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本能の時代の銀行業
金融サービスから金融改善へ



今後成長する銀行は、金融サービスの提供から金融改善の実現へ
とその活動の軸を移行するでしょう。

銀行に示される選択肢。それは、本能的になるか、絶滅するかです。 
本レポートにより、トランスフォーメーションを加速させましょう。
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銀行業予測：
2030年の世界
銀行は混乱と無縁ではありません。銀行は過去10年の間に、金融危機や規制改革、新たな競合の誕
生などによる影響を受けました。

次の10年ではどのようなことが起こるか、想像してみてください。

世界の銀行の今後の動向を理解するために、私たちはThe Future Laboratoryと提携し、トラン
スフォーメーションを支援するための指針を作成しました。消費者、企業、社会が期待するものが
変化し、新たな価値尺度が生まれたことにより、現在とは異なる成長をみせることになるでしょう。

本レポートでは、この変わりゆく世界において、銀行が成功するためにどのように重要な変革を遂
げるべきかについて明らかにします。成長するために、組織はデータを中核に据え、あらゆる場面
で人工知能（AI）を駆使することで、迅速につながり、予測し、適応する必要があります。

本能の時代の銀行業  |  はじめに

· 現在の世界の現状

·  世界のトランスフォーメーションを引き起こ
す3つのマクロトレンド

·  成長するために銀行が活用すべき今日と未来
のトレンド

本ページ以降の内容は 
以下の通りです。
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銀行はカスタマーエクスペリエンスの分野に
おいては、Amazonのような相手と競争する必
要が出てくるでしょう。それと同時に、お客様
との関係やサービスを通じて、企業と地域社会
の後押しをしたり世界規模の問題に対する立
場を明確にしたりすることで、より大きな意義
をもたらし、信頼を生み出します。

このようにして銀行は金融サービスの提供か
ら金融改善の実現へと活動の軸を移行するこ
とになるはずです。

̶  Genpact 銀行・証券業界 グローバルビジネスリーダー  
Mark Sullivan

“

”



金融サービスから金融改善へ

この先5年から10年の間に、銀行業界
は革命とも呼べるほどの急速な発展を
遂げるでしょう。

今後10年の間に生き残り成長する銀
行は、技術力とヒューマンパワーを最
大限に利用し、あらゆる面で改善を行
う必要性に直面します。

本能の時代の銀行業  |  はじめに

銀行自身のための改善、お客様と社会
のための改善、そして銀行が活動を行
う環境のための改善が必要となります。



今日の銀行業:

不確実な情勢が
変化を促す



5

2019年4月に、世界貿易機関は世界のGDP成長率の
予測値を3.7%から2.6%へと1.1%下方修正しました。
出典：世界貿易機関

1.1%
2018年に、世界の主要銀行1,000行は2017年と比
較してTier 1資本が12%増加しましたが、これは
2009年以降で最も大きな年増加率となりました。
出典：The Banker

12%
「世界貿易は引き続き強い逆風にさらされるでしょう。
（中略）緊張を緩和し、国際貿易のための前向きな方針
を立てることに重点を置くことがますます急務となっ
ています。」

出典：世界貿易機関

世界の現状：
現在の見解

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

今日、経済の不安定化は差し迫っています。しかし、銀行はこれまで以上に強固であり、経済
の不確実性の嵐を乗り切る上で、より有利な立場にあります。

世界の銀行業の回復力と、予想される経済的不安定性を合わせて考えると、今こそ銀行が事業改革を行い、さらなるレジリエンスを構築すべき時です。
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「AlibabaとGoogleは、独自の専門的インサイトを最大限に活用する
形で融資事業への参入を目指しています。これは自社のプラットフォー
ムで支払いが発生するという形態のたまものです。ネットワーク効果に
より、勝者一人勝ちの構図となります。将来的に、ある時点で非常に破壊
的な変化が起こる可能性があるのですが、一体だれが勝者になるのでしょ
うか？

出典：ING グローバルチーフエコノミスト Mark Cli�e

「銀行はGoogleやApple、Facebook、Amazon（GAFA）のような企
業と競争するためにモデル変革を進める必要があるでしょう。顧客が
今日どのように収入を得ているか、そして今後はどのように収入を得
るようになるのかなど、顧客に関する予測的インサイトに基づき製品
とサービスを開発し、データを収益化することができるデジタルサー
ビス企業にならなければなりません。」

出典：Genpact コマーシャルバンキング グローバルサービスライン
リーダー 上級副社長 Anu Sachdeva

新たなプレーヤー。新たな機会。 
新たな脅威。

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

大胆な取り組みを行う銀行にとっては、インフラのトランスフォーメーションを行い、むしろ大手テクノロジー企業のような活動を可能にするパー
トナーシップを構築する大きなチャンスがあります。

フィンテックによって銀行業界は混乱の渦に巻き込まれましたが、テックフィンはさらに大きな脅威を及ぼします。
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ガバナンスおよびリスクマネジメント、コンプライア
ンスを専門とするすべての金融サービス労働者の割
合

出典：BBVA Research

10～15% 260億ドル2,700億ドル
2008年以降、マネーロンダリング防止および顧客
確認、制裁に関する規制への違反に対して全世界で
合計260億ドルの罰金が科されました。
出典：Fenergo

