を採用しており︑米国︑インド︑
シンガポール︑韓国が含まれる︒
シンガポールでは︑規制当局が
オープンバンキングを支援する
﹂を 発 行 し︑ ５
﹁ API Playbook
社にバーチャルバンキングライ
センスの発行を計画している︒
一方︑規制主導型のアプロー
チを採用する国では︑銀行が準
拠するオープンバンキングの体
制や基準は規制当局が主導する︒
欧 州 連 合︵ Ｅ Ｕ ︶︑ 英 国︑ 豪 州︑
香港などがこのアプローチを採
用しており︑英国では︑大手銀
行９社と住宅金融組合に対し︑
第三者プロバイダーによる個人
と小企業の預金口座へのＡＰＩ
アクセスを可能とすることを義
務付けられている︒
諸外国の中でオープンバンキ
ングが進んでいるのが英国と豪
州だ︒英国の香港上海銀行︵Ｈ
ＳＢＣ︶は︑ＡＰＩ連携により︑
個人金融管理アプリケーション
﹁コネクティッドマネー﹂を開
発した︒利用者はこのサービス
を使うことで︑英国の の銀行
の預金口座︑クレジット︑住宅
ローンの状況をアプリ上で同時
に確認できる︒ＨＳＢＣはこの

サービスにより︑１年で
万ユーザーの獲得に成功し
ている︒
世界初のデジタルバンク
とされる豪州のユーバンク
は︑同業他者の支出や予算
を比較できる﹁ピーブル・
ライク・ユー﹂や︑豪州初
のロボアドバイザーである
﹁ロボチャット﹂が住宅ロ
ーンや借換え等の申込みの
承認を数分で判断する革新
的な審査製品を導入した︒
この結果︑最大１万人／月
の顧客を獲得し︑２年間の
顧客獲得目標を６カ月で達
成している︒また︑顧客の
預金口座開設プロセスを︑
従来の２日からわずか５分
に短縮することに成功した︒
豪州ではほかにも︑合計
のチャレンジャーバンク
が登場し︑革新的な製品・
サービスを提供している︒
例えば︑Ｔｙｒｏ︵タイロ︶
は︑中小企業顧客がデビッ
トカードでタッチ決済を行
うことを可能とするデジタ
ル支払いサービス﹁タップ
＆セイブ﹂を提供している︒
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世界で進む
オープンバンキング
国内外の金融サービスにおけ
る展望が変わりつつあり︑従来
のビジネスモデルやＩＴアーキ
テクチャーにとらわれない革新
的な銀行モデルが出現している︒
こうした変化には︑インドの大
手通信事業者エアテルや中国の
テンセントといった技術系最大
手企業による金融サービス分野
への参入︑バーチャルバンキン
グライセンスの発行︑そしてオ
ープンバンキング規制等が起因
している︒アジア太平洋地域を
見ると︑シンガポール︑香港︑
マレーシアがバーチャルバンキ
ングライセンスの分野でリード
し︑こうした国々によって競争
とイノベーションが後押しされ
ている︒
諸外国におけるオープンバン
キ ン グ は︑
﹁市場主導型﹂と
﹁規制主導型﹂の２通りのアプ
ローチに分けられる︒市場主導
型は︑正式なオープンバンキン
グ制度︑すなわち強制的な制度
を有することなくオープンバン
キングを進展させるアプローチ
21

オープンＡＰＩは
銀行の脅威ではなくチャンス

銀行は第三者プロバイダーと連携して
新たなエコシステムを形成せよ

オラクル・ファイナンシャルサービス・ソフトウエア
リージョナルセールスディレクター 宮國 均

13

30

銀行に求められるオープンＡＰＩ戦略

このサービスを通して︑Ｔｙｒ
ｏは２万社を超える中小企業向
けに預金や無担保ローンなども
提供︒ 年には１００億米ドル
以上の支払い取引を処理し︑１
億２１００万米ドルの収益を上
げた︒

