
デジタルトランスフォーメーションを加速させる
コアバンキングプラットフォームの変革
銀行が取り得る近代化の選択肢



リテール銀行・商業銀行の主な収入源は貸付と預金です。これらの

主な業務は旧来のプラットフォームからの提供が続けられるため、銀

行はデジタル化、カスタマイズ化されたエクスペリエンスを求める顧

客ニーズへの迅速な対応が難しくなります。また一方では、銀行は業

務の透明性を高め、最大限効率化すべきであるという大きな圧力を

受けており、業務上・規制上のステークホルダーへリアルタイムの情

報提供が求められています。この状況にさらに大きな影響を与える要

素として、ますます多くのフィンテックプレイヤーが市場に登場しつつ

あり、従来の銀行のビジネスモデルを崩壊させる恐れがあります。

銀行はこの10年を規制当局からの要請へ対応することに費やしてき
ました。しかしながら、近年はビジネスを成長させることにその焦点を

シフトし始めています。この成長は、各事業により、これまでにない高

い俊敏性と柔軟性のある革新的な商品と価格体系によって実現して

いかなければなりません。また、今までのデジタル変革の多くは、フロ

ントオフィスやカスタマーチャネルを中心としたものでしたが、次世代

の革新的な商品やサービスを提供するには、コアバンキングプラット

フォームのデジタルトランスフォーメーションが必要です。

銀行がコアバンキングプラットフォームの変革を進める際、どの程度

の速さで進めたいかを検討し、どのようにプラットフォームの近代化を

進めていくかを理解する必要があります。近代化は、テクノロジーの

側面だけではなく、従業員へ与える影響も考える必要があります。ベ

ンダー主体で提供されるサービス（例：減少が続く旧来型の特注アプ

リケーションサポート）への依存から脱却し、より近代的なアーキテク

チャやアプリケーションプログラミングインタフェース（API）によるクラ
ウドベース型ソリューションへの移行が必要です。銀行は、デジタルト

ランスフォーメーションを実施しながら、日常業務とサービスレベルを

維持することが求められています。
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わずかな例外をのぞき、米国大手銀行の大半