銀行業界全体が一年でコンプライアンス費用に費や
す額は、推定で2,700億ドルです。
出典：International Banker

規制機関が目を付けるフィンテック

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

コンプライアンスの負担は増大していますが、幸いなことに、銀行が最新情報を把握し、コンプ
ライアンス基準を満たすためのテクノロジーが進歩しています。
銀行はコンプライアンスリスク予測のエキスパートへと進化を遂げるでしょう。

フィンテックとテックフィンが長期間にわたって厳しい金融規制の網をかいくぐることは不可能でしょう。
そして、既存企業に対する規制は進化を続けています。
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（2017年には14%であったが）上級管理職の四分の一
が、自身の会社は2021年末までにAIを用いた事業の
再構築を抜本的に行う予定だと述べている。

出典：Genpact

1/4 AI60～70%
「可能な限り人間味のある有効な方法でAIの力を活用
できるようにするためには、教育が必要となります。」

Genpact 創業者 Pramod Bhasin

「会計チームが行っている仕事の60～70%は消失す
るでしょう。（経理・会計部門は）サブスクリプション
料金を通じて稼働するテクノロジーに基づいたサー
ビスプラットフォームとなる道を選ばない限り、消失
してしまうでしょう。」

Banking 4.0著者 Brett King

AIが代わりに仕事をする

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

人間の知識と人工知能が組み合わさることで、より多くの機械が労働力に加わることにより、
一部の仕事は消失し、それと同時に新しい仕事が創出されるでしょう。このことから、ヒュー
マンタッチを維持すること、つまり、人々にテクノロジーとともに働くための新たなスキル
を習得させることが重要となります。

AIを利用して成功を収めるために銀行は新しい人材を確保する必要がありますが、AIを戦略的に活用し、従業員に新たなスキルを習得させるこ
ともまた必要になります。テクノロジーのデータとインサイトを合わせて人々の経験とコンテクストを活用することで、拡張労働力を使えるよ
うにしましょう。



かつて銀行は実在する場所のことだった

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

実店舗の銀行は、もはや20代および30代の人々が求めるものではありません。

2022年までに米国のミレニアル世代の5,750万人
がデジタルバンクユーザーになると見込まれていま
すが、これはミレニアル世代の人口の四分の三以上に
相当する数です。

出典：Marqeta

2017年における米国の消費者の出費のうち、80%以
上がキャッシュレスでした。

出典：MoneyWise

5,750万人

80%

2/3
Apple Payは3億8,000万人以上のユーザーを擁
しており、WeChat Payの中国人ユーザー基盤は8
億人に上ります。これらのサービスは猛烈なスピード
で成長しています。

出典：Loup Ventures

18～29歳のアメリカ人の三分の二がクレジットカー
ドを所有していません。Apple Cardなどのサービ
スが、物理的な支払いと仮想決済のギャップを埋めよ
うとしています。

出典：Marqeta
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利用している銀行よりもAmazonの方が私
のことを知っているとすれば、これは銀行に
とって存在の根幹にかかわる問題です。

̶  Genpact 最高戦略責任者Katie Stein

“
”
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「需要の変化により、コマーシャルバンキングは現在
欠けているカスタマージャーニーに重点を置くこと
を強いられています。  
エンドカスタマーのために変わり、シームレスなカ
スタマージャーニーを作り上げようという機運がコ
マーシャルバンキングの間で高まっています。」

Genpact グローバルコマーシャルバンキング 
サービスラインリーダー 上級副社長  
Anu Sachdeva

「カスタマーエクスペリエンスは全て、支払いと認証関
連のプロセス全体に関する簡素化を提唱するオープン
バンキングとPSD2によって高められており、よりス
ムーズで迅速なものであることが求められています。」

Gemserv プライバシー・データ倫理部長  
Ivana Bartoletti

コマーシャルバンキングにおいても
カスタマーエクスペリエンスが重要

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

コンシューマーバンキングが進む方向にコマーシャルバンキングも追随していきます。 
全ての顧客がシームレスなカスタマーエクスペリエンスを期待しています。

次世代の事業経営者はGAFAやその他のテクノロジー企業による人との触れ合いをなくした運営に期待を寄せていますが、金融業界ではそうは
いきません。 金融は感情が伴う複雑なものであり、必ず人間によるアドバイスとサポートが必要となる業態だからです。
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ポスト成長の考え方：
資本主義の次なるステップは？

本能の時代の銀行業  |  今日の銀行業

人々は、成功を急激な成長と買収と結びつけることと、資本主義の雛形に疑念を抱いています。銀行は、
コミュニケーションと行動の両方の面でこのテーマにどのように取り組むかを見直す必要があるでしょう。

銀行には顧客がより良い未来を描き、その実現のための計画を立てる手助けをするチャンスがあります。

「非常に大きな進歩を遂げたにもかかわらず、先進経済国
の多くの市民は不確実性の高まりに直面しており、制御
不能な状態を嘆き、体制への信頼をなくしています。（中略）
グローバリゼーションは、新しい黄金期というより、むし
ろ低賃金と雇用不安、無国籍企業、顕著な不平等を連想さ
せます。」

イングランド銀行 総裁 Mark Carney

76%
「自国の経済は裕福で権力のある人々に利益をもたらすよ
う不正に操作されている」と述べた世界の回答者の割合

出典：Ipsos
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特にミレニアル世代は、こうした資本主義
モデルによる悪影響を多大に受けてきまし
た。そこで、人々はこう考えています。資本
主義モデルの代わりとなる構想はあるのか？ 
それはどのようなものか？と。

