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リテールバンキングセクターでは数年前から業界全

体の変革が進んでいましたが、そのような中で、

COVID-19が発生しました。すべての兆候から、私た

ちは銀行業が以前と同じ状態に戻ることは決して

ないだろうと考えます。

それは何故でしょうか？パンデミックはカタリストと促

進因子の役割を果たしてはいますが、大規模銀行

における銀行業務のデジタル化はすでに転換点に

達しており、取引の大部分はデジタル化され、より

多くの顧客がデジタルの予算管理と計画アプリ、お

よびその他のロボットを活用した投資ソリューションを

利用しているからです。

現在、パンデミックにより顧客のデジタル利用が劇

的に加速しており、銀行は、支店長や他のアソシエ

イトの在宅勤務および顧客との取引（口座開設

など）をサポートするための主要プロセスのデジタル

化について迅速な意思決定を迫られています。また、

顧客の経済的ストレスが増加するにつれて、銀行

は、顧客が不確実性を乗り越え、経済的幸福を

維持するのを支援する上で、より重要な役割を担

うようになりました。COVID-19は、リテールバンキング

の変革を最終的には数年分も加速させる可能性

があると私たちは考えています。

この変革には、リテールバンキングを一変させる3つの

構造的な動きがあることがわかっています（図1を

参照）。

1. デジタルバンキング：リテールバンキングの顧

客は、これまで大手テクノロジー企業が謳って

きたサービスのような、魅力的で直感的なデジ

タルエクスペリエンスを、モバイルプラットフォー

ムとオンラインプラットフォームの両方に求めて

います。このような顧客体験を可能にするため

に（そしてこれらの体験を開発するための資

金を解放するために）、銀行はフロントオフィ

ス、ミドルオフィス、およびバックオフィスの各ファ

ンクションにわたるコアバンキングプロセスをデジ

タル化しています。銀行にとっては、ほとんどの

トランザクションをアナログチャネルからユニット

コストがはるかに低いデジタルチャネルにシフト

することは、コスト面においても必要不可欠で

す。そのため、デジタルバンキングへの移行が

続く中、リテール支店はオムニチャネルエクスペ

リエンスの一部としての役割を果たし続けます

が、従来の支店ベースでの対面型のバンキン

グモデルは衰退しています （図2の変化7と

8）。

2. アドバイスが顧客関係の中心：ファイナンシャ

ルライフは本質が複雑です。 不確実な時代

においてアドバイスを求める顧客は増えていま

す。以前は裕福な顧客だけがそのようなアド

バイスを受ける余裕がありましたが、今は違い

ます。デジタルテクノロジーにより、低価格で高品質

なアドバイスの提供が可能になったため、アドバイス

は銀行とその顧客との関係の中心に位置づけられ

るようになっています。実際、リテールバンキングとウェ

ルスマネジメントはお互いの領域になだれ込み始め

ています。経済目標の達成に関するある程度のファ

イナンシャルプランニングと質の高いアドバイスについ

ては、今はオムニチャネルエクスペリエンスを通じて

提供されています。実際、新しい支払ソリューション

がすぐに手に入り、使用方法も比較的簡単な世

界では、銀行はもはや顧客を引き留めるために取

引口座に頼ることはできません。今後、アドバイスは

リテールバンキングの関係を支える主要な役割を果

たします。銀行にとっての課題は、質の高いアドバイ

スを大きな規模で絶えず提供することです。

大きな変革と共に、ニューノーマルが

急速に出現しています
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米国のリテールバンキングセクターは、他の一般消費者向け金融サービスと同様、急速に変化しています。

COVID-19は、消費者のデジタルへのシフトを加速させたにすぎません。マクロ環境が落ち込んだ状況では、

銀行はデジタルトランスフォーメーションを利用する以外に選択肢がほとんどありません。本レポートでは、

このリテールバンキングの変革を、3つの構造的な動きと主な10の変化として説明しています。

リテールバンキングとウェルス

マネジメントはお互いの領域

になだれ込み始めています。

図1. リテールバンキングを変える3つの構造的な動き

デジタルバンキング

魅力的なデジタルカスタマーエ

クスペリエンスと、フロントオフィ
ス、ミドルオフィス、バックオフィ
スの各ファンクションにわたるコ

アバンキングプロセスのデジタ
ル化

セグメント・オブ・ワン

顧客体験はハイパー

パーソナライズされ、各

顧客または各家族に

合わせて調整されます

リテールバンキング

の変革
アドバイスが中心

アドバイスやガイダンスが銀

行とその顧客とのあらゆる

関係の中心となります
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3. ハイパーパーソナライゼーションによるセグメン