は、1980年から90年代に開発し老朽化したプ
ラットフォーム上で勘定系業務を維持していま

す。1 このようなプラットフォームは、固有に開

発・構築されたものか、大幅にカスタマイズされ

たかものかのどちらかで、導入時のパッケージ

製品とはまったく異なるものとなっており、メン

テナンスの複雑さを増しています。

金融機関は、これらのシステムの近代化が必

要だと認識していましたが、莫大な投資・時間・

労力を要することから、着手できずにいました。

過去の例から見て、短期間での投資回収は難

しいケースが大半でした。近代化を完遂するた

めには、複数年の取り組みと多くのリソース投

入が必要となる可能性があります。また、取組

の複雑さや日常業務中断の可能性があるため、

プロジェクト期間中のオペレーショナルリスクも

存在しています。そして、近代化を妨げていた

もう一つの原因は、ほとんどの既存プラット

フォームはいまなお、勘定系業務を実行する機

能を十分に有していることです。それゆえ、新た

な取組は独立したアプリケーションを構築する、

もしくはプロセスを手動とすることで、既存プラッ

トフォームは変更しないことを選択してきたのは

当然と言えるでしょう。2

多くの大手銀行は、2008年の金融危機以降に
銀行へ課せられた規制順守と報告義務への対

応を求められました。3 この10年以上もの間、
銀行は規制当局の要求に対応するため、予算

とリソースの大部分をコンプライアンス対応に

投入する必要がありました。しかし銀行は規制

への順守を完了するにつれ、デジタル化のケイ

パビリティを強化する投資を重視するように変

わってきています。

また、既存プラットフォームに手を加えずにおく

ことが許される状況ではありません。現在、多く

の銀行は、メンテナンスやサポート契約の期限

切れ、文書化されていない膨大なカスタマイ

ゼーション、COBOLやメインフレームなどの旧
来テクノロジーのスキルを持つ要員の減少（ス

キル確保のための費用肥大化）といった問題

に直面しています。結果的に、大幅なカスタマ

イズをした既存プラットフォームの単純なアップ

グレードは、新たなプラットフォームの構築に相

当する負荷が発生する可能性もあります。

このような課題に直面している状況、近代化に

おける取り得る選択肢の増加、現状を維持し続

けることによる新たなリスクの発生により、既存

システムの近代化は銀行が避けては通れない

取り組みであると言えます。

近代化に向けた変革のジレンマ
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勘定系システムは、銀行の中心に位置付けら