̶  The RSA 経済チームアソシエイトディレクター  
Brhmie Balaram

“

”
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2030年の銀行業：
グローバルマクロトレンド

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業 

新世代の期待の変化をきっかけに、3つのマクロトレンドが2030年の世界を形作るでしょう。
成功するためには、銀行はそれに適応しなければなりません。

私たちは各トレンドを調査し、先行企業を明確にし、銀行が成功するために講じることがで
きる手段を共有します。

01
オプティマイズド・ 
リアリティ

02
エシカルインパクト

03
システム全体の 
プランニング
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タッチポイントの反応が迅速化し、流動的で多
様なものになるにつれて、企業は顧客の心理状
態やニーズに合わせて体験、製品、サービスを企
画するようになるでしょう。

01
オプティマイズド・
リアリティ
銀行は製品主導型、サイロ型から、体験型、アジャイル型へと移行しなければなりません。



マイクロトレンド

「銀行業のジャーニー
は全て個人としての私
たちが始めるのです。」

̶  フィンテック業界研究者 
Devie Mohan

オプティマイズド・リアリティ

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  オプティマイズド・リアリティ

2030年には、新しい体験が、今日よりもさらに流動
的かつクリエイティブでパーソナライズされたプロ
グラミングが可能なリアリティを定義するようにな
ります。

銀行のデータ利用法は、ますます革新的となり、リア
ルタイムで製品とサービスを個人に合わせられるよ
うになるでしょう。

·   人々はほぼ潜在意識レベルで気分や行動と波長の
合う体験を求めています。

·   銀行には、AIによる意思決定を制御するための行
動規範と、確実に体験が倫理的かつ安全に提供され
るようにするための強固なガバナンスのフレーム
ワークが必要となるでしょう。

安心のサービスインテリジェントな顧客対応 拡張労働力
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インテリジェントな顧客対応
銀行は関係を強化するためにコネクテッドデータを活用する

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  オプティマイズド・リアリティ

予測的インサイトによりアドバイスの提供が可能と
なり、その方向性は超利便性を追求したものと、高レ
ベルのサービスに特化したものに分かれるでしょう。

チャットボットの台頭：
Cognitoは、銀行が、人気のあるメッセージングプラッ
トフォームとの統合に利用することができるホワイ
トラベルのチャットボットプラットフォームです。

デジタル対面サービス：
UBSはスイスの最高投資責任者であるDaniel Kalt
本人とそっくりのアバターの試用を開始しました。

リアルタイムの関係 迅速なアドバイスと 
時間をかけたアドバイス

リテールバンキングとコマーシャルバンキングの顧
客は、スピードと効率の良さを求めてデジタルインター
フェースを利用するでしょう。

製品のシームレスな統合：
今後、顧客は単一のプラットフォームで様々な金融商
品の買い物をするでしょう。

 フリクションレスな顧客対応と取引：
シティバンクのアジアクレジットカード事業は、オン
ラインでカードを申し込むことを可能にするシステ
ムを構築しており、ソーシャルメディア上で金融サー
ビスを開始します。

顧客がいる場所で顧客に対応：
ポーランドの銀行のIdea Bankは、通勤電車内で取
引を支援するために、銀行員が配置されたポップアッ
プ支店やコワーキングスペースを運営しています。
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安心のサービス
銀行はセキュリティ監視人となる

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  オプティマイズド・リアリティ

金融犯罪において、セキュリティ突破を受けてから、顧客がそれに気
付くまでのタイムラグは解消されるでしょう。

クラウド上のセキュリティ：

HSBCは現在、金融犯罪を特定するためのクラウドベースのシステム
を試作しています。

「当社のコンピューターは最近まで人間にしかできなかった問題を解
決できるようになりました。これは、真のゲーム・チェンジャーと言え
ます。当社のアプローチに一貫性が生まれ、スケールアップがはるか
に容易になりました。」

HSBC 金融犯罪脅威緩和部門 グローバル統括Jennifer Shasky 
Calvery 

テクノロジーは、銀行、企業、そして市民の金融犯罪に対する脆弱性
の軽減を支援します。

音声によるセキュリティ：
Santander やHSBCなどいくつかの銀行が音声作動式の決済を
可能にしました。

スマイル・トゥ・ペイ：
中国は顔認証ショッピングをリードしてきました。中国のケンタッ
キーフライドチキンでは、現在スマイル・トゥ・ペイ機能を利用する
ことができます。

鼓動を外さぬように：
Trove の腕時計型の新しいデジタルウォレットは、装着する人の
心拍を認識し、それを認証手段として利用します。

個人のためのセキュリティ監視人 生体認証セキュリティ
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拡張労働力
銀行は人工知能と人間の知能をバランスよく用いる
ことで、生産性とサービスの向上を図っています。

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  オプティマイズド・リアリティ

コマーシャルバンキングとコンシューマーバンキン
グは、AIと人間の能力を融合させて適応力のある労働
力を構築し、大量のデータを顧客に役立つ予測的イン
サイトへと変革することができるでしょう。

「そうしたデータは全て銀行にありますが、銀行はこ
れまでそのデータをうまく活用して顧客の行動を予
測したり、それをビジネスチャンスに変えたりするこ
とができずにいました。大きなチャンスが存在し、誰
もがそのチャンスを探し求めています。」
 
Genpact 人工知能ソリューションズ担当上級副社長 
Vikram Mahidhar

ブロックチェーンとして最も知られている分散型台帳
技術は、銀行業に変革的な影響を及ぼすことになります。

「スマートコントラクトは商業融資プロセスを合理化
することで、カスタマーエクスペリエンスを高め、コス
トを削減し、リスクを軽減します。こうした効果を得る
ためには、銀行は商業与信方針と与信契約をモジュー
ル化・コード化しなければなりません。」
 
