービスをネットワーク上の情報のやり取りで済ませ

るのである。ネットワーク上のクラウドサービスと我々の⼿元にあるスマートフォンでほ

ぼすべてのやり取りがデジタル化されたチャネルとして完結する。店舗を持たずスマート

フォン上で銀⾏と同じサービスを提供する Simple やスマートフォンに機器を取り付けるこ

とで決済端末としての機能を提供する Square などが現に存在し、既存の⾦融機関からの顧

客獲得を図っている。 

そしてここで強調しておきたいことは、いかにスマートフォンの普及がデジタル化を促進

させたか(世の中の⾏動様式を変えたか)ということである。2017 年度の総務省・情報経済

⽩書によると、スマートフォンの普及率は 2016 年末時点で 71.8%、モバイル端末全体では

同時点で 94.7%に達している。スマートフォンには様々な⾼度な機能が盛り込まれており、

中でもスマートフォン上で動くアプリケーションの発展を促進する「プラットフォーム」と

しての機能を備えていることで新サービスの誕⽣に⼤きく貢献している。そして、利⽤者の

⾏動を記録するスマートフォンは前出「情報のデジタル化」においても⼤きな意味を持つ。 

④⼈とのつながりのデジタル化 

最後に、スマートフォンの普及に伴って誕⽣した SNS を通じて、リアル社会での⼈とのつ

ながりがデジタル化を遂げた。誰と誰が友達や家族なのかといった⼈とのつながりがデジ

タル情報として記録されるようになったのである。そして、このデジタル化はネットワーク

を通じて「⽣産者・消費者」「提供者・受益者」という垣根を取り去ろうとしている。代表

例としては個⼈がタクシーサービスを提供する Uber が有⼒だろう。Uber は⾞を持ってい

る個⼈がタクシーの代わりに利⽤者を運ぶサービスである。この Uber のドライバーは普段

タクシーの利⽤者であり、Uber の利⽤もしているかもしれない。このように Uber では「提

供者」が時には「受益者」になることもある（このようなサービスを「シェアリングエコノ

ミー」と呼ぶ）。そしてこの「提供者・受益者」の垣根が取り払われる動きは⾦融領域でも

盛んになりつつある。お⾦でいえば「借りる⼈」になることはあっても「貸す⼈」になるこ

とは滅多になかっただろう。しかし、現在クラウドファンディングなどによって、個⼈が貸

し⼿にも借り⼿にもなることができる。直接知らない⼈であっても、その⼈のネットワーク

の⾏動記録から与信能⼒を判断できるようになったからである。⼈とのつながりのデジタ

ル化においても新たな⾦融サービスの誕⽣を⼿助けしている。 

＜２＞⾦融機能のデジタル化が既存の⾦融ビジネスに与える影響 

前節で述べた⾦融機能のデジタル化が進むことにより既存の⾦融ビジネスに 3 つの影響を

与えるといわれている。価格破壊・アンバンドリング・プラットフォーム化である。これら
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はどれも⾦融機関からするとリスクになる要因である。例えば、ロボ・アドバイザーの登場

は資産運⽤サービスにおいて分散投資の世界で価格破壊を引き起こしている。ロボ・アドバ

イザーはスマートフォンビジネスのため店舗等の物理チャネルや⼈件費を必要としないコ

スト構造である。これにより取引⼿数料の⼤幅な引き下げが可能となった（表 2-1）。 

（表 2-1）資産運⽤サービスにおける価格破壊 

 