ト・オブ・ワン：顧客は、すべての人を一括り

にして同じ体験や、商品およびサービスを提供

されるのではなく、唯一無二の個人または家

族として扱われるべきであるという考えを強くし

ています。結局のところ、すべての顧客は、銀

行での体験が、自分と同じ属性の人たちが

妥当だと認めた基準と一貫性を保ちつつも、

自分にとってユニークなものであってほしいと期

待しています（実際、ミレニアル世代の調査

では、ユニークさと仲間の常識の両方を信じて

いることが繰り返し明らかになっています）。

この期待が、リテールバンキングのハイパーパー

ソナライゼーションが加速している理由です。

銀行はこの構造的な動きを認識し始めたば

かりであり、新しいセグメンテーション、カスタ

マーマーケティングプラットフォーム、および提案

によってこの方向に向かって対策を講じていま

す。顧客は、適切な商品とサービスをセットに

することで、人生の特定の時点で、その家族

に最適な独自のパッケージを組み立てることが

できます。問題なのは、古いバンキングシステ

ムと商品志向の組織が、この新たな方向転

換の障害となっていることです。

この変革は、銀行の顧客との関わり方から、

人材プールを管理する方法、銀行が新しいテ

クノロジープラットフォームと物的インフラで顧客

とアソシエイトに力を与える方法まで、銀行の

ほとんどの側面に大きな影響を及ぼします。よ

り具体的に言うと、変革は主に10の変化で

示されます（図2を参照）。これらの変化は、

前述の構造的変化により生じるものであり、

そのイネーブラーです。
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図2. 10の変化で見るリテールバンキングの変革