Genpact グローバルコマーシャルバンキング 
トランスフォーメーションリーダーDan Davidson

インサイトに満ちた労働力 スマートコントラクト
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オプティマイズド・リアリティ

コンシューマーバンキングが備えておくべきこと
製品主導型、サイロ型のコンシューマーバンキングから、体験型、アジャイル型のコンシューマーバンキングに移行するには、次のような
トランスフォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

複数のプラットフォームとエコシステム：
社外パートナーとの協力はもちろんのこと、競合との協力をも
拡大することで、プラットフォーム主導型の世界に備えます。

社内プロセスをシームレスに：
フロントオフィスとバックオフィスをつなげることで作業プ
ロセスを見直します。これにより、より効果的で効率的なカス
タマーエクスペリエンスが実現できるようになります。

 データ利用の最大化：
消費者の行動を予測し、過去の内部・外部データを利用して、消
費者の生活にシームレスに入り込みます。ソーシャルプラット
フォームや小売業者など業界外の企業と提携し、先を見越した、
そして起きた物事にも対応するオファーとプロモーションを消
費者に提供します。

ブレッドクラムの作成：
例えば、助言の基盤となるデータを掘り下げるためにブレッド
クラムを利用するなど、トレーサビリティを念頭に置いたうえ
でアプリケーションの設計を行います。こうすることで、AIが説
明のつかない意思決定を行うブラックボックスにならないよう
にすることができます。AIがそのような状態になってしまうと、
消費者の間に不信感が生まれる可能性があります。

つなげる 予測する

適応する
人生の節目に基づいた労働力の再配分：
住宅ローン販売ではなく、家の購入など、人生の節目に基づいた
部門を設立するために、労働力を再構築して新たなスキルを習
得させ、製品という範囲を超えたサービスを提供します。消費者
ニーズを特定するためにAIで人間の労働力を拡張します。
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オプティマイズド・リアリティ

コマーシャルバンキングが備えておくべきこと
製品主導型、サイロ型のコマーシャルバンキングから、体験型、アジャイル型のコマーシャルバンキングに移行するには、次のようなトラ
ンスフォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

複数のプラットフォームとエコシステム：
社外パートナーはもちろんのこと、競合との協力をも拡大する
ことでプラットフォーム主導型の世界に備えます。

パートナーシップを通じたイノベーション：
ブロックチェーンや生体認証などの新しいテクノロジーを導入
して、新規採用者の受け入れやコンプライアンスのスピードを
加速させます。これは社内のほか、テクノロジー企業など他の組
織とのパートナーシップを通じて行うことができます。

データの点と点を結びつける：
AIの導入は顧客に貴重なインサイトを提供するためのシステム
構築に向けた第一歩に過ぎません。より良いアドバイスを提供
するためには、銀行はまずAIに情報を与え、データポイント間で
点と点を結びつけ、信頼できるアウトプットを得る必要がある
でしょう。

つなげる

関係の強化：
顧客の事業成長を支援するために、例えば「変革推進リーダー」
という役割を導入するなどして、顧客との関係に重点を置きます。

適応する

予測する



適応する
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オプティマイズド・リアリティ

リスク管理の方法
製品主導型、サイロ化型の銀行から、体験型、アジャイル型の銀行へと移行するには、リスク管理部門において次のようなトランスフォーメー
ションのためのステップを検討する必要があります。

クラウドの利点：
金融犯罪防止機能を高めるためには、データをクラウドベース
のシステムに移しましょう。ただし、この行為自体が、保護対策
が必要になるセキュリティ問題を呼び込んでしまうことに留意
してください。

AIによる処理と予測：
金融犯罪の検知の遅れを軽減するために、AIを導入して過去と
現在の犯罪データを比較し、アクセス制限または当局へのイン
シデントの報告、顧客への通知を通じてすぐに実行することが
できるインサイトを提供します。

人間と機械の協働：
プロセスを合理化し、金融犯罪の検知の質を向上させるために、
AIと人間を掛け合わせたインシデント対応チームを導入し、銀
行組織全体でチーム同士をつなげなければなりません。

つなげる 予測する
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今後社会が企業に求めることは、地域社会において倫理に基
づいた積極的な役割を担い、最も重要な問題に対する立場を
明確にするということです。

02
エシカル
インパクト
銀行は権威的で機能的な組織から、支援的で情緒的な組織へと移行しなければなりません。



「あまり恵まれていないセ
グメントをターゲットに
することで、利益をあげる
チャンスを見出すことが
できます。」

̶  ING チーフエコノミスト Mark 
Cliffe

エシカルインパクト

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  エシカルインパクト

マイクロトレンド

意義ある行動を起こす市民向けサービス コミュニティのつながり

社会は政府が失敗している分野に大手企業が介入す
ることを期待しているため、大手企業にとって市民と
しての義務はもはや選択肢ではなく、不可避なものと
言えます。

·  2030年までに、リターン獲得までの期間が他より
も長い別の投資ファンドが人気を得ることになるで
しょう。

·  銀行は、より長期的視点で考え、ROIを早急に求める
考え方を抑えた投資を推奨し、中規模の企業の成長、
イノベーション、そして競争を促す必要があるでしょ
う。