れる最も重要な要素です。コアシステムに変更

を加えれば、チャネルやオペレーション全体に

影響を与えます。これまではコアシステムをリプ

レイスすることが唯一のオプションだったため、

勘定系プラットフォームのプロジェクトは銀行に

とって「すべてを賭ける」意思決定でした。

幸いにも、多様なソリューションをサポートする

技術が大きく進歩したため、勘定系プラット

フォームの近代化は、二者択一（何もしない、ま

たは全てリプレイス）ではなくなりました。現在、

新興ベンダーは、銀行全体への影響を最小限

に抑えうる、次世代のクラウド、かつコンフィグ

レーションベースのソリューションを提供してい

ます。これらの次世代プラットフォームは、銀行

は新たに発生するニーズへ対応しつつ、勘定

系システム機能の大部分を稼働させる既存プ

ラットフォームを継続して活用できます。従来の

ベンダーもまた改革を進めており、選択した次

世代ソリューションを活用して既存プラット

フォームを強化するオプションを銀行に提供し

ています。

勘定系プラットフォームは、大きく以下の三つに

分類されます。

• レガシープラットフォーム
固有、または独自のプラットフォームで実行

される「各行固有」のソリューション。メインフ

レームシステムであることが多い。実装が複

雑であり、複数年のライセンス契約で利用

する。

• サービス指向型プラットフォーム
サービス指向アーキテクチャ（SOA）ベース
で設計され、リアルタイム処理を可能にする。

一般的に、SaaS（サービスとしてのソフト
ウェア）ソリューションとして提供され、通常、

ライセンス契約およびサブスクリプションモ

デルで利用される。

• クラウドネイティブプラットフォーム
マイクロサービスをベースに他行および外

部サービスへのアクセスを可能にするアプリ

ケーションプログラミングインターフェース

（API）を備えたアーキテクチャを活用。 リア
ルタイム処理をサポートし、クラウドネイティ

ブである性質により、通常、従量課金方式

のサブスクリプションモデルで利用される。

このように幅広い技術・ソリューションが登場し

たことにより、銀行は今や、コアシステムを改善

するための選択肢を複数持ち得ています。最

適な選択肢を判断するには、既存プラット

フォームの持続性、リスク選好度、商品やサー

ビス革新の必要性、変革の緊急度、データ戦

略（セキュリティ、プライバシー、コントロール、

ビジネス継続性を中心とした潜在的影響および

リスクマネジメント、インフラ、データを収益化す

る 能力などを含む）の複雑さなどを考慮し、自

行の変革方法を判断する必要があります。

銀行は、全体のデータ活用戦略を明確に示す

ことが重要です。システムの近代化、またはデ

ジタルトランスフォーメーションに関する議論を

踏まえ（特に、データ品質が異なる複数のビジ

ネス、チャネル、商品が存在する場合）、一回

限りのデータ移行だけでなく、将来に渡る継続

的なデータ統合を円滑に推進する必要があり

ます。銀行は現状、および将来的な自行内の

データ資産の流れをどのように整理し、どのよ

うにデータを活用していくかのロードマップを描

く必要があります。データを効果的に管理する

ことは、オペレーション効率や正確性の観点か

ら必要であるだけではなく、より優れたカスタ

マーエクスペリエンス、より精度の高いクロスセ

リング機会の特定、また新たな収益源を見出す

機会にもなりえます。それらは銀行が投資に見

合う価値創出を最大限達成するために重要な

ものです。さらに、データ戦略を具体化すること

は、既存のIT環境へ高度な分析ケイパビリティ
を実装することの土台となり、最適な意思決定

を支えるためのリアルタイムベースの情報や視

点を得ることに繋がります。銀行が検討すべき

近代化の5つの選択肢を見ていきます。図1は
その要約です。

• Wait & See／現行維持：
現在の機能を備えた既存システムを短期的

に保持しながら、業界のリーダーの戦略に

追随し、次のアップグレード方法・実施タイミ

ングを決定する。この選択は、持続可能なプ

ラットフォームを保有し、かつ大規模なトラン

スフォーメーションを必要とするビジネス

ケースを有しておらず、明確なリスクがない

銀行に有効。

• Re-Platform／リプラットフォーム：
アプリケーション機能、もしくは採用技術の

変更を最小限とし、既存のプラットフォーム

の小規模なアップグレード（例・バージョン

アップ）によってプログラム資産を移行する。

この選択は、取り組みによる影響を最小限

に抑え、将来の大きな変革への足掛かりを

作るが、取組自体は新たなビジネスニーズ

に対応するものではない。

• Re-factor／リファクタ：
勘定系システムプラットフォームのプログラ

ム資産を、既存機能を変更することなく、近

代的な技術へ（例・COBOLからJavaへ）置
き換える。これにより、可読性・保守性・拡張

性が向上し、潜在的ではあるが、プラット

フォームのクラウド対応へ備えることにも繋

がる。

• Augment／増強：
既存プラットフォームでは提供されていない

高度なニーズを満たす新たなプラットフォー

ムを並列して構築する。新しいプラットフォー

ムは差別化されたソリューションで構築し、

既存プラットフォーム機能の一部は移行対

象となる。この選択は、既存の商品やサー

ビスを維持しながら、迅速な変革を目指す

場合には革新的な選択肢となりうる。

• Replace／リプレイス：
既存のプラットフォームを最新かつ近代的な

ソリューションに切り替える。これは、積極的

に多くの初期投資を行う意志を持ち、リスク

を適切に把握・許容できる銀行に適した選

択である。この取り組みにより、ビジネス

ニ ー ズ へ の 対 応 が 加 速 す る 。

あらゆるものを犠牲にして取り組む必要はありません
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図 1．近代化の選択肢

近代化のアプローチをより細かく検討できることは、銀行に

とって確実にアドバンテージとなると同時に、どの選択が最

適かを判断することは複雑です。これは、銀行の全体的な

事業戦略やリスクに対する選好、各行固有の要因だけでな

く、既存ベンダーとの関係性・既存プラットフォームのケイパ

ビリティも考慮する必要があります。

近代化の選択肢

銀行プロファイル

• 現在の機能のまま既存
システムを保持する

• アプリケーション機能を
変更せず、新たなスキ
ルセットを必要としない
プラットフォームへ小規
模なアップグレード（例・
バージョンアップ）に
よってプログラム資産を
更改する