銀行による人材の管理方法（高度なスキル

を持つ未来のワークフォースの創出）

5. サービスと取引を行うアソシエイトから、

アドバイスと関係構築を行うアソシエイ

トへ

6. 一時的で低スキルのワークフォースから、

専門的で積極的なワークフォースへ

7. 支店中心のオペレーティングモデルから

コールセンター中心のオペレーティングモ

デルへ

銀行によるインフラの管理方法

（柔軟な物的およびデジタルのインフラの作成）

8. 一貫した地理的カバレッジから、複数

の支店形式による戦略的カバレッジへ

9. モノリシックなレガシーシステムの集まり

から、柔軟なクラウドベースのテクノロ

ジープラットフォームへ

10. データが少ない環境から、データが豊富

な分析主導型の環境へ

銀行による顧客との関わり方

（取引の先へ）

1. アナログ取引からデジタル取引へ

2. 取引上の関与から、人間関係をベース

とした、アドバイス中心の継続的関与へ

3. 商品という形の還元から、アドバイスとし

てのロイヤルティへ

4. 万人向けの商品から、パーソナライズされ

た顧客体験へ
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1. アナログ取引からデジタル取引へ

前述のように、アナログ取引からデジタル取引

への移行は順調に進んでいます。ある国立銀

行は、最近のソーシャルディスタンスのガイドラ

インと複数の支店閉鎖の出来事の前でさえ、

顧客の3分の1超がすでにオンラインまたはモバ

イルデバイスを使用して銀行と取引を行ってお

り、定期的に支店を訪れる顧客は5分の1未

満であったと報告しています 。また、3分の2を

超える顧客が、過去1か月に少なくとも1回は

モバイルデバイスを使用して銀行口座を管理

しています。

これらの数字は、顧客が望む銀行の在り方が

大きく変化したことを証明しています。過去何

年かにわたり、顧客の利便性向上のため、支

店の営業時間を延長した銀行もありましたが、

この運用変更はミレニアル世代の期待には

合っていません。顧客は、自由に、そして主に

独りで銀行を利用したいと考えています。「い

つでも、どこでも」が可能なアクセスの需要に

応えるため、銀行はデジタルバンキングへの投

資を増やす必要がありました。COVID-19はこ

の需要を増幅させただけにすぎず、意欲的な

エンドツーエンドのデジタル化課題を取り入れ

るか、または加速する必要があることを銀行の

経営陣に確信させています。

多くの銀行は、遅れを取り戻さなければなら

ない立場にあることを認識しています。過去

10年間、フィンテック企業は特定の銀行の商

品（住宅ローンや消費者ローンなど）と活動

（口座開設など）に焦点を当て、従来の銀

行の先を行く魅力的なデジタル体験を生み

出してきました。

現在は、ほとんどの年齢層の銀行顧客の大

半が、オンラインまたは電話により、最も基本

的な銀行取引を快適に行っています。特に、ミ

レニアル世代がしばらくの間、そのような環境に

いる状態です。銀行がデジタルに転換する緊

急性はこれまでにないほど明らかであり、先例

に倣って迅速に対応しなければ、顧客を失う

可能性があります。

2. 取引上の関与から、人間関係をベースとした、

アドバイス中心の継続的関与へ

これまで、顧客は主に自分が開始した取引

（新商品購入や既存口座へのサービスな

ど）、または銀行が開始した口座関連のコミュ

ニケーションや商品のマーケティングキャンペーン

を通じて銀行と関わってきました。銀行と顧客

とのタッチポイントについては、範囲の大きさを

重視していることが多く、全体的に頻度と関

与がかなり少ないものでした。

新たな状況はこれとは非常に異なるようです。

デジタルアプリは、顧客が利用可能な収集・

整理されたリアルタイムのコンテンツを使用して、

ほぼ連続的なエンゲージメントモデルを可能に

しています。コールセンターまたはアソシエイトの

側では、オムニチャネルの顧客体験プラット

フォームを通じて、内容が充実した包括的な

顧客プロファイルが利用可能で、ネクスト・ベ

スト・アクションのエンジンを利用することにより、

あらゆる顧客とより幅広く、より意味のある会

話をすることができます。持続的なタッチポイ

ントと顧客とのより深い関わりにより、お金に

関わるアドバイスは必ずしもライフイベントの前

後で急増するということにはなりません。デジタ

ル化することで、アドバイザリーの関係性にお

いて、やり取りの流れがより安定する傾向に

なります。

また、積極的でパーソナライズされたマーケティン

グと、その後の1対1のアドバイスの改善に役立

つ一連の顧客インサイトが提供されます。

実際、リテール顧客は、銀行が彼らとのアドバ

イザリーの関係により多く関わることを望んでい

ます。COVID-19以前に実施された業界のある

調査によると、米国のリテール顧客の78％が

銀行にお金に関するアドバイスやガイダンスを

提供することを望んでおり、58％がデジタルで

の提供を望んでいます。1別の調査では、56％

が、予算と支出をモニタリングするためのツール

を提供することを銀行に望んでいることがわか

りました。2 銀行のファイナンシャルアプリが顧客

のファイナンシャルライフの中心となる態勢は

整っており、顧客は予算管理と計画のツール

だけでなく、日常の支払いを行い、口座にリア

ルタイムでアクセスし、マーケット情報も取得で

き、経済目標と人生目標を検討するための

ツールにもなります。このようなファイナンシャルア

プリは、ターゲットをはるかに絞った効果的な

マーケティングで、ほぼ途切れないエンゲージメ

ントモデルを可能にします。

この変更の一環として、銀行は、銀行のアソシ

エイトやアドバイザーとのコミュニケーションの方

法、タイミング、場所を柔軟に選択したい顧客

とのコミュニケーション方法を再考する必要があ

ります。この基礎となるのは、レイヤーごとに専

門知識とエンゲージメントのレベルが高くなる構

造を持つ新たなデジタルファーストのアプローチ

です。そのレイヤーは、1）積極的に提供される、

文脈上関連したコンテンツが豊富な基盤、

2）簡単な質問に対応するチャットボットと、

次のレイヤーで一般的な経済的アドバイスを

提供するコンタクトセンターチーム、および、

銀行による顧客との関わり方の変化
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3）より複雑なガイダンスに対応するトップエキ

