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現在日本の地域銀行は多くの
面において脅威と課題に直面し
岐路に立たされています。

更に進む高齢化を含む人口の
変動は銀行の収入源に大きな
影響をもたらしています。また、経
済の低迷を背景に、借入需要
の低下と相まって利益幅も急速
に減少しています。

これまで日本の地方銀行は、手元資金を活用した収益創出においては革新性に欠
けていました。日銀のマイナス金利に直面した現状や、低い預貸率を考慮すると、
地方銀行への圧力はさらに増大することが予想されます。しかし、困難はそれだけで
は終わりません。コンプラアンスや規制関連への注目の高まりと共に、技術そのもの
が進化し、迅速な対応を図った銀行と対応に遅れた銀行が区別され、迅速な対応
を図った銀行のみが生き残る可能性が高まってきています。

しかし、これらの課題によってこれまで考慮していなかった市場を開拓し、商品群の
拡大や差別化を図ることから進出できるチャンスが存在しています。

地方銀行はこのチャンスを最大限に活用するために、以下の重要な側面において 
戦略的な構造改革を行う必要があります。

日本銀行によるマイナス金利適
用に対する決定は、ここ数年続
くこれらの課題に追い打ちをかけ
るものでした。リテール部門および
特に中小企業を中心とした法人
部門への貸付事業を維持してき
た地方銀行にとって、この決定は
さらなる圧力となる可能性があり
大きな後退となります。ここ3年
間で合併を余儀なくされた銀行
はほんの一握りでしたが、一方で
最近の展開によってこの動向は
さらに弾みがついていくことが予測
されます。

導入

管理通貨、外国為替取
引、上場先物、有価証
券、資産管理などの新
たな分野におけるニーズ
を満たす価値訴求の
拡大。

トレンドに対応した最新
サービスの提供。モバイ
ル・オンラインチャンネル
を活用した一貫したオン
ラインエクスペリエンスの
提供。

現在の顧客グループの
枠組みを超え、ミレニア
ル世代や大企業など新
しい市場分野へのターゲ
ット拡大。



地方銀行が進展する上での障壁となっている1つに、現在多く地方銀行で使用
されているレガシーシステムがあがります。

これに対して拡張性あるモジュール構造を持つ最新のシステムは、トレンドに対
応し新たな商品案を展開するだけでなく、地方銀行が新たなターゲットとしたい
顧客への理解を深める上でも極めて重要な要素となるでしょう。オラクルのソリュ
ーションは現行システムと統合できるため、現在のレガシーシステムを全面的に取
り替える必要はありません。

Oracle FLEXCUBE Universal Banking Solution（UBS）は、主要な
資産と負債の全てにわたる商品プロセスを統合するモジュールで構成された、
多通貨コアバンキングソリューションです。安定性、敏捷性、拡張性を備えたこの
ソリューションは、従来のニーズへの対応はもちろん、さらには地方銀行が革新的
な新商品を創出し、次の段階での成長を実現するための確固たる基礎となりま
す。

Oracle Banking Digital Experience（OBDX）は最新の金融業界の
基準にマッチしたオムニチャネルプラットフォームです。選択したチャンネルを問わず
、お客様の利益となる250以上のサービスを提供しています。

OBDXのプレゼンテーション層はサービス層から分離し、サービス層に影響を及ぼ
すことなく変更することができます。また、プレゼンテーション層に関係なく、新たな
ビジネスサービスを導入することもできます。 

オラクルの製品戦略は金融業界に変革をもたらし、トレンド
に対する地方銀行の取り組みをサポートします。



Oracle FLEXCUBEは顧客本位主義を第一原則とし、預金、貸付、貿易金融、与信限度
額管理、担保管理などの銀行と顧客との関係全体、およびクレジットカード、投資信託、
保険など対外関係全体を1つの画面で確認することができます。顧客本位主義は顧客の
重複も防ぎ銀行の全部署が顧客に関する同一情報にアクセス可能です。銀行の窓口係は
システム操作の権限を付与され、複数取引にわたって顧客のセッションを維持できます。顧客
にとっては、ワンポイントへのコンタクトで全てのニーズを解決できる利便性を得られます。

行員向けダッシュボードは担当職務ベースになっていて、幹部行員は意思決定を促進するリア
ルタイムでの手掛かりを得ることができます。貸付担当者は顧客の取引ステータス、保留中の
貸付、例外、監視項目にアクセスでき、その一方、貸付管理者は保留中の取引や例外など
別の情報にアクセスできます。OBDXソリューションを使用してサービスを拡充することによって、
オンラインやモバイルなどのチャンネルを統合したシームレスで一貫性のあるオムニチャネルエクス
ペリエンスを顧客に提供できます。最終的にデジタルアクセスの利便性を備えた複数方面にわ
たるより優れたサービスを提供することが顧客維持の向上につながります。