出所) Forbes Japan (2015)『⽶国で拡⼤「ロボ・アドバイザー」投資の代表的企業』 

アンバンドリングとは第 1 章で紹介した通り機能が「部品」として扱われるため、FinTech

企業が⼀部のサービスに特化している。そして、既存の⾦融機関が改良にかけるコストが⼤

きいところを攻め差別化を図っている。⼀つひとつのサービスを提供する企業がバラバラ

のため煩雑に感じるかもしれない。しかしスマートフォンという「プラットフォーム」を 1

⼈ 1 台⼿にしている現在、スマートフォンを介せばすべての機能を利⽤することが可能と

なり、逆に今まで当たり前だった店舗に赴くことを煩雑と感じる⼈々が増加している。 

プラットフォーム化については Amazon ペイメントの具体例とともに述べていきたい。

Amazon ペイメントは、Amazon の住所情報、クレジットカード決済機能を他の EC サイト

が活⽤できるサービスである。これの利点は Amazon Account で購⼊できる、つまり個々

のサイトにユーザー名や商品送付先、⽀払⼿段などの情報を改めて⼊⼒する必要がない。そ

のため、利⽤者はサイトごとの ID・パスワードを管理する煩わしさから解放される。さら

には⽀払⼿続きが簡素化・⾼速化するため利⽤者にとって便利な機能といえる。⼊⼒の煩雑

さから商品の購⼊に⾜踏みをしていた顧客を総取りすることができる。要するに、利⽤者基

盤やインフラ基盤の集約（プラットフォーム化）を強みに利⽤者獲得を図る⼿法である。⼀

度便利だと感じたサービスから利⽤者はなかなか抜け出せない。SNS などの⼝コミも追い

⾵となり強いプラットフォームがますます強くなる「Winner Take All」現象が⾦融ビジネ

スを直撃すると考えられる。 
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第３章 ⽇本の現状 

前章において FinTech の影響について述べてきたが、中⼼は FinTech 先進国アメリカであ

った。では、⽇本において FinTech は浸透・普及するのか。⽇本の⾦融の特徴を「個⼈の

お⾦に対する⾏動」と「⽇本の⾦融インフラ」の 2 つの側⾯から整理していく。 

 

＜１＞個⼈のお⾦に対する⾏動 

⽇本は貯蓄が中⼼の資産構成である。⽇本銀⾏の資⾦循環統計によると「家計部⾨の保有⾦

融資産」は 2018 年 6 ⽉末において 1,829 兆円にのぼる。その資産構成⽐率をみると「現

⾦・預⾦」が 52.5%と過半数を占める。諸外国と⽐較してみると明らかに「現⾦・預⾦」を

除いた「株式等」の⽐率が低い(図 3-1)。この「株式等」の資産運⽤サポートは FinTech の

⼀⼤領域である。しかし⽇本の場合、⾦融資産構成⽐率から⾒ても積極的な資産運⽤が活発

とは⾔い難い。「貯蓄から投資へ」という掛け声がある中、まだまだ貯蓄が⾦融資産の中⼼

となっている。 

(図 3-1)家計の⾦融資産構成：2018 年第 2 期 

 
出所) ⽇本銀⾏『資⾦循環統計』 

この貯蓄中⼼の⾦融資産構成の⼀因として、⾦融資産が⾼齢者に偏っていることが挙げら

れる。野村総合研究所の『なぜ、⽇本⼈の⾦融⾏動がこれから⼤きく変わるのか？』(東洋

経済新報社, 2015 年)に、⽇本家計の⾦融資産の保有状況を世帯主の年齢別に推計されたデ

ータが掲載されている。これによると、60 歳代で 28％、70 歳以上が 35％を占めており、

この両者を合わせた 60 歳以上の世帯で 6 割強の資産を保有していることとなる(図 3-2)。

この原因として考えられるのは⻑らく続いたデフレ不況の影響だ。デフレ不況において⼗

分な資産形成をする余裕なく壮年期を終えてしまったのが、現在の 45 歳前後の「失われた

世代」と呼ばれる⼈々である。よって、デフレ期が始まる前までに、主に持ち家と貯蓄とい
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う形で資産形成を終えていた⾼齢層に資産が集中してしまったと考えられる。 

(図 3-2) 世帯主の年齢別⾦融資産の保有状況 

 