スパートのファイナンシャルアドバイザーで構成さ

れています。これらのレイヤーを予約・紹介機

能と統合することで、銀行がアドバイザーチー

ムを拡大するにつれ、関心を持っている顧客

の安定したパイプラインが提供されます。

3. 商品という形の還元から、アドバイスとしての

ロイヤルティへ

今では、ほとんどの銀行が商品という形で顧

客に還元（リワード）するための設計と管理

についてかなり多くの経験を持っています。銀

行は過去数年間にわたり、（別々の商品プ

ログラムを単一の共有ポイントシステムに統合

することにより）クロスセルを奨励し、（店舗

利用ではなくデジタルトランザクションなどの）

利益をもたらす顧客行動に対して還元するこ

とに重点を置いてきました。全体的に、これら

のリワードプログラムは依然として非常に「銀

行中心」であり、ますますコモディティ化が進ん

でいます。

しかし、リワードプログラムについて異なる考え

方を示し始める銀行もあります。その理由は、

アドバイスが顧客関係の中心となってきており、

顧客の経済目標とより幅広い人生目標を明

らかにし、（バランスシートのレバレッジと経時

成長、消費習慣と貯蓄率、リスクテイク、お

よび保護の観点から）顧客の人生の道筋を

決めているからです。ロイヤルティプログラムは

もはや変わらないものではなくなり、今では、

状況や目標が変更された場合に必要に応じ

て軌道修正し、一連の目標に向けて顧客を

正しい軌道に乗せるためのメカニズムとして機

能するものでなければなりません。したがって、

ロイヤルティは、銀行というよりも顧客にとって

有益な行動に対してリワードを与えることであ

り、顧客がマイルストーンを無事に達成できる

ように正しい方向性を維持するものです。顧

客が期限内にローンを支払った場合、または

エクササイズトラッカーが十分なエクササイズを

実施したと告げた場合に、顧客がリワードを

受け取ることをイメージしてみてください。銀行

は長期的なアドバイザリーパートナーとしての役

割を果たし、顧客が一定の期間内に退職す

る場合でも、希望するライフスタイルを実現す

る場合でも、顧客が設定した目標に向かって

努力できるようサポートします。この変化に伴

い、ロイヤルティプログラムは顧客との幅広いア

ドバイザリーの関係にとって不可欠になりつつ

あります。

また、ロイヤルティプログラムは、顧客とのすべ

てのやり取りにおいて1つの中央プログラムに統

合されており、リワードは割引から商品とサービ

ス面まで複数の形式を取っています。そのため、

ロイヤルティプログラムは新たな顧客インサイト

の源になります。これらのインサイトは、真にカ

スタマイズされた顧客体験の設計の情報源と

なり（以下の変化4を参照）、行動変容を

促すきっかけとなり、ロイヤルティプログラム自

体を超えてパーソナライズされた商品マーケティ

ングの取り組みを推進することができます。

銀行のロイヤルティプログラムも、単なるポイン

トベースのものから進化し、小売業界や旅行

業界など他業種のプログラムのトレンドに倣う

体験型のリワードを追加する傾向があります。

銀行が顧客体験とアドバイスをますます重視

するにつれて、リワード自体を顧客の希望と目

標に合わせてカスタマイズする機会が増えます。

たとえば、住宅の購入のために貯蓄をしている

顧客に対しては、貯蓄目標を達成した見返り

として、将来の住宅修繕における割引や住宅

の無料改装のチャンスを与えることができます。

これらのリワードが既存のポイントベースのプログ

ラムや償還オプションに完全に取って代わる可

能性は低いですが、銀行が顧客を本当に理

解し、大切にしていることを顧客に示すことで、

これらのリワードが真のロイヤルティを促進する

かもしれません。

4. 万人向けの商品から、パーソナライズされた顧

客体験へ

従来、リテールバンクは製品サイロを中心に組

織され、標準化されたオファリングをできるだけ

多くの顧客に効率的に勧められるように、流

通チャネルを共有してきました。このモデルは、

過去には銀行にとって役に立つものでしたが、

今では限界に達しています。今日の顧客は、

特定の銀行の商品やサービスよりも、銀行で

の長期的な体験を全体的に重視しています。

実際、顧客は一連の「重要な節目」（アドバ

イスの検討から口座開設、取引実行まで）

を通して銀行との取引を経験しています。銀

行にとって、顧客との感情的なつながりの構

築は、リテール顧客の目から見てますます大き

な差別化要因になっています。それは顧客を

つなぎとめる要因であり、関係を深めるのに

役立ちます。

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン

ロイヤルティは、銀行と

いうよりも顧客にとって

有益な行動に対して

リワードを与えることであ

り、顧客がマイルストーン

を無事に達成できるよう

に正しい方向性を維持

します。

銀行にとって、顧客との

感情的なつながりの

構築は、リテール顧客の

目から見てますます大き

な差別化要因になって

います。
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その結果、顧客は銀行にさらに独自の個別化を期

待するようになっています。彼らは、自分の特定の

状況に適合する商品のソリューションを期待しており、

「セグメント・オブ・ワン」として扱われることを望んで

います。ある程度の収入があり、郊外に住んでいる

若い家族は、引退間近の独身の人とは大きく異な

ります。彼らが必要とするクレジットと貯蓄の組み

合わせは異なり、おそらく、口座の構造、教育の機

会と長期計画、デジタルの能力と価格への期待も

異なるものになるでしょう。その結果、銀行は、セグ

メント・オブ・ワンに合わせた独自のパッケージに商品

やサービスをまとめる（または顧客がまとめることが

できるようにする）提案を試しています。

商品の差別化にはまだ役割があることが推測され

ますが、その多くは、競合の銀行にはないと思われ

る新機能を単に導入するのではなく、適切にカスタ

マイズされた顧客体験において、個々の家庭の特

定の時点におけるそれぞれの状況に合わせて、適

切な機能一式をシームレスにまとめることによって実

現されます。

大手銀行はすでにこの新しい現実を実感していま

す。彼らのオペレーティングモデルは、マスマーケットま

たは裕福な顧客と小規模ビジネスのオーナーの間で

オファリングをセグメント化し、差別化しています。大

手銀行のマーケティンググループはまた、人口統計お

よび行動変数に基づいて詳細なセグメンテーション

を定義し、個別化の規模拡大を可能にするために

最新の顧客プラットフォームの使用を推奨します。

それでも、ほとんどの銀行にとっては、個別化した顧

客体験を実現するには長い道のりがあります。実際、

銀行のデータインフラは、詳細なセグメンテーションを

有効にするには役に立たないことが多く、まして「セ

グメント・オブ・ワン」に合わせてカスタマイズした顧客

体験や商品／サービスを実現させるには、さらに役

立ちません（より柔軟なデータおよびテクノロジープ

ラットフォームに移行する必要性についての詳しい説

明は、後述のセクション9に記載しています）。

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン
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5. サービスと取引を行うアソシエイトから、アドバ