またそれと同時に、顧客の要望はより強くなり、ワンストップサービスの実施、各顧客特有の
要望への対応、専門知識をすぐに利用できる利便性、迅速なサービスと問題解決が強く求め
られるようになります。これらのトレンドは差し迫った課題と受け取ることもできますが、より優れ
たサービスの提供やリレーションシッププライシング導入のチャンスと受け取ることもできます。
その際、オラクルのFLEXCUBEによって、他との差別化を図ることができます。FLEXCUBEのリ
レーションシッププライシングモジュールを活用すると、潜在的な価値と利益に基づいて顧客を
区別することが可能です。

顧客のレベル分けは銀行が定めることができ、リレーションシッププライシングは預金、貸付、貿
易金融、支払において提供できます。 

顧客の
理解、
チャンスの
理解

   プライスウォーターハウスクーパーズ、Survival and success: Securing the future for Japanese banks、2014年。1

日本の人口高齢化は今後さらに進
むことから（2060年までに日本の
60歳以上の人口の割合は、現在
の25％からさらに増大し40％にな
る見込み）銀行は商品の見直しと
改善が不可欠です。人口変動によ
って、資産運営・資産管理商品およ
び資産の世代移行に対応するソリ
ューションへの需要が高まることが
予想されます。カスタマイズソリュー
ションの需要がますます増え、顧客
と分析結果を全体的にしっかりと
見渡せる技術プラットフォームが
必須になります。 
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先進的な分析によって、顧客か
らの要望が高まると予想される
商品の設計・供給を促進でき
ます。Oracle FLEXCUBE
UBSの主な機能の1つに、ソリ
ューションを実現するための設定
可能なルール群とパラメーターが
あります。それらを用いて、革新
的な金融商品を開発すること
が可能です。銀行は通貨、
支店、顧客の業務分野に関す
る必須条件を特定し、当座貸
越や小切手処理などの資格を
割り当てることができます。また、
銀行全体における手数料、
料金、回収、適用される例外
も設定でき、金利以外の
収入源をより拡大することが
可能です。

さらには、銀行のITチームはベン
ダーに依存することなく、Oracle 
FLEXCUBEの拡張性のあるツ
ールキットを活用して直接かつ
簡単にアプリケーションを変更で
きるため、商品提供までの時間
を大幅に削減できます。このツー
ルを活用することにより、ビジネス
や法的要求事項へも迅速に対
応できます。また、オープンな
開発環境のため、銀行は新しい
ビジネスロジックや関連ユーザー
インターフェースを構築し、既存
アプリケーションの動作を変更し
て別のシステムと短時間で統合
することが可能です。 

これにより、銀行は8～10ヶ月要
した商品の市場投入を、わずか
8～10週間に飛躍的に短縮し、
従来の約4分の1の時間で行う
ことが可能になります。 

OBDXを活用することで、銀行
は250種類のソリューションを直
ちに利用可能な上、さらには
Apache Cordovaプラットフォー
ムを使用して新たなハイブリッドア
プリケーションの設計と供給も
可能になります。OBDXの活用
により、銀行はさまざまなモバイル
プラットフォームにおけるアプリケー
ション展開の開発コストと時間を
飛躍的に削減できます。またデ
バイスに依存しないレスポンシブ
UI設計のため、開発のために
追加コストや時間を費やす必要
がありません。 

市場投入時間の短縮



Oracle FLEXCUBEは、
非効率な既存のプロセスを
排除し、合理化され、集中
化されたオペレーションとシス
テムの自動化を実現します。
集中管理されたITシステムと
ITチームは地域をまたがって
オペレーションを一元化するこ
とで、銀行がシステムにかける
費用を減らすことができます。 

収益に効果を
もたらす効率性

また、Oracle FLEXCUBEに
よって、銀行は単一の処理で、
瞬時にサービスを提供でき
顧客満足度の向上につなげる
ことができます。基本的な顧客
とアカウントの詳細情報は支
店営業部門にて取得できるた
め、顧客本人確認プロセスも
促進できます。個人や法人が
顧客本人確認の認証に失敗
した場合には、アカウント操作
や取引処理の段階で制限を
設けることができます。