出所) 宮本 弘之『なぜ、⽇本⼈の⾦融⾏動がこれから⼤きく変わるのか？』 

東洋経済新報社、2015年 

このような⾼齢者への⾦融資産の偏りは貯蓄構造と消費構造のズレを⽣み、経済活動上好

ましい環境とは⾔えない。しかし、⼀⽅で⼦や孫を持つ⾼齢者は相続に対して⾼い関⼼を

寄せているのも事実である（「世代間循環」という）。⾼齢者からの世代間循環による資産

移転は 2015 年を起点とした 10 年間で累計 524 兆円に達するとされる(図 3-3)。現状では

⾦融機関にとって⾼齢者向けサービスを充実させた経営を⾏うことは理にかなっているも

のの、中⻑期的な経営戦略を⽴案する上で FinTech を取り⼊れた取り組みは必要であると

考えられる。 

(図 3-3) 世代間循環による資産移転 

 

出所) 柏⽊亮⼆(2017)『FinTech の発展過程』 
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＜２＞⽇本の⾦融インフラ 

「第２章＜１＞お⾦のデジタル化」で述べたように現⾦取引のデジタル化はまだまだ発展

途上の領域である。そして、⽇本は諸外国と⽐べ現⾦を利⽤するのに適したインフラが整備

されている。全国に設置された ATM は世界トップクラスの設置台数を誇り、治安の良さか

ら国⺠全体の傾向として多額の現⾦を持ち歩くことに抵抗がない。海外では偽札や詐欺の

リスクから⾼額紙幣での⽀払いを拒否する店舗があるものの、⽇本ではカフェでコーヒー1

杯飲む際にもごく当たり前に⾼額紙幣で⽀払いがされることがある。このような環境が整

備された⽇本の決済⼿段⽐率を⾒てみると 2015 年時点で現⾦決済が 49.5%を占め、カード

決済は 16.2%に留まり、FinTech 先進国のアメリカ(現⾦ 15.8%・カード 56.0%)と⽐べ低

いことが読み取れる(図 3-4)。 

(図 3-4)⽇⽶決済⼿段⽐率 

 
出所) 柏⽊亮⼆『FinTech』⽇本経済新聞出版社、2016 年 

デジタル情報を利活⽤する FinTech サービスはこのような環境では真価を発揮しない。⽇

系⾦融機関は⽇々あらゆる電⼦的取引から「情報」を収集しているものの、⺟集団が限定さ

れるため「情報」を⼗分に分析・活⽤できていない。さらには⾦融機関の⼝座情報と⽀出デ

ータの電⼦的な活⽤が必須な PFM (Personal Financial Management)サービスは⽇本にお

いてハードルが⾼く現状のままでは普及が進みにくいといわれている。 

しかし、現⾦主流の⽇本も政策の⼀環として 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック

を⽬標に⾮現⾦決済を推奨している。2014 年 12 ⽉に経済産業省が公表した主な推進策と

して、①海外発⾏クレジットカードでの現⾦の引き出し可能な ATM の普及、②地⽅商店街

や観光地等でのクレジットカード決済端末の導⼊促進、③公的納付⾦の電⼦納付普及が挙

げられる。結果、⽇本での⾮現⾦決済の利⽤は 2015 年以降拡⼤傾向にあり、プリペイドカ

ードを中⼼とした電⼦マネーは諸外国と⽐較しても浸透しつつある。 
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＜3＞⽇本で進む FinTech1.0~2.0 