イスと関係構築を行うアソシエイトへ

複数の大手リテールバンクの支店およびコール

センターの担当者を調査したところ、彼らは銀

行の顧客と、より付加価値の高い会話をした

いと思っていることが明らかになりました。このこ

とは、支店長、投資および融資のスペシャリ

スト、またはその他のシニアアソシエイトだけで

なく、サービス指向がより強い担当者、さらに

は窓口係にでさえも当てはまります。彼らは実

際に、 （時間を解放するための）サービス取

引のデジタル化と、アドバイザリー関係の会話

をより多く開始できる計画と予算管理のデジ

タル顧客ツールの開発の両方を歓迎していま

す。同時に、サービスや取引販売からガイダン

スやアドバイスの提供に時間を効果的にシフ

トするには、より多くのサポートが必要であった

と彼らは述べています。彼らのニーズと願望は

5つのテーマに分類できます（図3を参照）。

アソシエイトの役割におけるこの変化を可能に

するには、銀行は最新の顧客関係管理

（CRM）プラットフォームに投資する必要があ

ります。これらのプラットフォームは、統一された

エンタープライズレベルの顧客ビューを提供する

だけでなく、アソシエイトのすべての販売、サービ

ス、およびアドバイスのやり取りについて、統合

されたフロントエンドとしても機能します。アソシ

エイトは、会話の仕方に関するネクスト・ベス

ト・アクションとコンテクスチュアルなガイダンスを

必要とし、また、発見、計画、アドバイス、

ショッピングを通じて顧客と関わるためのツール

を必要とします。

また、銀行は内部のサイロを壊すために、チーム

間の連携を拡大し、奨励する必要があります。

シームレスな情報伝達を可能にしつつ、顧客を

このコラボレーションの中心に置くことは、異なる

専門知識を持つ様々なアソシエイト達が顧客

のために、1つに統合されたチームとなることを

可能にするための鍵です。魅力的な予約・紹

介機能は、顧客を適切なアソシエイトと結び

付け、最初のやり取りからすぐに付加価値のあ

る会話を可能にするために非常に重要となりま

す。

最後に、インセンティブスキームは、膨大な量の

タッチポイントではなく、顧客とのやり取りの質

と深さを実現するよう変えていく必要があります。

6. 一時的で低スキルのワークフォースから、専門

的で積極的なワークフォースへ

この変化により銀行のアソシエイトと顧客の間

の人同士のやり取りをより影響力のあるもの

にするため、従業員のスキルが比較的低く、

離職率が高い古いモデルを一新する必要が

あります。銀行のアソシエイトは、人数は減り

ますが、よりよく訓練され、より意欲的で、より

ロイヤルティの高い人材になります。銀行は、

厳密に定義されたワークプロセスから、より価

値の高い複雑なタスクや会話について、アソ

シエイトの柔軟性が高まるような、より順応性

のあるガイドラインに移行します。

銀行によるタレントプールの管理方法

の変化

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン

図3.銀行のアソシエイトが必要とするもの

私に情報を与えて

ください：

顧客との会話の指針と

するために必要な豊富

なデータ、コンテンツ、ツー

ルの一式を簡単に確認

できるようにしてください

私を導いてください：

洞察力に富んだ自然な

会話を顧客と行うため

の明確なサポートと柔軟

なガイドラインをください

私とのつながりを保って
ください：

私たちが1つのチームとし
て勤務し、顧客と関わる

時間は常に一貫した方

法でサービスを提供でき
るようにしてください

私が機能を利用できる

ようにしてください：

効率的なツールと、銀行

のすべての機能に容易

にアクセスできる環境で

私をサポートしてください

私のことを知って

ください：

永続的な真の顧客関

係を構築するために必

要な信頼性と自律性を

与えてください
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アソシエイトの役割は、特定の商品や管理の

