
デジタル・プロミスの実現
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の危機が促進・加速する、
金融機関のデジタルトランスフォーメーション



はじめに 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の危機の発生前から、金融サービス業界は既に急速な進化を遂げつつありました。その
原動力となっていたのは、顧客の期待の変化、既存企業や新規参入企業との競争の激化、規制の進化、テクノロジーの進歩な
どでした。世界中でデジタルチャネル、ツール、チャレンジャーバンク（新興のデジタル銀行）が急拡大していたという経緯からも明ら
かなように、デジタルトランスフォーメーションは順調に進展していたのです。

こうした傾向にもかかわらず、デジタル化に対する顧客の意向やデジタル投資に対する企業の意欲には、市場参加者、市場、国に
よって温度差のある状態が続いていました。

しかし、このような状況はCOVID-19により、わずか数週間のうちに覆されることとなりました。顧客行動は抜本的な変化を迫られ、
経済活動のかなりの部分がオンラインに移行し、デジタル化の方が安心できる、あるいはデジタルを積極的に支持する顧客が増加
しました。また、デジタル化の進んだ金融機関がCOVID-19の危機発生直後からアジリティ（俊敏性）とレジリエンス（回復する
力）をいち早く示していたことから、デジタルトランスフォーメーション推進の正当性と緊急性も明らかになりました。

本レポートでは、IIF（国際金融協会）とデロイトが共同執筆する「デジタル・プロミスの実現」シリーズの補足報告として、COVID-19

のもたらした4つの根本的な転換を取り上げ、これらが金融機関のデジタルトランスフォーメーションの加速に与えた影響について考
察しています。また、金融機関のパンデミック対応においてデジタルテクノロジーが果たしている役割について議論し、この先、未知の
領域を切り開いて行こうとする金融機関に及ぼす影響を探ります。

注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2020年6月に発行した原著をデロイト トーマツ グループが翻訳し、
2020年10月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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COVID-19がもたらす未曽有の変化：
4つの根本的な転換

COVID-19により、金融サービス業界におけるデジタル化の動きは既に劇的な加速を示しています。危機は人々の行動にかつて
ない変化を引き起こし、金融機関に働き方の変革を迫っています。具体的には、4つの根本的な転換が金融サービス業界全
体に波及効果を及ぼしています。

オンライン、モバイル機器、コールセンターなどの強制的な導入

世界中で移動や外出の制限措置がとられる中で、金融サービス業界はデジタルチャネルの急速な採用を迫られ、通常であれ
ば何年もかかる変化を、数週間とは言えないまでも、わずか数カ月の間に実現しています。デジタル化に関して従来から他の
諸国に遅れをとってきた米国の金融サービス業界においてさえ、

35%の顧客がCOVID-19下でオン
ラインバンキングの利用を増やした1

と回答しており、モバイル機器経由のログインや小切手入金の件数がこれまでにない水準まで増えています。興味深いことに、
こうしたモバイル利用増加の中で大きな割合を占めているのは、従来はデジタルチャネルの利用に及び腰だった高齢者やベビー
ブーマー世代です。こうした傾向は個人顧客だけでなく、法人顧客にも及んでいます。例えばGoldman Sachsでは、機関投資
家向けプラットフォームのアクティブユーザーの数が過去数カ月間に25%増加しました2。さらに、銀行の支店や保険会社の店舗
が閉鎖されている状況下で、COVID-19の危機により経済的困難に陥った顧客からのコールセンターへの問い合わせが増加し
ています。

非接触型デジタル決済における転換点の到来

政府によるロックダウン期間中に、消費者がオンラインでの買い物の割合を増やし、売上を確保したい企業が（自ら進んで、
または必要に迫られて）電子商取引機能の構築を急いだことで、非接触型デジタル決済導入の動きが加速しています。

Visaによると、今年1～3月期に中南米で
オ ンラ イン 取 引を 初 めて行った顧 客 は
1,300万人を超えました3。
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決済がデジタルに移行する中で、新たなタイプのプレーヤーほど偏っているとも言える大きな利益を得る傾向が見られます。これ
は彼らのマーケットシェアがデジタルに偏っているためですが、例えばPayPalは、2020年4月に取り扱った決済総額が前年同月

比で20%増加しました4。またStripeは、パンデミックの最盛期であったにもかかわらず、評価額の上昇により6億ドルの追加資
金調達に成功しました5。実店舗でも、デジタルウォレットやタップ＆ペイといった衛生的な非接触型決済の利用が急増しています。 