①独⾃コイン：メガバンクの「キャッシュレス」構想 

みずほ FG と MUFG では独⾃コイン発⾏を志向している(表 3-1)。 

(表 3-1)メガバンクの独⾃コイン 

 
出所) 柏⽊亮⼆(2018)『FinTech によって激変する競争環境』 

独⾃コインがもたらす付加価値をみずほ FG「J-Coin 構想について」の資料によると以下の

ようにまとめている。 

1-ユーザー：他電⼦マネー以上の「利便性」と「お得」の享受 

2-加盟店：売上機会の拡⼤と店頭決済の⾮現⾦化によるコスト抑制 

3-⾦融機関：データビジネスにおいて銀⾏の中⽴性を活⽤した主導的な地位の確保 

4-政府：マネーロンダリング・脱税の抑⽌ 

(図 3-5)期待される経済効果 

 
出所) みずほ FG(2018)『J-Coin 構想について』 
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これら独⾃コインが普及されることによる経済効果は⼤きく合計 10 兆円を超える規模の経

済効果ポテンシャルを持つとされている(図 3-5)。 

 

②RPA (Robotics Process Automation)：ふくおか FG 

RPA とは、「⼈間のみが対応可能と想定されてきた作業、もしくはより⾼度な作業を、⼈間

に代わって実施できるルールエンジンや AI、機械学習等を含む認知技術を活⽤し、業務を

代⾏・代替する取り組み」である。端的に述べれば「定型作業を⾃動化するアプリやツール」

の活⽤を指す。ふくおか FG では RPA 推進プロジェクトの⽬的を⼀連の既存業務の⾒直し

と位置付けている。重複借⼊れの防⽌や不良債権者排除の観点から、新規融資案件の初期段

階で営業店から依頼するルーティン業務の RPA 化を実現した。この RPA 化により、本部

のイントラネット検索作業が⼤幅に削減(年間 3,600 時間、スタッフ 3,3 ⼈分)されるだけで

はなく、営業店は当⽇中に回答が得ることができ(従来は 2 営業⽇後であった)、顧客への融

資回答スピードも迅速化された(図 3-6)。 

(図 3-6)ふくおか FG：RPA の導⼊事例 

 

出所) ふくおか FG(2017)『FFG×RPA 取組のご紹介』 

----------------------------------------------------------------- 

③ライフログの活⽤：三菱 UFJ 信託銀⾏ 

今現在、三菱 UFJ 信託銀⾏が「D-PRIME」と呼ばれる、顧客のライフログ（SNS に記録さ

れている様々な情報を指す）をもとに資産運⽤を⾏うサービスを経済産業省に許可申請を

⾏っている。 
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第 4 章 銀⾏の⽬指すべき姿 

<1> 銀⾏ビジネスのシナリオ 

⽇本における FinTech サービスの適合は現段階で難しいとされるものの、サービス普及の

条件は整いつつある。普及が進むと諸外国同様、既存の⾦融機関は存続を脅かされることに

なってしまうのか。FinTech の普及により銀⾏業が変容していくパスとして以下 5 つのシ

ナリオを国際決済銀⾏に事務局を置くバーゼル委員会が 2017 年に公表している(表 4-1)。 

(表 4-1) バーゼル委員会が想定するシナリオ 

 
出所) 久光孔世留・⼭⽥隆⼈(2017)『FinTech 時代の銀⾏のリスク管理』 

既存の銀⾏の収益構造は、Better Bank を除いた 4 つのシナリオでは FinTech 企業の参⼊⾒

合いで劣化していくことが明らかである。持続可能性の⾯から⽇本では、Better Bank レベ

ルのシナリオを⽬指して各銀⾏が対応を急いでいる。 

<2> 既存の銀⾏が準備しておくべきこと 

⼤企業が破壊的イノベーションの対応に遅れをとってしまうのは前出の「イノベーション

のジレンマ」によるものである。新興企業は破壊的イノベーションそのものであり、その破

壊的イノベーションに対応する⽅策が既存の⼤企業には求められている。クリステンセン

によると「資源」「プロセス」「価値基準」の３要素に分解し、それぞれの変⾰と活⽤が必要

だという(『イノベーションへの解』翔泳社,2003 年)。 

「資源」とは、いわゆる「⼈・モノ・⾦・情報」といった企業が利⽤するあらゆるリソース

を指す。 

次に「プロセス」とは、仕事を進める上でのルールや⼿順、考え⽅までを含んだ概念を指す。

⼤企業にはこの「プロセス」の獲得が必要であり、「破壊的イノベーションを⽣み出せるよ

うな能⼒を内部組織に持つこと」が求められる。 

最後に「価値基準」とは、組織の⾏動の優先順位を定める基準のことを指す。この「価値基
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準」は「資源・プロセス」のあり⽅を決める最も根源的な要素となるため重要視されている。