• ベースライン機能を変え
ずに採用テクノロジーを
近代化する

• 可読性・保守性・拡張性
を高め、潜在的にクラウ
ド対応を可能にする

• 既存プラットフォームで
は提供されなかった高
度なニーズを満たす新
たなソリューションを並
列して実装する

• 差別化されたソリュー
ションを採用でき、既存
プラットフォーム機能の
一部は移行対象となる

• 既存コアプラットフォー
ムを最新かつ近代的な
ソリューションに切り替
える

• 積極的、かつ多くの初
期投資を伴うが、市場
やビジネスニーズへの
対応を加速させる

既存プラットフォームの持続性

リスク回避度

変革／成長への貢献度

変革の緊急度

データ戦略の複雑性

適用するケース • 不具合がない

• 近代化の意思決定を
する前に、市場動向を
静観

• 不具合はないが、現
在のバージョンはサ
ポート期限を迎える可
能性がある

• 投資対象が、バージョ
ンアップや小規模な機
能強化、もしくはデー
タベースにされている

• 近代化へのビジョンを
明確に有しているが、
全面的な切替（リプレ
イス）には前向きでは
ない

• 2ステップ行程：

- 現行から近代的な
テクノロジーへリ
ファクタする（例：
COBOL か ら Java
へ）

- リファクタしたプラッ
トフォームを強化し
ていく

• 新たなソリューションを
用いた独自のビジネス
目標がある

- デジタル専用銀行
／新たなブランド立
ち上げ

- 貯蓄性預金専用の
プラットフォーム

• 新たなソリューション
が安定稼働し、実績が
できたら、既存プラット
フォームからさらに多く
の機能を移行させる

• 既存プラットフォーム
が、コスト・オペレー
ション・ビジネスニーズ
に適合できない

• 契約が期限切れ間近
で他の選択肢が取り
にくい

• 最終手段としてのリプ
レイスを選択せざるを
得ない

*コードリファクタリングは、アプリ機能を変えることなく既存コードを再構築して、技術的パフォーマンスを改善するプロセスです。

Wait & See
(Do Nothing)

Re-Platform Re-factor＊ Augment Replace

既存コア

新コア
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既存プラットフォームをリプレイス、増強、リファ

クタ、リプラットフォームするかどうかの判断は

非常に複雑です。各行の状況はそれぞれ異な

るため、画一的な万能アプローチに期待するこ

とは賢明ではありません。現在のインフラストラ

クチャ、市場動向、顧客ニーズ、および自行の

ケイパビリティの詳細な分析が必要です。

デロイトのアプローチには、意思決定を導き出

す重要な判断ポイントが定義されています（図

2）。これら判断ポイントでは、リスク、ビジネス
貢献、そして現在のケイパビリティのバランスを

取った上で、どの選択肢が自行にとって最適で

あるかを判断できるようサポートしています。
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最適な選択肢は銀行により異なります

図2．アップグレード方法の選択は、一連の決定事項に基づいている

HighLow

You are here

AugmentRe-platform

Do Nothing

ビジネス変革の必要性

プラットフォームによる
革新の必要性

リスク選好の度合

Augment

Augment or

Modernize

Re-factor Replace

Replace

Modernize or Replace

Low High

Low High Low High
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既存システムを維持した事例