·  AIが日々の生活の中心となるにつれて、機械のプロ
グラムの仕方の背景にある倫理観がより重視される
ようになるでしょう。
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市民向けサービス
教育者としての銀行

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  エシカルインパクト

銀行は顧客のパートナーとしての役割を果たすでしょ
う。コンシューマーバンキングおよびコマーシャルバ
ンキングの顧客は、銀行を人生の目標の達成を支援し
てくれる存在として捉え、より教育的な関係を銀行と
結ぶことになるでしょう。

自動制御ツール：
バークレイズは、顧客が小売業者の特定のカテゴリー
でデビットカードによる支出を「スイッチオフ」する
ことができるツールを提供しています。

輝かしい成果：
バークレイズと類似のツールを導入したMonzoは、
結果としてギャンブルに対する支出を70%削減でき
たと報告しました。

貯蓄を推奨するために類似のナッジが活用されてい
ます。

貯蓄のためのスイープ：
AlibabaのAlipayウォレットに数百人民元が残って
いる場合、必ずユーザーは、収益を生み出せるよう数
週間その額をマネーマーケットファンドに入れるよ
う促されます。 

財務会計支援：
JPモルガンのACCESSは、財務部門に24時間年中
無休でセキュアな即時アクセスを提供し、ユーザーに
フィルター処理したアラートを送ることで、ビジネス
上の意思決定が財務にどのような影響を及ぼしてい
るか、CFOと財務チームがリアルタイムで確認でき
る財務ソリューションです。将来的には改善方法を提
示することが可能となります。

行動重視型バンキング 貯蓄を勧める
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意義ある行動を起こす
銀行は平等と地域社会を中心に据えて展開する

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  エシカルインパクト

金融インフラは女性に力を与え、より女性に適したも
のとなるよう方向転換をしています。

女性第一のプラットフォーム：
Ellevestは、女性投資家に特化したデジタル資産プ
ラットフォームです。

このブランドは消費者に「女性のように投資する」こ
とを奨励しており、女性の賃金カーブ、パートタイム
またはフレックス制で働く人が増えていること、平均
寿命が延びていることなどを考慮して設計されてい
ます。

銀行は、世界中で20億人にも上る、従来の銀行制度を
利用していない成人層にサービスを提供することを
目指しています。

インテリジェントな与信：
Petalは非銀行利用者層のデジタル財務記録を分析
するために機械学習を用いており、融資限度を最大で
10,000ドルに設定しています。

「AIと高度アナリティクスを用いることで、銀行は収
益性の高い顧客となり得る非銀行利用者層の中の『マ
イクロセグメント』を特定することができます。」

Genpact コンシューマーバンキング トランスフォー
メーションサービス パートナーRaja Bose

女性への投資 非銀行利用者層と取引する
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コミュニティのつながり
銀行はエコシステムファシリテーターとしての役割を果たす

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  エシカルインパクト

銀行はP2Pプラットフォームを活用し、資本の流れを促
す新しい方法を促進するでしょう。

積立金プーリング：
回転型貯蓄信用機構（ROSCA）は、人々が資金を共同出
資し、コネクテッドエコシステムの構築により、より早
く不動産が購入できるように支援しています。

10人のメンバーがそれぞれ一カ月の間に全体の貯蓄目
標の10%を拠出し、メンバーの一人が貯まった積立金の
100%を受け取ります。このようにして、10人のうち9
人は、貯蓄のみを行えば個人で行うよりも早く積立金を
受け取ることになります。

銀行は、商業市場において利益の上がる新たな層として、
中小企業（SME）、フリーランス、ギグエコノミー労働者に
目を向けるでしょう。

市場メンタリティ：
TaobaoまたはT-Mallのオンラインストアを利用して商
売を行っているSMEは、例えば2018年3月末に資産とし
て1.7兆人民元を生み出したYueBaoに多額の投資を行っ
ています。

YueBaoの親会社であるAnt Financialは現在世界最大
のマネーマーケットファンドであり、その価値はゴール
ドマンサックスを超えています。

ピアツーピアファシリテーション 小魚から大魚を育てる
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適応する
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エシカルインパクト

コンシューマーバンキングが備えておくべきこと
権威的で機能的なコンシューマーバンキングから、支援的で情緒的なコンシューマーバンキングに移行するには、次のようなトランスフォー
メーションのためのステップを検討する必要があります。

P2P プーリング：
消費者の経済的な目標達成を支援するために、資金の流れを可
能にするコネクテッドコミュニティを構築します。

予測とナッジ：
消費者支出データを分析し、個人に合わせたアドバイスと行動
に関するナッジを提供することで消費者をサポートします。こ
れには、オプトイン方式のトランザクションブロックを可能に
することや、新たな報奨システムの作成も含まれます。

従業員に教育者としての新たなスキルを習得させる：
純粋に機能的な役割がより多く自動化されている中で、共感力
のある教育者やコーチのようなアドバイザーになることができ
るように、銀行は従業員に新たなスキルを習得させ、新規採用者
には異なるスキルを求める必要があるでしょう。

つなげる 予測する
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適応する

エシカルインパクト

コマーシャルバンキングが備えておくべきこと
権威的で機能的なコマーシャルバンキングから、支援的で情緒的なコマーシャルバンキングに移行するには、次のよ
うなトランスフォーメーションのためのステップを検討する必要があります。

つながりを促進する：
融資やリースを強化するために、銀行はP2Pスタイ
ルのネットワークを通じてコマーシャルバンキング
の顧客とパートナー企業を結びつけ、つながりのファ
シリテーターとしての役割を果たさなければなりま
せん。