責任についてではなく、顧客サービスにおける役

割について定義されます。たとえば、米国のあ

る大手銀行は最近、アソシエイトの主な役割

を、つなぐ人、サービス提供者、関係構築者、

金融パートナー、コーチの5つで定義しました

（図4を参照）。これらの役割を合わせて、顧

客にサービスを提供し、関係を深めるための統

合されたチームアプローチを構成します。各役割

がアドバイス重視のエンゲージメントに向けて明

確な価値を提供すると同時に、最前線のアソ

シエイトに明確なキャリアパスを作成します。ま

た、アソシエイトは、キャリアを積むにつれて、ど

こで特定のより深い専門知識を得ることができ

るかについて、より明確にすることができます。た

とえば、サービス提供者はクレジットカードの売

上について詳しく学び、関係構築者は住宅

ローンのアドバイスに関する知識を深めることが

できます。

銀行は、ワークフォースについてのこの変更を成

し遂げるために、カスタマイズしたトレーニングプ

ログラム、テクノロジーの実現、明確な昇進の

機会を伴うより柔軟なキャリアパスを通じて、

従業員に投資する必要があります。

また、この新しい柔軟性を受け入れるために、

役割と責任を明確に再定義し、各アソシエイ

トの日々の取り組みが銀行のミッションにどのよ

うに合致し、インパクトを与えているかを伝える

必要があります。より専門的なこのワークフォー

スへの期待の高まりを反映するために、報酬と

給与は並行してシフトする必要があります。

現在、金融機関の上層部で過小評価されて

いるマイノリティの公平性と昇進の機会も、ワー

クフォースの再設計の取り組みに含める必要が

あります。現場の最前線を専門化することは、

銀行が企業の社会的責任プログラムに合わせ

て、社会全体で変わりゆく性質と期待を反映

しながら、アドバイザーの多様性を強化する、唯

一の機会です。この取り組みは、特定のトレー

ニングプログラム、教育の機会、および各レベル

でのワークフォースの多様性についての計画的

な追跡という形で行われる可能性があります。

7. 支店中心のオペレーティングモデルからコール

センター中心のオペレーティングモデルへ

以前は、窓口係から支店長まで、顧客に対

応する従業員の大半が支店に座って、さまざ

まな役割を果たしていました。それは、サポート

の役割を果たすコンタクトセンターとは明らか

に異なっていました。新規顧客の獲得とセール

スの大部分は、支店網で行われていました。

この状況は急速に変化しています。

顧客のデジタルに対する傾向は年々着実に

高まっているため、銀行の支店に行く機会が

減っています。アドバイスの重要性が増すにつ

れ、顧客は地理的な近さではなく、必要に応

じてリモートで、適切な専門家とつながること

を重視するようになっています（ただし、小企

業ビジネスのオーナーなど、地元の銀行の支店

長または小規模ビジネスの銀行業務スペシャ

リストとの個人的な関係を大切にする人たち

はこの限りではありません）。

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン

図4. アソシエイトの5つの役割

つなぐ人：

顧客にとって最初の窓口となり、顧

客のニーズに応える適切な人やツール
を見つけるための支援を行います

サービス提供者：

顧客とバーチャルで連携し、アドホッ

クサポート、販売とサービスのニーズ、
口座メンテナンスを支援します

関係構築者：

顧客やコミュニティとの関係を構築し、
深めます

ファイナンシャルプランナー：

時間をかけて顧客と協力し、顧客の

全体的な財務状態の改善を支援し
ます

コーチ：

アソシエイトが目標を達成し、チームと

して目標を達成することができるよう

に、アソシエイトの支援に必要なこと
は何でもします
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デジタルなライフスタイルの台頭は、顧客がアドバイ

スに関してより価値の高いコミュニケーションを求めて

人対人のやり取りに引き続き依存していることと相

まって、リテールバンキングの重心を支店からコールセ

ンターに移すきっかけとなりました。今後、より多くの

銀行員が物理的またはバーチャルのコールセンターで

勤務することになります。また、COVID-19により、3

番目のチャネルが出現しました。それは、在宅勤務

のアソシエイトです。このチャネルは今後も続く可能

性があります。具体的には、専門家のスキルをバー

チャルで提供できるようにすることで、地理的な活

動範囲を広め、専門家の利用度の拡大につなげ

ます。

この変化に対応するために、銀行はコールセンター

業務をサポートするテクノロジープラットフォームを設

計し、さまざまなチャネル（コールセンター、支店、そ

して最近浮上した在宅勤務チャネル）で共通の顧

客管理、商品、およびサービスのプラットフォームを

活用することで重複を回避していきます。リソース管

理については、より柔軟なアプローチを使用すること

で、必要に応じて、アソシエイトをコールセンターと支

店の間で交互に再配置することができます。

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン



10

8. 一貫した地理的カバレッジから、複数の支店

形式による戦略的カバレッジへ

リテールバンクにとって銀行の支店はかつて、

新規顧客獲得、地元市場での存在感、コ

ミュニティ構築のための主な情報源でした。そ

のため、銀行の経営陣は、競争すると決めた

地域の市場の物理的カバレッジを最適化す

るために多くの時間を費やしました。リテールバ

ンキング戦略では、主にリテール支店の数と場

所を重視していました。

COVID-19が始まって以来、ソーシャルディスタ

ンスと複数の支店閉鎖により、支店の利用が

大幅に減少し、6月までの来店客数は推定

30％も減少しました。3 活動を再開した州の

初期データでは、いずれ顧客が店舗の利用を

再開することを示しているように見えますが、

米国におけるリテールバンキングの支店数はお

そらく多すぎることに変わりはありません。デジ

タルチャネルとコンタクトセンターを中心に展開

する流通モデルへの移行に伴い（上記を参

照）、支店の閉鎖が加速する可能性があり

ます。

この傾向は支店がもう重要ではないという意

味ではなく、重点がリテール支店の高密度

ネットワークの構築から、戦略的ロケーションに

オフィスを置く低密度ネットワークにシフトする

ことを意味しています （これは個人向け業務

を営む証券会社（ワイヤーハウス）がオフィス

の低密度ネットワークを最適化し、顧客がリ

モートチャネルを利用または一時的な移動を

行う、今日のウェルスマネジメント業界と同様

の手法）。この新たなネットワークにおいては、

あらゆるロケーションに合わせて最適化するた

めに、さまざまな支店の形を展開することがで

きます。たとえば、ドライブスルー支店が復活す

る可能性がある他、ショッピングモールや企業

の敷地にあるデジタルキオスクやカフェのような

支店、限られた人員による物理的／デジタル

のハイブリッドコンセプト（コンシェルジュによる

サービスや特殊商品のエキスパートなど）、さ

まざまなデジタル資産やビデオ会議施設への

店内からのアクセスという可能性もあります。

9. モノリシック（一枚岩で融通の利かない）な

レガシーシステムの集まりから、柔軟なクラウド

ベースのテクノロジープラットフォームへ

現在、ほとんどの銀行は、デジタル時代を考

慮せずに設計された、古い第1世代の商品お

よびサービスプラットフォームを利用して運営を

行っています。これらのプラットフォームには、迅

速にイノベーションを行い、市場で新たな提案

を開始し、データ保護とプライバシーに関して

絶えず変化する規制上の要件と必要性をサ

ポートする敏捷性と柔軟性がありません。

また、多くの場合、デジタル取引の増加に対

応するために規模を拡大することができません。

バッチ処理を行っているため、リアルタイムデー

タに基づくコンテクスチュアルな体験を可能に

することが難しくなっています。古いタレントプー

ルには、比較的古いプログラミング言語に基

づく古いプラットフォームをサポートするためのス

キルを調達する際に独自の課題があり、銀行

の新商品や顧客機能を導入する能力を制

限しながら、所有コストを高めています。また、

密結合のクローズドアーキテクチャは、クラス最

高のベンダーソリューションの統合と、迅速なイ

ノベーションの提供の妨げになっています。

銀行によるインフラ管理方法の変化

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン

現在、ほとんどの銀行は、

デジタル時代を考慮せず
に設計された古い第1世
代の商品およびサービスプ

ラットフォームを利用して運
営を行っています。
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これらのレガシープラットフォームは、主にコモ