最初のステップでは、ビジネスニーズを調査し、

既存プラットフォームが、事務処理要件、商品

ケイパビリティ、法規制遵守に対応しているか

を評価します。既存プラットフォームが許容でき

るレベルであれば、しばらくの間は何もしないと

いう選択をすることができます。一方、既存プ

ラットフォームが各要件に十分に対応していな

い場合は、何らかの形での近代化が必要です。

何もしないというと否定的な意味合いがありま

すが、社内のケイパビリティや明確なビジネス

ケースをまだ有していないリスク回避型の金融

機関には適切な選択肢となります。そのような

銀行は、先行して取り組んでいる他行を調査し、

市場で成功事例が出現した後に着手すること

ができます。銀行が動向を積極的にモニタリン

グしてから、今後の自行の戦略を開始する限り、

この待機型アプローチは有利に働きます。例え

ば、業務効率を見極めた実装、新しいスタッフ

のスキルアップや採用、ビジネス戦略の刷新、

商品とサービスのロードマップ策定、既存およ

び新しいベンダーとの関係構築などを踏まえ今

後の選択肢に影響を与える要因を整理します。

このようなシナリオの場合、現在のアプローチ

がデータ戦略のニーズを満たしていると仮定す

ると、銀行のデータ戦略は、比較的単純なもの

となります。

デジタルトランスフォーメーションを加速させるコアバンキングプラットフォームの変革

地方銀行：

評価・検討の末、近代化をしないと決定

地方銀行は、テクノロジー主導型プラットフォームへのアップグレー

ドを評価しましたが、ケイパビリティ、費用、スコープ変更の懸念に

より、実施しないと判断しました。

ある地方銀行の既存コアプラットフォームは旧式で契約終了日が近づいていた

ため、問題点と刷新の必要性を評価しました。その結果、以下が既存コアプラッ

トフォームに関する懸念事項と判断されました。

• 商品提供とサービスを拡大した場合に拡張できる能力

• 現在のプロバイダーとの高額な利用料

ソリューションとしての「Wait & See」

同行は最終的に、以下の理由から近代化を実施しないことに決定しました。

• 現行システムは、既存の通常業務に必要な機能を保持している。

• 銀行では、すでに多大な費用が発生し、人的リソースの制約を引き起こす他
プロジェクトがいくつか進行中だった。

• 銀行は独自のデータウェアハウスを開発中で、実行が難しいとされる新コア
プラットフォームとのシームレスな統合を確実・円滑に実行したいと考えてい

た。

• この取り組みのスコープ管理は、銀行にとって極めて大きな負担になること
が予想された。

速やかな近代化への対応よりも、他の優先事項と人的リソースの

制約による実行性への懸念・リスクを重視。

ケーススタディ：
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リプラットフォーム、またはリファクタした事例