ビジネスコーチとしての役割を果たす：
顧客に統合サービスへの即時アクセスを可能
にする技術ツールを提供します。

バイアスの管理：

投資に関する意思決定時に生じるバイアスを管理す
る包括的なアプローチを構築します。サンプルを選
び、アルゴリズムを訓練するために多様なチームを
構築し、データを管理し、利用している従業員とAI
のバイアスの可能性について話し合い、例えば採用
または営業、カスタマーサービスにおけるバイアス
をなくすためにアルゴリズムを修正します。

チームの多様性を構築する：

コマーシャルバンキングの顧客をあまねく呼び込み、
関心を引くために、労働力と投資の多様性を確保し
ます。これにより共感が高まるだけでなく、バイア
スが解消され、考え方の多様性を通じてイノベーショ
ンが強化されるでしょう。
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つなげる 予測する



適応する

エシカルインパクト

リスク管理の方法
権威的で機能的な銀行から、支援的で情緒的な銀行に移行するには、リスク管理部門において次のようなトランスフォーメーション
のためのステップを検討する必要があります。

与信の民主化：
銀行組織全体で部門、役割、データをつなげることで、賃
貸料の支払いや社外パートナーを通した支払いなど様々
なリスク指標の分析を可能にし、従来のクレジットヒス
トリーを持たない人々への融資リスクを軽減します。

未来の行動の予測：
融資、リース、あるいは信用供与の際のリスクを軽減する
ためだけでなく、銀行が不適切な商品を一切販売せずに、
顧客の短・長期的ニーズを最優先に考えることを可能にす
るために、過去のデータの分析を行います。

エシカルな評価：
リスク管理部門内に倫理に特化した役割を配置して、行
動の分析と犯罪の削減のために作成されたAIアルゴリ
ズムが、バイアスに基づいたものでないことを確認しま
す。
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つなげる 予測する



社会は、何が何でも経済成長の達成を優先目標と
することから、人間らしさとエコロジーを優先す
る目標へと移行するでしょう。

03
システム全体の
プランニング
銀行は複雑な組織から、オープンでサステナブルな組織に移行しなければなりません。



「社会は企業に対して、差
し迫った社会的・経済的
問題への対処をこれまで
以上に期待しています。」

̶  Blackrock 創業者・CEO  
Larry Fink

システム全体のプランニング
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マイクロトレンド

安全第一目的を持って利益を挙げる 斬新な発想

消費者は透明性の向上を求めていることから、銀行は
世界的な問題に対応しなければなりません。

銀行は自身が活動する環境とエコシステムに重点を
置きながらも、経済成長を優先する必要があるでしょ
う。顧客、そして規制機関もそれを求めています。

·  EUはファイナンシャルアドバイザーが顧客に対し
て環境・社会・ガバナンス（ESG）投資オプションに
ついて伝えることを義務化する計画を立てています。

·  より哲学的な視点を与えるため、銀行を含めた企業
にはフルタイムの倫理担当役員の配置が必要にな
るでしょう。
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目的を持って利益を挙げる
銀行は、人々と企業が自身の役割を果たすことを可能
にする
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企業は銀行預金残高以外に重点を置き、購買行動が社
会とエコロジーに与える影響を消費者が管理・確認す
るサポートを行うサービスを開始するでしょう。

男女平等を推進する企業への投資：
銀行は、国際的に男女平等を推進している企業100社
で構成される新しいインデックスに選定されている
企業に投資する世界男女平等上場投資信託を発足し
ます。

消費のカーボンフットプリントを追跡する：
Bank of AlandのBaltic Sea Card は、顧客が、環
境へ及ぼす影響を確認するサポートをします。

人々は自身の財産と支出により大きな目的を持たせ
たいと考えるようになるでしょう。そこで、銀行はサ
ステナブルなブランドへの投資の手助けをすること
ができます。

支出の追跡：
チャレンジャーバンクであるAspirationは、顧客が
ブランドにスコアを付けるアプリを用いて、銀行の倫
理インデックスに照らして支出を追跡することを可
能にします。

サステナビリティのスコア付け：
同アプリはブランドがどれだけよく労働力に気を配っ
ているかに基づく「ピープルスコア」と、プロセスと手
法がどれだけサステナブルかに基づく「プラネットス
コア」を付与します。

透明性のある投資 目的のある財産
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安全第一
利益を得るためのリスク回避
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ますます不安定さが増すこの世界で、銀行はエコシス
テムを拡大して衝撃に対処し、バランスシートのリス
クを回避するための戦略を採用しなければなりません。

·  システムを変更する上で重要な点は、より強く安全
なエコシステムを構築するために競合と争うのでは
なく、パートナーシップを仲介することにあると言
えます。

·  PayPalのCEOであるDan Schulmanは、Visaや
Mastercard、Google Payなどのライバル候補と
の約40のパートナーシップ締結を仲介しました。 
PayPalは送金アプリであるVenmoも買収しまし
た。

デジタル社会が成長し続ける中で、犯罪者は新しいテ
クノロジーを不当に利用し、不正に得た金を洗浄する
革新的な方法を見つけ続けるでしょう。

·  HSBCは不正防止システムにAIを組み込みました。

·  全ての不正行為を発見し、止めるために、ソフトウェ
アがHSBCの顧客の取引を公開データと照合します。

·  正確にリスクを予測し、未然に防ぐ能力が重要とな
ります。

多様化とリスク回避 レグテックの台頭
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斬新な発想
新しいビジネスモデルを作成するためのインキュベー
ション、イノベーションおよび再生