日本では顧客のデジタル化がますます進んでいます。

2000年にわずか30％だった家庭内のインターネット普及率
は、2016年時点では91.1％にまで拡大しています。  

さらにはスマートフォン普及率も着実に伸びており、2020年ま
でに全携帯電話ユーザーの60％に達すると予想されています
（2014年の44％から増大）。3
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このようなデジタル化の拡大と並行し、要求への即時解決を
実現する最先端技術への知識も高まっています。ますます多
くの顧客が店舗を訪れずに口座開設を行うようになっており、
銀行はこのトレンドへの対応が必要です。トータルコストの点
から考えると、顧客のセルフサービスと言えるオンラインまたはモ
バイルでの顧客のオンボーディング業務やサービスの享受は極
めて合理的と言えます。ある報告書によると、店舗取引での
費用はモバイル取引の20倍、オンライン取引の40倍になると
推測されます。 日本の高齢化は今後も続くため、労働力不
足の増加が予測され、これによりデジタル化の利点はさらに拡
大します。

デジタル化の利点

   http://www.internetlivestats.com/internet-users/japan/2

   https://www.statista.com/statistics/257044/smartphone-user-penetration-in-japan/3

   PriceWaterhouseCoopers, Survival and success: Securing the future for Japanese banks, 
2014.
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OBDXソリューションでは、オンボーディング業務、貯蓄、預金、
借入口座の開設、さらにはクレジットカードや保険の申請などの
機能を利用でき、店舗を訪れて処理する必要はありません。顧
客は申請処理を始める前に、商品カタログを閲覧できます。
OBDXソリューションによって、オリジネーションの最中に、銀行は
オンラインまたはオフラインにて顧客本人確認を行うことが可能
です。その他にも記入途中の申請を保存し、あとで修正して完
成させることができる機能も搭載しています。またOBDXは複雑
な商品タイプ向けの処理追跡機能も搭載しており、オリジネー
ションプロセス中に顧客は申請のどの段階にいるか確認すること
ができます。

さらに、OBDXはモバイルデバイスを通したP2P（個人対個人）
支払いにも対応しています。本人確認はメールアドレス、携帯
電話番号、またはFacebookのユーザーIDでも可能です。日本
はこれまで非接触式モバイル決済をけん引し、QRコードやNFC
ベース商取引を実現しました。OBDXソリューションではこの機能
も容易に利用することができます。



新たなサービス
の展開

日本の長引く低経済成長率を背景に、法人と個人の両部門か
らの借入需要は徐々に減少しています。貸付業務関連の事業
モデルを設定していた地方銀行は、従来の収入源の危機を次第
に目の当たりとするでしょう。

商品の多角化がこれまで以上に重要となり、従来の中小企業向
けサービスの枠を超え、大企業や県外にもターゲットを拡大する
必要があります。

FLEXCUBE UBSでは、地方銀行がこれまで足を踏み入れなかった多くの分野において、迅速かつ
費用効率よく新サービスを展開するために、次のようなオプションを利用できます。

Oracle FLEXCUBEの貿易金融は、企業・法人顧客向けの貿
易関連必要条件を満たす信用状および手形回収のモジュール
で構成されています。これらのモジュールは、集中制御・並行
管理、顧客管理、決済、貸付、総勘定元帳の機能によって
完全に統合されています。信用状モジュールは、発行、通知、
事前通知、承認を含む総合的機能です。また信用状モジュール
では、修正、終了、満了処理も行えます。

手形回収モジュールでは、輸出入手形の帳簿への記入や、交渉
、購入、除却、決済、承認関連の追跡レポートを生成できます。

決済： Oracle FLEXCUBEの決済モジュールはSWIFTへの
対応、国内のRTGSシステム、小切手決済、請求書支払い、
法人顧客の大量の小口決済など、国内外向けの幅広い
支払・回収サービスを提供しています。

複数通貨預金：グローバルなコアバンキング・ソリューショ
ンとして、Oracle FLEXCUBEは多通貨一般会計や複数通貨
預金などの複数通貨機能を総合的にサポートします。同一
のCIFにて複数外貨預金口座を開設することができます。

また、デュアルカレンシーやトリプルカレンシーの仕組
預金もサポートしています。



顧客のニーズに応じたカスタマイズ
とビジネスにおける成功を実現

加えてオラクルは適宜ワークショップを
開催し、予め定義されたオラクルのプロセ
スマップついて詳細に紹介し、カスタマイズ
のニーズと、必要とされる新たなプロセス
マップを見極めます。FLEXCUBEに沿っ
たプロセスとの連携によって、STPと
自動化の拡大を実現できます。

オラクルの支サポートプログラムは業界内
で認められ、評価されています。オラクル
の標準テクニカルサポートである、プレミア
サポートプログラムは、オラクルの技術とア
プリケーションに対して標準で5年間のサ
ポートを提供し、さらに延長も可能です。