ディティ化された商品を効率的に提供するた

めに、限られた商品パラメータのセットを使用

して設計されているため、商品イノベーションが

妨げられています。たとえば、目標ベースのファ

イナンシャルプランニングの台頭に伴い、普通

預金口座に目的重視のポケット（口座内で

特定の目的のために資金を分けておけるサー

ビス）を作成しようとした銀行もありましたが、

古い預金プラットフォームでそのような新商品

機能をサポートするものはほとんどありません。

最後に、サイロ化された商品プラットフォーム

間では、統合レベルが限られているため、顧

客と世帯の見方が断片化されており、標準

化され、コモディティ化された商品と顧客体験

以上のものを展開することがより困難になって

います。銀行は将来的に、時代遅れの制約

を乗り越えることができる次世代型銀行プ

ラットフォームに移行するでしょう。これらのプ

ラットフォームは機敏なモジュラーデザインであり、

クラス最高の機能を提供する際にヘッドレスア

プローチを使用することが多く、プラグアンドプ

レイアーキテクチャ、およびオープンAPI駆動型

でマイクロサービスベースの相互運用性レイヤー

を有効にし、さまざまなソースから引き出された

一連の機能を統合します。これらは、クラウド

でネイティブに構築されており、クラウドベースシ

ステムのコスト、弾力性、および拡張性のメ

リットを活用することができます。そのため、ユ

ビキタスな（いつでも、どこでも）レイヤーを介

して、強く求められる顧客体験が可能になる

ため、すべての商品とサービスがまずはモバイル

からアクセスできるようになりますが、選択した

Webおよびソーシャルプラットフォームからもアク

セスできるようになります。

これらの次世代型銀行プラットフォームは、特に、

Finxact、Thought Machine、10x、Mambuなど

のフィンテック企業で実現され始めています。

Temenos、FIS、Fiservなどの既存の業界ベン

ダーも、クラウド対応ソリューションと次世代の

フィンテックプラットフォームの一部の主要機能

を提供するために、プラットフォームを急速に最

新化しています。

これらの新しいプラットフォームは、再利用可能

な機能の調和がとれたエコシステムの中でクラ

ス最高のソリューションが集結した、柔軟でア

ジャイルな環境をつくり出します。それが社内で

調達されているかどうかは関係ありません。たと

えば、銀行が（予算管理と計画のツールに

データを取り込むために）顧客の支出パターン

を分析したい場合は、必要なロジックやアルゴ

リズムを自行で開発するのではなく、（APIを

介して）フィンテック機能にアクセスすることで、

市場投入までの時間を大幅に短縮できます。

銀行は、顧客のエンドツーエンドの顧客体験を

引き続き所有し、独自の魅力的なUX/UIと、

ユビキタスでリアルタイムのエンゲージメントを通

じて差別化を図りたいため、リアルタイム処理と

基礎となる柔軟なデータモデルにヘッドレスソ

リューションを組み合わせます。

銀行は、外部のテクノロジーソリューションをモ

ジュラープラットフォームに統合することで、既製

の機能についてベンダーのアップグレードを利用

し、長期にわたるメンテナンスコストを削減する

こともできます。これは、銀行がカスタマイズをい

くつかのクリティカルな領域のみに制限する管

理能力を持っていることを前提としています。彼

らの方向性は、外部ベンダーソリューションの機

能をカスタマイズして頻繁なソリューションアップ

グレードのメリットを切り離すのではなく、適切

なタイミングで適切な顧客向けに適切な機能

のコンビネーションを作ることによって、差別化さ

れた顧客ソリューションを作成することです。

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン
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この違いを体験するのは銀行の顧客だけでは