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  システム全体のプランニング

よりオープンな労働環境を促進することで、徹底的な
変化をもたらします。

·  ゴールドマンサックスは社内インキュベーターであ
るGS Accelerateを発足し、顧客満足度を高め、リ
スク管理を強化し、非効率を省く革新的なソリュー
ションを開発することを従業員に奨励しています。

·  同社は既に23社のフィンテックに投資を行っており、
ますます予測不能になっている市場をうまく乗り切
る態勢を整えています。

内側からシステムを変える

サーキュラー・エコノミーは、廃棄物と汚染を生み出
さない設計、製品と原料を使い続ける、自然システム
を再生するという3つの原理に基づいて成長を再定義
することを目的としています。

·  BMWは、再製造部門が自社の事業の中で最も収益
性が高いと報告しています。

·  サーキュラー・エコノミーへの移行を進めるための
期限を定めて具体的なステップを踏むというエレン・
マッカーサー財団のグローバルコミットメントに
250もの団体が署名しています。

·  銀行は循環型のサプライチェーンを育む役割を果た
します。

リデュース、リユース、 
リサイクル
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適応する

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  システム全体のプランニング  |  トランスフォーメーションガイド

システム全体のプランニング
コンシューマーバンキングが備えておくべきこと
複雑なコンシューマーバンキングから、オープンでサステナブルなコンシューマーバンキングに移行するには、次のようなトランスフォー
メーションのためのステップを検討する必要があります。

透明性の向上を使命に：
パートナーとの連携やブロックチェーンなどのテクノロジー
を利用して透明性を高め、消費者が製品の購入先である企業
の倫理上の経歴や購入が環境に及ぼす影響を理解できるよう
にします。

予測の力：
社内データおよび社外データにAIを適用することで、ディーゼ
ル排ガス不正問題など、問題となり得る事象を予測します。これ
らのインサイトとチームのビジネス知識およびコンテクストを
組み合わせて、銀行が誰と取引をしているかすぐに把握できる
ようなポリシーを採用します。

サステナビリティはCSRではなくビジネスである：
サステナビリティと倫理に関する新しい役割を作ることで
CSRの枠を超えた目的を掲げ、この目的が銀行の全ての部門に
行きわたるように従業員を育成します。

つなげる 予測する
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適応する

システム全体のプランニング

コマーシャルバンキングが備えておくべきこと
複雑なコマーシャルバンキングから、オープンでサステナブルなコマーシャルバンキングに移行するには、次のようなトランスフォーメー
ションのためのステップを検討する必要があります。

循環型の考え方をする：
顧客のエコシステムをつなげ、顧客が事業をよりサステナブ
ルに成功できるように支援します。例えば、サプライチェーン
内の企業にアドバイスを提供し、団結させる「循環型サプライ
チェーンアクセラレータ」を構築します。

貯蓄と影響の予測：
顧客の業務を効率化し、より持続可能なものにするために、ビジ
ネス目標を支援します。AIをパートナーと顧客のデータに適用し、
どこでコストを削減できるかを予測します。 そして、チームの
ビジネス知識をAIによるインサイトと組み合わせて、環境に及
ぼす影響を明確にします。

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  システム全体のプランニング  |  トランスフォーメーションガイド

イノベーションを促す：
社内のイノベーションインキュベーターを通じて創造力と判断能力を
高め、それに報酬を与えることで、次世代の人材を集め、維持します。

バイリンガルになる：
事業のトランスフォーメーションと経営に対する包括的な適応型のア
プローチを採用するために、技術的スキルとビジネス知識を有するバイ
リンガル人材を育てます。

ボットと銀行の枠組みにとらわれずに物事を考える：
信条と批判的思考のスキルを含めたチームを築き、より広範囲の環境に
対してビジネスの意思決定が及ぼす影響について理解できるようにし
ます。

つなげる 予測する



適応する

システム全体のプランニング
リスク管理の方法
複雑な銀行から、オープンでサステナブルな銀行に移行するには、リスク管理部門において次のようなトランスフォーメーションのため
のステップを検討する必要があります。

大胆な多様化：
競合候補とのパートナーシップを通じて多様化を図ることで、
システムのリスクを回避し、経済、環境、セキュリティへの脅威
に対し、より強固なレジリエンスを提供することができます。

競争するための予測：
現在集中的な規制の網をかいくぐっているフィンテックと競争
するために、変化をモニタリングし、変化を先取りするための予
測テクノロジーを採用し、人々がより価値の高い活動に集中で
きるようにします。

人間と機械の力の融合：
AIと協働するための新しいスキルを人々に習得してもらうこ
とで、金融犯罪やその他の脅威に対してレジリエントを維持で
きます。データからのインサイトと人間の判断力を組み合わせ、
意思決定を強化します。