何らかの変化が求められるビジネスケースを確

立した場合、銀行は、既存の商品や機能を超

えた革新を検討する必要があります。市場が銀

行にデジタル商品の開発を求めているか？

競合他行は新しい商品やサービスを先行投入

しているか？ 革新を進めることが緊急のニー

ズでない場合、銀行は、必要な変革のインパク

トにより、リプラットフォーム、もしくはリファクタ

のどちらかを選択することが考えられます。こ

れら二つの選択の詳細は以下のとおりです。

• リプラットフォーム：これは、二つの選択肢の
うち、積極的ではない選択肢です。比較的小

規模な変更であり、コアとなる機能の変更や

新たなスキルセットの必要性は多くありませ

ん。リプラットフォームの例には、バージョン

アップやデータベース更新などがあります。

このケースのデータ戦略の複雑性は低いも

のになります。

• リファクタ：この選択肢では、既存アプリケー
ションの動作を変更せずにプログラム資産を

更新します。その結果、可読性が向上してメ

ンテナンスが容易になることで拡張性が高ま

り、潜在的にクラウドへ対応準備が整います。

また複雑なデータニーズに対応する備えにも

なりえます。

両選択肢とも、銀行の既存の採用技術を現代

的な技術へ移行させるものですが、それ自体

がビジネスケイパビリティを向上させるものでは

ありません。ケイパビリティ向上（例：新しい得

意先、もしくは新たな顧客層の開拓、革新的な

商品の提供、高度な価格設定スキームの適

用）に対して強い必要性のある銀行は、コアプ

ラットフォームの増強またはリプレイスを検討す

る必要があります。

デジタルトランスフォーメーションを加速させるコアバンキングプラットフォームの変革

プライベートバンク（スイス）：

コードリファクタによるシステムの近代化

スイスのプライベートバンクでは、リファクタ戦略を採用し、ビジネス

に不可欠な投資システムの近代化を6か月で実現しました。

スイスのあるプライベートバンクでは、ビジネスに不可欠な投資システムをレガ

シーソフトウェア・言語から近代的なプログラムコードへ更新する必要がありまし

た。レガシーソフトウェア・言語は、維持するのが困難で費用がかかるだけでな

く、先進技術・ソリューションとの接続・連動も困難でした。同行は、継続中のオ

ペレーションへの影響を最小限に抑えた上で、プラットフォームの近代化を実行

したいと考えていました。

ソリューションとしてのリファクタ

ソリューション

• プライベートバンクは、すべてのレガシーコードを6か月でリファクタし、アメリ
カのグローバルソリューションプロバイダーが提供する新しい言語へ移行さ

せました。

• すべてのレガシーコードは新しい言語にリファクタされ、すべてのレガシーソ
フトウェアは明確なデータ戦略の下に廃止されました。

メリット

• リファクタされたアプリケーションにより、すべてのシステム機能が維持されて
いるため、付随的なユーザートレーニング費用が発生しない。また保守性が

向上することにより大幅な効率向上とコスト削減を実現しました。

• さらに、近代化されたプラットフォームにより、プライベートバンクはより容易に
先進技術・ソリューションとの接続・連動ができるようになりました。

老朽化したコアプラットフォームを新しい言語にリファクタすることで、

大幅な効率性向上とコスト削減を実現。

ケーススタディ：
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既存システムを増強した事例

何らかの方法で既存ビジネスとは切り離した新

しいビジネスモデル（例えば、新事業またはデ

ジタル専用ブランド）を立ち上げたい銀行を考

えてみましょう。このような状況では、従来のビ

ジネスへ影響を与えることなく、より革新的な取

り組みを推進することが強く求められるため、

銀行は、コアプラットフォームの近代化を終えた

その先に目を向ける必要があります。既存シス

テムを増強とリプレイスのどちらの方法を選択

すべきかを検討すると、リスクと時間が問題と

なります。

技術的な進歩により、リプレイスのリスクは10
年前よりも低くなりましたが、既存プラットフォー

ム全体をスコープとした取り組みは依然として

非常に手間のかかる工程であり、進行中にビ

ジネスオペレーションに影響を与え、中断する

可能性があります。銀行がコアビジネス機能を

数年間にわたって調査し、リスクを許容する能

力と変革への意思が、既存システムの増強を

選択するか、リプレイスを行うかの判断に大きく

影響します。

特に時間と投資が必要な場合、リスク選好度が

低い銀行は、既存のプラットフォームを新しい

次世代プラットフォームで増強することに価値を

見出すかもしれません。このモデルでは、新し

いプラットフォームは既存プラットフォームでは

提供できない新しいケイパビリティを提供するこ

とを目的に構築され、オープンで拡張性の高い

クラウドネイティブ・アプリケーションをベースす

るケースが大半です。多くの場合、銀行はデー

タ戦略の評価も必要となりますが、それはより

複雑なものです。先に述べたように、Augment
（増強）は、将来の選択肢の幅を広げます。新

しいプラットフォームは、完全に別ラインの事業

や新しい金融機関を 立ち上げる際に使用する

ことができます。または、新プラットフォームが