オラクルはお客様のビジネスプロセスと
業務への理解を重視し、それによってお
客様に最適なソリューションのカスタマイズ
を行い、ビジネスの成功を実現します。こ
れはシステムのみにフォーカスする一般的
なサービスプロバイダーと当社が大きく異
なる点です。オラクルの金融業界向け
Industry Reference Process
Model（IRM）は、各分野（リテール
預金、リテール融資、決済・清算、
窓口取引、貿易金融、法人融資、
国債など) によって分類されている総合
的な金融業務管理機能で、詳細なエン
ド・ツー・エンド・プロセスは各部門やシス
テムにわたって展開されます。また、オラク
ルのIRMは、部門間の障壁を取り除くこ
とによって高度なストレート・スルー・プロ
セッシング（STP）機能を提供し、金融
業務の効率化を促進します。 



レガシーシステムと統合する将来を
見据えた技術プラットフォーム
Oracle FLEXCUBEは、
Javaなどの業界オープンスタン
ダード、XMLなどのデータ交換
メカニズム、キューベースのメッ
セージ送受信に基づいて構築
されています。そのため、レガシ
ーシステムや他社のソリューショ
ンとスムーズに統合することが
できます。

さらにオープンスタンダードに基
づいているため、設置や統合
が容易です。

また、Oracle FLEXCUBEは
大量処理要求にも対応する
よう設計されており、高性能
なオンライントランザクション
処理（OLTP）システムを用
いて効率的なサービス取引を
実現します。KPMG監査によ
る評価において、Oracle 
FLEXCUBEは業界高水準
の4時間23分（月末）で1
億回の取引処理を記録しま
した。これはこの製品が複数
保持する世界記録の1つに過
ぎません。銀行の成長に対処
できる拡張性も申し分ありま
せん。 

F L E X C U B E と 同 様 に 、
Oracle Banking Digital 
Experience（OBDX）
もオープンスタンダードに基づく
設計原理を活用した、レスポ
ンシブUIのシングルページアプ
リケーションに変更です。オー
プンソース技術を用いたUX
構造により、銀行は市場で
展開可能なシステムリソース
によってすみやかな導入を
促進できます。

UX構造は、オープンソースに
基づいたHTML5、CSS3、
Resonsive UI、シングルペ
ージアプリケーションテクノロジ
ーを採用し、高度なユーザー
エクスペリエンスを提供します。

オラクルの各ソリューションコン
ポーネントは、最大限のビジネ
ス要件に対応するために性能
テストを実施しています。「ワン
・レッド・スタック」戦略に基づき
オラクルのアプリケーション、ミド
ルウェア、データベース、オペレ
ーティングシステム、ハードウェ
アはすべてまとめて設計・テス
トを行っています。これは、
Oracle FLEXCUBE UBSと
OBDXにも当てはまり、これら
も同様に事前統合しテストを
実施しています。これにより、
顧客は確実に幅広い機能を
利用でき、途切れることなく優
れたユーザーエクスペリエンスを
得ることができます。



連絡先：

宮國均
リージョナル セールス ディレクター
オラクル フィナンシャルサービス
hitoshi.miyakuni@oracle.com 
+81-3-4582-7263 (Phone)
+81-90-3905-3892 (Mobile)

フォーチュン誌が選ぶトップ10
銀行のうち8行がオラクルを
採用しているのには正当な
理由があります。オラクルは
金融サービスに精通したスペ
シャリスト11,000名以上を
世界各地で雇用しています。

Financial Service Global 
Business Unit は業界専門
の部門です。研究開発部門
は、これまで幅広い製品を開
発し、世界120か国以上に
おける重要な基幹業務に
導入されています。オラクルは
また一貫して金融業界部門
へ投資しており、2015年4月
1日から2016年3月末まで、
総収入の16％に当たる57
億米ドル（約5,950億円）
を投資しました。

研究開発部門の金融業界に
対する取り組みへの投資のみ
で考えると、他企業に比べ
圧倒的に群を抜いています。

Oracle FLEXCUBE UBSと
OBDXを併せて導入することに
よって、地方銀行の競争力と
費用効率を最も迅速に向上
できる最適な戦略となることが
最終的な分析において明らか
になっています。多くの実績を
有するオラクルのクラス最高の
アプリケーションと技術コンポー
ネントは、社員の生産性と
顧客満足度を向上し、さらに
は、より優れた顧客洞察の
活用によって、リテールおよび
法人部門のより広範な顧客へ
の収益性の高い取引サービス
の提供を実現します。

お使いの環境でのサポー
トについてお気軽にお問
い合わせください。 当社エ
キスパートとセールスチー
ムが、現在お使いのプラッ
トフォームを踏まえ今後の
発展に備えた対応策につ
いてアドバイスさせていた
だきます。


