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種だ︒一方で︑現在のシス
テムを全面的に刷新せず︑
拡張性のあるモジュール構
造を持つ最新システムを採
用すれば現行システムと統
合ができ︑この問題を解決
できる︒ＡＰＩ︵Ａｐｐｌ

た銀行の新たな取り組みが 少に伴う収益機会の縮小を

従来のサービスの枠を超え 求められる︒例えば人口減

クオフィス業務は極力イン

は︑従来の支店窓口とバッ 術である︒

地方銀行の先行き
地域銀行は現在︑多くの

出現してきている︒銀行の 補う収益向上では︑ミレニ

ターネットを介したモバイ 銀行が足を踏み入れなかっ

Ｐｒｏｇ

課題に直面し岐路に立たさ

デジタル化をテーマとした アル世代と呼ばれる幼い頃

ル・ＰＣバンキングに移行 た多くの分野において︑迅

Ｉｎｔｅ

れている︒さらに進む少子

﹁デジタルバンキング﹂と からインターネットやデジ

ｉｃａｔｉｏｎ

高齢化と人口変動は︑銀行

﹁ Ｆ ｉ ｎ Ｔ ｅ ｃ ｈ ﹂ で あ タルデバイスを日常で当た

ｒａｍｍｉｎｇ

の従来の収入構造に大きな

し︑支店は資産運用や住宅 速に費用効率を抑えたかた

る︒

影響を与えている︒また︑
る︒これまで考慮していな り前のものとして利用して
ローン︑法人融資などのコ ちで新サービスを一気に展

検討すべき点は︑顧客を中

ただし︑ここで経営層が

開できるようになる︒

そうなるとこれまで地域

そして﹁コスト削減﹂で ｒｆａｃｅ︶と言われる技

長期的な経済の低迷による
かった市場を新たに開拓︑ いる世代の囲い込みと︑個

法人個人からの借入需要の

速に減少し︑マイナス金利

低下も相まって利益幅も急

による預貸率の低下で地域

商品群の拡大や差別化を図 々の取引の深掘りが重要な
引の

もう一つ地域銀行がデジ での

変えてしまうことだ︒

倍︑オンライン取引

ンサルティングオフィスに 取引での費用はモバイル取

ある報告書によると店舗

になる︒

実現させる新技術への理解

心としたサービスとそれを

ことが予想される︒

銀行への圧力は加速される

デジタルバンキングへの
取り組みが分かれ道

困難な点はこれだけに留

点になる︒双方向のコミュ

まらない︒コンプライアン
スや規制関連への注目は高

ニケーションをＳＮＳや多

倍になると推測され

タル化に向かう中で障壁に ている︒少子高齢化時代︑

り︑収益創出を実現させて

挙がるのは︑レガシーシス 労働力の不足を考えてみて

まり︑技術そのものも進化

岐に渡るベンダーが提供す

し︑迅速に対応できた銀行 いく︒この広がりで業界は

るビッグデータと連携して
いくと︑顧客のライフサイ テムである︒システムの刷 も各行におけるデジタル化

と対応に遅れた銀行が区別 変革期へ入ったとも言われ

地域銀行が生き残りをか

され︑変革を起こす銀行の ている︒
みが生き残れる時代を迎え
クルや嗜好にあわせた金融 新には莫大な投資が必要に に向けた新たな戦略を描く

年

サ ー ビ ス が 提 供 可 能 に な なり︑経営者層には悩みの 時期が押し寄せている︒

ける取り組みとして﹁収益

グローバルを見渡すと︑ 向上﹂と﹁コスト削減﹂が

インターネット生保先駆けのライフネット生命は開業
目を機に﹁第二創業﹂を迎えた︒スイス・リー︵再保険︶や

左︒２０１３年からトップを務める岩瀬大輔社長は﹁フット

ＫＤＤＩの出資は世界でも類を見ないビジネスへの期待の証

ＫＥＹ パーソン に
聞く

全国信用金庫協会は７月
日の理事会で２０１８年度の
信金イメージキャラクターに
咲坂実杏︵さきさか・みあ︶
さんの採用を決めた︒
咲坂さんは静岡県出身の
歳︒昨年の﹁スターダスト第
１回女優オーディション﹂に
合格︑合格後すぐにＴＢＳド
ラマ﹁ＡＬＩＦＥ〜愛しき
人﹂にレギュラー出演した期

からバトンを受け︑今後４年

門にもなっている︒有村さん

ャラクターはスターへの登竜

でブレークするなど︑業界キ

村架純さんはＮＨＫの朝ドラ

キャラクターを務めてきた有

参加している︒

に役職員約８２００人が

イベント﹁逸品ラリー﹂

道の駅連絡会が主催する

アンスは７月 日からの

行で構成する四国アライ

︻大阪︼四国の地銀４

待の新人︒これまでイメージ

間︑協会発行の機関誌﹁信用
金庫﹂の表紙を飾り︑共同調

て地域経済の繁栄に寄与

道の駅の活性化を通じ

ある四国の道の駅で

する狙い︒

整ポスターなどにも登場す
る︒
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のスイーツ購入や体験で
スタンプがもらえ︑５駅
分集めると特別な道の駅
の土産が当たる︒﹁イベ
ントに企業から参加の申
し出があったのは初めて
でありがたい﹂︵四国道
の駅連絡会事務局︶
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認証技術を開発︒２社共同で