既存の⼤企業は、往々にして「利益率」と「市場規模」が最も重要な「価値基準」になりが

ちである。しかし、この「価値基準」こそが「イノベーションのジレンマ」を⽣み出すメカ

ニズムの引き⾦になる。つまり、従来の「利益率」や「市場規模」だけに捉われない新たな

「価値基準」の構築が求められる。 

これら３要素の活⽤によって以下のような対抗策を講じることが可能となり、その結果「破

壊的イノベーション」への対応⼿段になるとクリステンセンは述べる。 

① 破壊的イノベーションに対応可能なプロセスと価値基準を持つ「外部組織の買収」 

② 現在の組織のプロセスと価値基準を変⾰する「社内改⾰」 

③ 既存⼤企業の組織の理論と切り離した新たな「別組織の設⽴」 

アメリカの⾦融業界では FinTech 企業との競争が激しいため、これらの対抗策を念頭に業

界全体が⼤きく変わろうとしている。⼀⽅、⽇本の⾦融業界は FinTech 企業が参⼊する段

階には到達しておらず、⾦融機関の⽅針としても Better Bank レベルのシナリオ描いてい

る。このシナリオを実現させるためには FinTech 企業の参⼊が少ない現段階から「破壊的

イノベーション」を想定した対策を講じつつ⼗分な⼟台を築き上げ、参⼊が⾒込まれた時に

は迅速な対応ができる俊敏な経営判断が求められる。 

FinTech 企業は既存の銀⾏から⾒れば脅威となるのは間違いない。しかし、FinTech そのも

のは銀⾏の存続を脅かすものではなく、経済を活性化させ顧客のあらゆるニーズを引き出

すツールであり銀⾏の新たな武器となる。常に新しい価値を取り⼊れ発展させていこうと

する柔軟さを既存の銀⾏は獲得すべきである。銀⾏の持つ価値を再確認し、FinTech と共存

していくことが Better Bank シナリオの実現へとつながり、銀⾏の⽬指すべき姿・⽣き残る

道であると私は考える。 

<3> 【私案】資産運⽤分野の特化 

前節において触れた⽇本の銀⾏が持つ価値とは、「信頼」である。⽇本の銀⾏は顧客からの

「信頼度」が⾼いからこそ現状のサービスが成り⽴っており、「⾦融サービスは無料」とい

う特有の⽂化も存在する。⼀⽅、アメリカは軒並み「信頼度」が低く、結果 FinTech 企業

の参⼊につながったのは第 1 章で述べたとおりである。つまり、既存の銀⾏の存続におい

て「信頼」は⽋かせない価値基準となる。この「信頼」を⽤いて既存の銀⾏が収益を上げら

れる分野には資産運⽤分野があり、私は資産運⽤分野の基盤を厚くすることが銀⾏の存続

に不可⽋であると考える。根拠としては、⾦融機能のデジタル化の影響により様々な分野で

縮⼩を始めた国内の銀⾏であるが当分野に関しては不動の収⼊源となっていること、第 3 章

で述べた世代間循環と近年の年⾦政策に対する若者の不安によって「貯蓄から投資への転

換」が想定されるため今後も成⻑分野であること、海外ではアンバンドリングにより価格破
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壊が起きているが⽇本においては投資が主流でないため FinTech 企業の脅威は現段階であ