本能の時代の銀行業  |  2030年の銀行業  |  システム全体のプランニング  |  トランスフォーメーションガイド

つなげる 予測する
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オプティマイズド・ 
リアリティ

エシカルインパクト

金融改善への道
各マクロトレンドにおいて成長するために、銀行は3つの大きな移行を成し遂げる必要があります。

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  銀行業における変革

製品主導型、サイロ型の銀行から、 
体験型、アジャイル型の銀行へ

権威的で機能的な銀行から、 
支援的で情緒的な銀行へ

複雑な銀行から、
オープンでサステナブルな銀行へ

·  公平な活動を行い、お金の仕組みを人々にとってよ
り身近なものにし、賢明な意思決定を下すためのツー
ルを適時提供します。

·  変化に対してアンテナを張り続け、動きを早くし、競
合よりも迅速に機会を察知し、素早く問題に対応し
ます。

·  道徳的な行動が求められます。信用力に関する判断
の背景にある倫理が試されるでしょう。アルゴリズ
ムは確実に頑強なものである必要があります。

·  民間規模で社会と経済を刺激し、資金を提供する義
務を受け入れます。

·  革新的なマインドを解放するエコシステムを構築し、
社内および社外で共有し、成長し、銀行業をより良い
ものにしていきます。

·  長期的な視点で包括的に考え、成功にはサステナビ
リティが欠かせないということを理解します。

システム全体の 
プランニング



本能の時代の
銀行業
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銀行の未来の実現
銀行が2030年に目標を達成するために、トランス
フォーメーションを行う前にしなければならないこと：

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  本能的な企業

01
02
03
04
05

今後成功を収める銀行は、これらを基盤として次世代の金融サービスを構築していきます。 
私たちはこのように先見性のある組織を本能的な企業と呼んでいます。

データを組織の中核に据える

シームレスに協力する

予測を利用してリスクとビジネスチャンスを特定する

パーパス主導の人材を育てる

AIを組み込み、そのインサイトを従業員の知識や 
状況と組み合わせる



2030年に成長する

本能的な企業への進化

オプティマイズド・リアリティとエシカルイ
ンパクト、システム全体のプランニングによ
り形作られる世界で成長する企業は、エコシ
ステム全体からのデータと知識、人々、イン
サイトを結びつけ、クライアントと顧客に利
益をもたらす迅速かつ正確な意思決定を行
うことができます。これが本能的な企業です。

AIが組織全体に組み込まれた次世代の銀行
は、顧客の財務的改善に重点を置き、単なる
金融サービスと商品の提供から、より高い目
標へと取り組みを移行していることでしょ
う。銀行が活動する社会と環境の改善をも実
現できる金融改善を目指します。

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  本能的な企業
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本能的な企業は、ビジネス界における新種
であり、今日の困難な状況に完璧に適応し
ています。よりスマートかつ迅速に、顧客
にとってより身近な存在となり、脅威に打
ち勝ってチャンスをものにします。

̶   Genpact

“

”
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予測的 
インサイト

適応力のある
労働力

コネクテッド 
エコシステム

本能的な銀行
本能的な銀行は、未来のマクロトレンドをうまく舵取りし、予想外の競争要因や、透明性を高める要求、
新たな経済モデル、人材ニーズに対応できるよう備えています。
 
本能的な銀行は、従業員やパートナーから得た状況や知識とAIインサイトを組み合わせ、3つの特徴を
有しています。

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  本能的な企業

本能的な銀行は、社内のサイロ化した構造を壊し、
社外パートナーシップを活用することになります。
パートナーシップを結ぶ相手は競合である可能性
もあります。本能的な銀行は、顧客に利益をもたら
すシームレスなユーザー体験のためであれば、デー
タや知的財産、スキルなどを躊躇なく共有します。

本能的な銀行はデータと先進テクノロジーを
利用し、リアルタイムの実用的なインサイトと
迅速かつ正確な予測能力を獲得して、顧客のニー
ズ、ビジネス機会、リスクを予測します。

人間と機械で構成された労働力は、変化を受け
入れ、新しいスキルを採用し、協働しながら、顧
客という共通の目的を中心に据えて足並みを揃
えます。



もしも銀行が…

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  もしも…

多国籍企業でありながらマルチローカル
企業になり、地域社会に資金提供を行う積
極的な役割を果たすことができたら？

人々が地元企業を積極的に支援しようという気持
ちになるため、地域社会またはエコシステム内で
のハロー効果が生まれるはずです。

金融のナレッジハブになったら？

銀行はパーパス主導で適応力のある労働力を構築し、
顧客のニーズをより巧みに満たすことができるでしょ
う。

もしも銀行が本能的な企業に進化することができたら？
何を成し遂げることができるでしょうか？
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本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  もしも…

もしも銀行が…
顧客の金融監視人としての役割を果たす
ことができたら？

金融サービスプロバイダーは顧客の支出を監視し、
顧客に関する総合的・包括的な見解を利用して、個
人および企業の負債を回避するためのスマートな
アドバイスを提供するでしょう。

長期的サステナビリティに基づいた意思決定
を行うことができたら？

銀行は、共有モデルなど、長期的サステナビリティを
推進するビジネスモデルを有する顧客に投資し、アド
バイスを提供するでしょう。
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2030年の銀行業 :  
準備はできていますか？

本能の時代の銀行業  |  2030年に成長する  |  準備はできていますか？

私たちのレポートは、銀行が未来の世界に備えて準備を進めるためのトランスフォーメーショ
ンに関する指針を提供します。

未来志向の銀行は、神経回路としてのAIが組み込まれたコネクテッドエコシステムや予測
的インサイト、適応力のある労働力を実現するために、すでに確固たる手段を講じ始めてい
ます。

こうした移行を実施し、成功を収めるのが本能的な企業です。顧客に焦点を当てる本能的な
銀行は競合に打ち勝ち、金融サービスを金融改善へ転換する、高度で統合されたサービスを
提供するでしょう。

今こそトランスフォーメーションを加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、genpact.com/jp/へアクセスして
ください。
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