ート︵東京・千代田︶と金融 で︑認証は複数の要素が求め
機関向けの本人確認ソリュー られる︒多要素相互認証技術
ションとして彩紋とＱＲコー は本人確認の際に必要な指紋

印刷された彩紋とＱＲコード

トフォンで撮影する︒これで
対象者への郵便物の真贋性︑
発行者の署名検証︑有効期間

止︑本人性認証全てが同時に

の処理︑リプレイ攻撃の防

昌栄印刷の彩紋は細密印刷

済む︒

線の細さや太さなどがそれぞ

今後は﹁本人確認書類の郵

の金銭チャージ処理︑電子選

ら送付されたＤＭの通知書に きる﹂︵昌栄印刷︶という︒

本人確認のため金融機関か 挙投票など新分野にも応用で

を組み合わせた＝写真︒

のトークンを含むＱＲコード ットの有効処理や電子マネー

﹁彩紋﹂とデジタル署名済み 送だけでなく︑イベントチケ

ルセキュリティー印刷技術の

特許出願中の技術はデジタ れ違う︒

数の要素で構成する︒

情報﹂︑知識情報といった複 のひとつで︑偽造防止のため

番号やＩＣカードなど﹁所持

ドを組み合わせた多要素相互 や静脈の﹁生体情報﹂︑電話

を組み合わせた図柄をスマー

昌栄印刷、
金融機関向けに開発
︻大阪︼昌栄印刷︵大阪
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幼少期を英国で過

四国アライアンス
24
28

39

いわせ・だいすけ

□□□

●●●●●●●●●●

なりすましなどが増える中

市︶は︑資金決済や送金シス 特許を出願した︒

パートナー企業も増えてい

テム開発などのカレンシーポ

︱

サポートする給付金と︑治療に伴う 場も設けるなど︑多岐にわたる顧客

付金とダブルで保障する︒﹁お金を

る︒

参入生保も増えたがシェアはまだ
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32

36

40

□□□□□□□

ごし１９９８年東大法卒︒ボストンコ

□□□□□□□□□□

ンサルティンググループなどを経て︑

□□□□□□□□□□ □□□□

●●●●●●●●

彩紋とＱＲコードで本人確認

●●●●●●●●

休職︑時短による収入減に備える給 接点はどこにも負けないと思う︒

渡して終わり﹂ではなく︑家事代行

保険やがん保険は保険ショップのほ

わずか︒フィンテックの流れで金融

29

33

ワーク軽く他社がやらないこと︑世の中にないことをやりた
い﹂と︑ベンチャー精神は健在だ︒

年間の変化は︒

た︒当初はパソコンでシンプルな生

サービスといった生活支援の情報も

社会環境も技術も大きく変わっ

︱
保商品を低価格で販売する︑という

１００％のデジタル対応では かけ︒ＫＤＤＩとのパートナーシッ

議でＣＥＯと意気投合したのがきっ

スイス・リーとは 年のダボス会

モデルだったが︑今はスマートフォ

提供する︒

プも﹁どうやって知ってもらうか﹂
ていねいな説明が必要な就業不能 への挑戦だ︒

ない︒

︱

ンが主流︒手のひらでつながり契約
者との距離感が近くなった︒﹁共働
きの子育て世代の生活をテクノロジ

けんの窓口でも扱う︒コールセンタ

ーの活用で便利に﹂が使命のひと
つ︒昨年から申し込みや給付金請求

ーでも資料請求や保険相談ができ

ネット生保の今後の行方は︒

手続きをスマホで完結できるように

︱

した︒ＬＩＮＥ上でやり取りができ

急速に進んでいる︒方向は間違って

のデジタル化︑キャッシュレス化が
今月からがん保険もラインア 融 合 す る ︒ が ん に 関 す る 研 修 も 行

﹁いい塩梅﹂でアナログサービスと

︱

いない︒テクノロジーを活用して︑

るサービスも評判が良い︒

い︑オペレーター自身が当事者意識

最近ではがんと診断されても治療 を持ち対応する︒３カ月に１回は︑ 死亡︑医療︑就業不能︑がんの４商

ップした︒

を受けながら７割が働く︒治療費を 役職員がご契約者のお声を直接聞く 品を多くの人に届けていきたい︒
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1983年 情報機器専門商社を経て、DEC、EDS、Microsoft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。2012年にオラクルフィナンシャルサービスソフトウェアPte Ltd.入社。現在は同社リージョナ
ルセールスディレクター。東京都出身、〓〓歳。
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ハーバード大経営大学院に留学︒日本
人では４人目の上位５％の成績で修了
︵ベイカー・スカラー︶ＭＢＡ取得︒

年から現職︒埼玉

２００６年副社長としてライフネット

歳

生命を立ち上げ︑
県出身︑

13

10

ようとしている︒

手のひらでつながる」近さで
「第二創業」
ベンチャー精神なお健在

41

ライフネット生命 岩瀬大輔社長
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