まりないことの 3 つを挙げる。 

そして、資産運⽤分野は⾦融業務の中において AI(⼈⼯知能)技術を最も活⽤できるという

点で FinTech を発展させやすい。また、現段階の参⼊が少ないからこそ既存の企業が先⼿

を打って対策を講じることができる。⾦融領域での AI 活⽤(以下「FinTech AI」とする)と

しては、以下のようなものがある(表 4-2)。 

(表 4-2) ⾦融領域での AI 活⽤分野 

 

出所) 柏⽊亮⼆(2017)『⾦融機関の AI 活⽤の実務的側⾯』 

これら AI による技術発展は銀⾏の資産運⽤分野に⼤きな利益をもたらす。端的に述べれば

効率化が進み、正確性が増すのである。顧客にとってはスマホによるチャネル化がますます

進み、時間の節約や若者の取り込みにもつながる。 

これらの技術は FinTech 企業も獲得することが可能だ。そして、彼らは今まで⾒てきたよ

うな「破壊的イノベーション」で短期間に急成⻑を遂げるかもしれない。しかし、既存の銀

⾏と FinTech 企業には決定的な「信頼度」の差が存在する。企業それぞれに「価値基準」

があるように顧客⼀⼈ひとりにも「価値基準」が存在する。それぞれ違った「価値基準」を

持つ顧客であるものの「信頼」という価値は経済環境において誰しもが潜在的にもち合わせ

る⼀つの基準となる。スマホ 1 つで資産運⽤ができる近い将来、同じスマホでも「今まで⼝

座を持ってた銀⾏」にするのか「最近 CM で⾒る FinTech 企業」にするのかは顧客の「信

頼」に帰属するであろう。 

以上のように、顧客からの「信頼」を最も有効活⽤できる⼀⽅で FinTech AI の発展が⽬覚

しい当分野への特化は既存の銀⾏が選択すべき道である。⽇本の銀⾏が FinTech 企業の参

⼊を防ぎ、⻑期にわたって存続するための⼿段は資産運⽤部⾨にある。 
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おわりに 

第 1 章において FinTech の定義を固め、第 2 章では FinTech が世の中に及ぼす影響につい

て⾔及した。FinTech 先進国・アメリカとの違いを第 3 章で考察し、環境の違いなどから⽇

本の発展はこの先に起こる事を⽰した。そして最終章では、Better Bank シナリオに向けた

銀⾏のこれからの⽅向性を述べるとともに、資産運⽤分野の発展が銀⾏にとって必要な選

択であると結論づけた。 

「FinTech は既存の銀⾏の敵か味⽅か」、私の結論は後者である。「FinTech 企業」は既存の

銀⾏にとって脅威になりうるが、「FinTech」は活⽤次第で銀⾏の強⼒な武器となる。その

ためには、「信頼」という価値に重きを置き、顧客との密接な関係の維持が必要だという事

も先に述べた通りである。 

しかし、FinTech の発展においては本論⽂では⾔及してない「法規制」という問題がある。

⽇本の現法では⾦融に対する規制は諸外国と⽐較しても厳しい。これは、既存⾦融機関の改

⾰を抑制している⼀⽅、⾦融業界の参⼊障壁を⾼く保ち新規参⼊を防いでいる要因である

のも事実だ。法規制の緩和に関する議論はあるものの、当年においては⼤きな変化がなかっ

たため本論⽂では⾔及しなかった。但し、法規制の動きは FinTech に携わる全ての⼈々が

注⽬している事項であるため今後の課題としたい。 

法規制の動きが如何なるものであっても、⽇本国⺠の銀⾏への信頼は厚い。この信頼だけは

揺るがされることなく、この先も顧客のニーズを満たす FinTech を⽤いた新たなサービス

を展開することによって、既存の銀⾏は⾼度化を果たすだろう。Better Bank への道のりは

険しいものの、今後の発展は⾦融機関・国⺠・経済環境にとって⼤きな利益をもたらすもの

となるだろう。来年度、銀⾏に⼊⾏する私もその⼀員として、銀⾏の明るい将来を創ってい

きたい。 
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