MasterCardによると、非接触型決済
取引は、パンデミックの期間に世界中
で40%を上回る伸びを示しました6。

特に米国では非接触型決済が驚くべきペースで増えており、Visaの取引は2020年3月までの12カ月間に150%増加しました。
これにより米国は、非接触型決済の定着率で先を行く世界の諸国との距離をやや縮めることができました7。

リモート勤務モデルの急速な進展

従業員の働き方に関して、金融サービス業界は発想の大転換を余儀なくされました。在宅勤務などはほぼ想定外だった業界
で、各社で数十万人とはいかないまでも数万人もの従業員が、ほぼ一夜にして、リモート勤務モデルへの移行を迫られたので
す。Bank of AmericaとWells Fargoはそれぞれ、従業員の約70%に当たる15万人以上の従業員を在宅勤務に移行させ、対
象外となったトレーディング業務とコールセンター業務のための緊急時対応オフィスを確立済みです8。前出事例のある米国から
は遠く離れた場所では、Standard Charteredが、2020年5月の時点で8万4,000人の従業員のほとんどの在宅勤務を継続し
ており、その対応策としてVPNシステム容量を6倍に増強しています9。これまではオフィスでの勤務に縛られていたトレーダーの間
でさえリモート勤務への移行が大規模に広がっており、TD Bankはトレーダーの80%以上が在宅勤務できる新機能を構築しまし
た10。さらには、あらゆるリーダーシップ、カルチャー、コミュニケーション、インタラクションのデジタル化が進んでおり、帯域幅に関す
る初期の問題は別にして、移行は概ね成功しています。わずか5日の間に従業員の98%以上を在宅勤務に移行させた
Nationwide Insuranceをはじめ、多くの金融機関は、こうした変化を恒久的なものにすることを約束しています11。

市場構造と経済情勢の進化

ここ数年間にわたる相対的な安定期の次なる段階として、金融サービス業界の規模と構造はCOVID-19の危機によって根本
的な転換を迎えており、利ざやへの圧力が高まっています。銀行は、既に縮小している純金利マージン（NIM）に加えて、金
利の低下（10年物米国債利回りは2020年3月に史上初めて1%を下回りました12）、消費者支出の減少、貸倒引当金の
増加などの逆風にさらされています13。また保険会社は、保険料収入の減少や、パンデミックに伴う支払保険金の上昇と闘っ
ています。景気後退がいつまで続き、どの程度深刻になるのかを予測することは不可能ですが、結果として市場の小規模化
が進む可能性が高いと考えられます。こうした市場で金融機関が競争力を維持するためには、より効果的かつ効率的な業
務運営が求められます。さらに、「ビッグテック」と呼ばれる巨大ハイテク企業による金融サービス業界への参入の動きが強まる
中で、競争力学は今後も進化を続けていくでしょう。ビッグテックは、その力量、規模を活用し、さらには消費者の日常生活の
中でいっそう重要な役割を果たすことで（パンデミック危機における必要不可欠な製品・サービスの提供、積極的な医療対応
の形成など）、将来の金融機関との議論やパートナーシップにおける交渉力を強化しようとするはずです。一方で、より小規模
なフィンテック企業は、資金調達モデルで危険にさらされる可能性があります。競争力学の進化は、既存企業か新規参入企

業かを問わず、多くの業界プレーヤーの「自社開発（build）か、買収（buy）か、それとも提携（partner）か」を巡る意思
決定に大きな影響を与える可能性があります。
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潜在能力の解放：デジタルトランス
フォーメーションの従来の阻害要因を打
破したCOVID-19

COVID-19は今後のデジタルトランスフォーメーションの行方を決定づける分水嶺となりました。過去10年間に戦略面、経済
面、文化面でのデジタル投資を行ってきた金融機関は、さまざまな転換を乗り越え、危機に対応するために、十分な準備を
整えていたと言えます。「世界最高のデジタル銀行」とも称されるDBS BankのCIO（チーフ・イノベーション・オフィサー）は、次の
ように述べています。「（新型コロナ危機により）テクノロジーの価値、そして私たちが採用するテクノロジーの最新化に向けて過
去10年間にわたって行ってきた投資の価値が明らかになりました。しかし、私たちが実施してきた変革は、インフラのアーキテク
チャを変えただけではありません。その最大の成果の一つは、従業員の考え方を変化させたことです。」14 