安定していると判断された場合、既存プラット

フォームから長期的に移行することを目的に、

商品やサービスを立ち上げるための試行環境

として使用することも可能です。

デジタルトランスフォーメーションを加速させるコアバンキングプラットフォームの変革

投投資銀行（アメリカ）：

新たなデジタルチャネルとして

次世代型プラットフォームを採用

アメリカのグローバル投資銀行では、デジタル銀行に特化してシス

テムを構築し、リテール市場への参入を実現しました。

ソリューションとしてのクラウドネイティブプラットフォームによる

Augment（増強）

ソリューション

• 同行は、インドの企業が新しいベンチャー向けに開発した、クラウドベース型
のユニバーサルバンキングソリューションを採用することを決定しました。

• このソリューションにより、デジタルチャネルによる取引の即時受付が可能と
なり、全体のセルフサービス機能が確保されました。

メリット

• このプラットフォームは、高いレベルの商品柔軟性やパーソナライズ（例えば、
契約の保存および処理を行う際に、返済の期間や貸付条件の選択ができ

る）のニーズに応えるものでした。

• このソリューションは期間が限られているケースで有効です。すぐに利用を開
始できるクラウドベースのプラットフォームは、州および連邦の銀行規制に準

拠するように構築されているため、プログラム全体をわずか8か月で構築・使
用開始することが可能です。

当行は、実装の速さ、規制への高い準拠性、パーソナライズのしや

すさを実現するクラウドベースのソリューションを選択し、現在のプ

ラットフォームを補完。

ケーススタディ：
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完全にリプレイスした事例

最後の選択は、（前述の）近代化に向けた変革

のジレンマを思い出させます。銀行が事業目標

達成のため、実行可能な近代化の方法を考慮

せずに、既存プラットフォーム全体のリプレイス

を選択する場合があります。これは、「オールイ

ン」アプローチ（高いリスクを伴う）で、現在のプ

ラットフォームを使用し続ける事が許容されな

い状況において、より魅力的に見えます。また

銀行は、既存システムからデータ移行が可能と

なる新プラットフォームを選定する必要がありま

す。時間のかかり、リスクの低いアプローチを

選択した競合他社に対し、アドバンテージを取

ることに焦点を当てた長期的な展望も必要です。

デジタルトランスフォーメーションを加速させるコアバンキングプラットフォームの変革

銀行（イスラエル）：
老朽化したプラットフォームを
デジタルバンキングソリューションにリプレイス

イスラエルを拠点とするグローバル銀行は、勘定系システムを次世
代型システムにリプレイスして、リアルタイムの顧客との対話とサー
ビス機能強化を実現しました。

同行は、戦略的な優先事項として顧客と市場のニーズを満たすデジタルバンキ

ング商品の提供を開始したいと考えていました。複数の旧式で複雑なシステム

で構築された同行の既存プラットフォームは、デジタルバンキング商品、および

サービスの提供に十分な能力を備えていませんでした。さらに、日常のオペ

レーションニーズに対応するための保守に係る負荷が高く、コストが肥大化して

いました。

ソリューションとしてのリプレイス

ソリューション

• 同行は、このクラウドネイティブでリアルタイム処理が可能な次世代デジタル
バンキングソリューションにリプレイスすることを決定しました。

• ベンダーソリューションは柔軟性があり、競争力のある短期間での実装スケ
ジュールとコストの優位性を備えていました。

メリット

• 365日24時間対応のデジタルバンキング、モバイル機能を使用した認証、光
学式文字認識（OCR）テクノロジーなどの革新的サービスを提供する能力。

• 年間数百万ドル規模のITメンテナンスコストの削減。

• 市場シェアを侵食しているフィンテックプレイヤーとの競合市場に対するデジ
タル商品の投入。

イスラエルの大手銀行は、既存システムを、柔軟性があり費用対効

果の高いデジタルバンキングソリューションへリプレイスすることで、

デジタルバンキングへの移行を実現。

ケーススタディ：

10



勘定系システムの近代化は、業界動向、顧客

ニーズおよびオペレーショナルリスク、推進体

制などの客観的な評価・分析を伴う、極めて戦

略的な検討テーマです。

また、様々な不確実性により困難な問題が発

生する可能性も内在しています。

デロイトは世界最大のプロフェッショナルファー

ムとして、デジタル化に向けた様々なテーマ、

局面を支援しており、銀行業におけるデジタル

変革をEnd to Endで支援した実績があります。

これまでの我々の実績・経験より、既存システ

ム・業務の刷新が万能の薬ではないことも認識

しています。

グローバルで保有する様々なアセット、支援実

績・知見を活用しながら、デロイトはビジネス・

テクノロジー戦略に影響し得る多くの論点を

様々な観点でクライアントと会話を重ね、クライ

アントと共に考える事により、クライアントにとっ

ての最適解を導きます。

デジタルトランスフォーメーションを加速させるコアバンキングプラットフォームの変革
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