顧客満足度が低い
日本のデジタルバンキング

５段階評価：１が最低、５が最高
5

3.7

3.1
日本
2.5
アカウント 支払い＆ パーソナル／ ホームローン／ パーソナル
ライフスタイル 住宅ローン ファイナンス
開設
送金
ローン
管理・投資

日本も規制主導型アプローチ
を採用しており︑２０１８年６
月施行の改正銀行法では︑フィ
ンテック企業等の第三者プロバ
イダーが接続できるＡＰＩの開

発を金融機関の努力義務として
いる︒日本の銀行の ％が 年
までにＡＰＩを導入することを
目標にしているが︑デジタル時
代の中で競争力を保持するため
にはもう一段の変化が必要だ︒
実際︑オラクルの調査では︑日
本の銀行の顧客は世界の銀行の
顧客と比べて︑デジタルバンキ
ングに対する満足度が低い︵図
表 ︶︒ 調 査 対 象 と な っ た ５ 業 務
の 顧 客 満 足 度 を 見 る と︑﹁ 住 宅
ローン﹂や﹁個人金融マネジメ
ント﹂といった複雑な取引で満
足度の低さが目立つ︒
デジタルバンキングは使い勝
手が悪ければすぐに離脱されて
しまうため︑顧客のライフサイ
クルをしっかりと把握したサー
ビスが求められる︒つまり︑顧
客満足度の向上には顧客の利便
性やメリットをさらに追求し︑
インターフェースの改善と顧客
のライフサイクルに合うカスタ
マイズされたサービスを提供す
ることが肝要だ︒
ただし︑これは金融機関が単
独で実現することは困難だ︒第
三者プロバイダーと連携するこ
とで︑例えば従来のサービスで

は提供できていない結婚︑住宅
取得︑子どもの入学といった顧
客のライフサイクルのタイミン
グに関するデータを取得するこ
とが可能になり︑先回りして必
要なローン商品などを提案でき
るようになる︒つまり︑銀行に
とってフィンテック企業の成長
性やＡＰＩ連携は︑脅威ではな
くチャンスに変わるはずである︒

乗り遅れたら
市場から退出も
近い将来︑消費者が中心とな
るエコシステムが形成されたら︑
車の購入者がカーディーラーを
訪問すると︑各顧客にパーソナ
ライズされたクレジットオファ
ーやディスカウント情報が提供
され︑顧客は即座に自動車ロー
ンの分割払いプランを受け取る
ことができるようになるだろう︒
こうした世界は︑位置追跡と過
去の購買行動のデータに関する
ＡＰＩによって実現される︒
これからの銀行は︑さまざま
なデータを統合して多様なシナ
リオに適応したサービスを提供
できるＡＰＩ戦略を持たなけれ
ば︑収益を失う可能性が出てく

る︒顧客とのエンゲージメント
に必要なオープンＡＰＩの取組
みが遅れる結果︑銀行は消費者
のエコシステムから外れてしま
い︑市場からの退出を余儀なく
される恐れもある︒
諸外国におけるＡＰＩ連携の
事例が示すとおり︑日本の銀行
もＡＰＩによるデジタルサービ
スを積極的に採用し︑顧客のお
金に関するライフスタイル全体
を支えるデジタル戦略に動き出
すことが求められている︒今後
も銀行には︑マーケットシェア
を獲得し続けるために︑より付
加価値があるサービスを第三者
プロバイダーと創造し︑顧客が
中心となる新たなエコシステム
の形成を実現していただきたい︒

みやくに ひとし
情報機器専門商社を経て︑ＤＥ
Ｃ︑ Ｅ Ｄ Ｓ︑マ イ ク ロ ソ フ ト に
おいて金融サービス業界への営
業・マーケティング業務に従事︒
年オラクル・フィナンシャル

サ ー ビ ス・ ソ フ ト ウ ェ ア 入 社︒
現在はリージョナルセールスデ
ィレクター兼日本オラクルＦＳ

ＧＢＵセールスディレクター︒
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世界と日本の顧客満足度の比較
〔図表〕
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