ありません。これらの新しい銀行プラットフォー

ムは、銀行のアソシエイトにも力を与えます。

銀行のアソシエイトのエクスペリエンスの中心

は、単一のCRMプラットフォームになります。こ

のプラットフォームは、魅力的なUIがアナリティ

クスおよびアドバイスとガイダンスのツールと統

合されており、すべてのチャネルで共有でき、

統合された顧客プロファイルと、チャネルに依

存しない商品およびサービスのシステムから得

られるデータを利用して、包括的な360度顧

客ビューを作成することができます。ワンストッ

プで最先端のこの顧客体験プラットフォームは

適切に設計および実装されており、銀行のア

ソシエイトに提供されるエクスペリエンスは、直

感的で最新、自動化されており、ワークフロー

による誘導があり、安全でインテリジェントなも

のです。

10. データが少ない環境から、データが豊富な分

析主導型の環境へ

銀行は、データと分析の力を活用して、質の

高いアドバイスを中心に置き、マイクロセグメン

トおよび個人向けのカスタマイズを備えた、魅

力的なデジタルエクスペリエンスを実現する必

要があります。今日、銀行のデータは相互通

信を行わないシステムに分散しているため、多

くが無駄になっています。一貫性がなく、さま

ざまな形式で保存されているため、集計が困

難です。単にまとめられていないという理由で

失われています。また、外部データによって

拡張されず、孤立しています。さらに構造化さ

れておらず、それを理解する能力が銀行には

欠けています。そして、いかなるタイプの予測

分析を通じても、実用的なインサイトに変えら

れることはありません。

銀行は、データと分析におけるやり方を迅速

に改善する必要があります。彼らは大量にあ

る貴重なデータに直接アクセスすることができ

ます。それには、クライアントオンボーディング、

口座開設、ファイナンシャルプランニングからの

顧客データ、支払いおよび決済勘定からの商

品および取引データ、市場およびその他の環

境データが含まれます。実際、銀行は適切な

データを集約して豊富な顧客プロファイルを作

成し、アドバイスのアルゴリズムとネクスト・ベス

ト・アクションのエンジンにデータを取り込む強

力な立場にあります。

しかしながら、顧客データの集約に関して特権

的な立場にあるのは銀行だけではありません。

テクノロジー企業は、貴重なデータセットに加え

て、優れたデータ管理および分析機能にもア

クセスすることができます。最終的には、データ

が豊富な顧客プロファイルには、財務データだ

けでなく、健康、旅行、娯楽、買い物のデータ、

およびその他の多くのデータセットも含まれるこ

とになります。銀行にとってのリスクは、顧客

データの集約と関係管理のコントロールをテク

ノロジー企業に奪われ、単に資産と負債の

管理者および金融商品のメーカーに成り下

がってしまうことです。

銀行は過去10年間、データのクリーンアップ、

データハブの統合、データレイクの構築、および

高度な分析機能に（ソフトウェアとデータサイ

エンスを介して）重点的に投資を行ってきまし

た。また、予算管理や自動化された目標ベー

スのファイナンシャルプランニングツールから、ア

ソシエイトや顧客向けのネクスト・ベスト・アク

ションのエンジンまで、分析集約型の提案の

開発と使用を開始してきました。そのすべてを

通して、銀行はデータが無駄になることのない

新しい世界に向かって動こうとしています。

CRMメモは自動的に共有データレイクに落とし

込まれ、あらゆるやり取りで作られたすべての

データポイントが分析により処理され、顧客お

よびアソシエイトのアプリケーションとツールに

フィードバックされます。それにより、以下のこと

が可能になります。

• 統一された豊富で総合的な顧客プロファ

イルは常に最新であり、CRM、インテリ

ジェントアシスタントとチャットボット、アド

バイスエンジンを含むすべての顧客対応ア

プリケーションに提供されます

• 顧客と銀行のアソシエイトは、常に情報

に基づいていて、コンテクスチュアルで、ス

マートである（そして、セキュアで機密性も

高い）と感じられるエクスぺリンスを享受

することができます

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン
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銀行には予期せぬチャンスがあります。COVID-19

後の経済的混乱を考慮し、銀行はリテールバンキ

ングの変革を遅かれ早かれ加速することに意欲的

になるべきです。

この景気後退の中で、銀行は今後の回復を可能

にする重要な要素と考えられています。顧客とアソ

シエイトに共感を示す銀行は、商品中心のオペレー

ティングモデルから顧客中心のオペレーティングモデル

に確実に移行すれば、大成功を収める可能性が

あります。これは、銀行が2020年代に競争力のあ

るプラットフォームを確立するために重要なことです。

また、低金利および中小企業に対する信用の緩

和が長期にわたることが予想される困難なマクロ経

済環境においては、銀行にコスト削減のプレッシャー

もかかるでしょう。しかし、変革の加速こそが、最善

の手段になる可能性があります。

ただし、変革にはさらなる時間が必要です。リテール

バンキング業界のほとんどでデジタルバンキングが順

調に進む中、一部の銀行はアドバイスを中心に据

えるために重要な対策を講じていますが、大規模な

セグメント・オブ・ワンへのハイパーパーソナライゼーショ

ンの発想は、依然として模索の初期段階にありま

す。当然、この変革には新しいインフラへの継続的

な投資が必要になります。

大規模銀行は、デジタルエクスペリエンスに対する

大きな投資および顧客データから恩恵を受けること

ができます。また、大規模銀行が持つ専門知識の

深さは比類なきものであり、焦点を正しく合わせれ

ば、持続的なイノベーションを推進することができま

す。しかし、この恩恵は長続きしないかもしれません。

テクノロジー企業は、特にホワイトラベルのソリュー

ションのために比較的小規模な銀行と提携した場

合、状況を混乱させる可能性があります。いずれに

しても、あらゆる形態や規模の銀行がこの変革を受

け入れることになります。そうでなければ、姿を消す

ことになるでしょう。

私たちの結論：

変革は大きなチャンスでもあります

米国のリテールバンキングの将来に関するビジョン
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