対照的に、これまでデジタルトランスフォーメーションの推進に苦労してきた金融機関は、
この危機が露呈させたテクノロジー格差を思い知り、差を縮めようと迅速に対応しまし
た。Standard CharteredのSC Venturesの責任者であるAlex Manson氏の言葉を借りる
とするなら、ひょっとするとCOVID-19こそ、今まで雲隠れしていたCTO（チーフ・トランス
フォーメーション・オフィサー）なのでしょうか？16 

多くの金融機関にとって新型コロナ危機は、それまで秘めていた能力を解き放ち、デジ
タル・プロミスの実現を目指す上で直面してきた障壁の多くを打破するきっかけとなりま
した。シリーズ第二弾「金融機関のデジタルトランスフォーメーションにおける成功要因」
で詳述されているように、企業トップが適切なコミットメントを果たしていないデジタルイニ
シアチブは、往々にして失速するものです。しかし、COVID-19によって、顧客との接触の手段、および業務運営のレジリエンスを
維持する手段としてデジタルトランスフォーメーションの必要性が強く意識されるようになったことで、リーダーシップと組織的支援
がもたらされています。危機の最中に達成すべき3つの戦略的優先事項のうちの1つとして「顧客に対して新しい機能を提供す
ること」を掲げる銀行まで登場しています。 

同様に、金融機関がデジタルトランスフォーメーションを目指していても、リスク回避の観点、また十分に機敏に実行できないこ
とから、足止めされるケースは多く見られます。しかし、COVID-19によってこうした障害はあっという間に取り除かれました。
COVID-19は各組織が有する真のイノベーション能力をあらわにし、新しいデジタルサービスの設計・開発・ローンチに必要である
と従来考えられていたタイムラインを、根本から覆しました。ある米国の地方銀行が新たに手に入れたスピードとアジリティの例
をご紹介しましょう。この銀行は、実現までに6カ月かかると従来は見られていたオンラインでの銀行口座開設ソリューションを、
MVP（実用最小限の製品）の形で、わずか2週間で実現させました。また、別のカナダの銀行からは、開発チームの生産性を
（商品化されるまでのプログラミング量に基づくと）約20%向上させることができたとの声が届いています。こうして見ると、金融
機関はパンデミックから働き方を進化させる魔法の杖を手に入れた、と言えるのです。 

このほか、金融機関のデジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みにおいて難題として立ちはだかってきたのが、外部パート
ナーエコシステムとのコラボレーションです（シリーズ第一弾「金融機関のデジタルトランスフォーメーションにおける9つの優先課
題」をご参照ください）。しかしここでもまたCOVID-19が、パートナーシップ締結に向けた議論を加速させ、金融機関がフィンテッ
クや他のエコシステムプレーヤーとの効果的な協力関係を構築する契機となっています。ある保険会社は、インシュアテック・パー
トナーのソリューションを自社プラットフォームに統合することから、リモート保険金請求管理のテスト実施、そして顧客向けトータ
ルデジタルソリューションの実稼働までを、わずか1カ月足らずで実現することができました。同社は、デジタルと保険に関連する
硬直性をすべて克服し、従来であれば想像もつかないほどのスピードでデジタル化を達成したのです。

「COVID-19関連の取り組みを何とかやり遂げよ
うと、さまざまな手続きを省き、多くのことを一気
に進めました。まるでフィンテックのようなスピード
で自分の銀行が動くのを、初めて目の当たりに
しました。」15  

– Aiaz Kazi氏、CPO（チーフ・プラットフォーム・オフィサー）、
Santander Bank 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/realizing-the-digital-promise-key-enablers-for-digital-transformation.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/realizing-the-digital-promise.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/realizing-the-digital-promise.html
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パンデミックの拡大以降、金融機関はデジタルトランスフォーメーションの課題で大きな
進歩を遂げてきました。一方、クライシスの渦中で意思決定と解決策の実施を同時
に進められてきましたが、その最大効果はまだ判明していません。金融機関がガバナン
スさえ不十分な状態で不完全なデータを使って性急にデジタル化を進めようとしている
中で、安全とセキュリティはどのような影響を受けるでしょうか？デジタルトランスフォー
メーションは単なる追加型ソリューションではありません。果たして金融機関は緊急事
態が収束した後も、テクノロジー戦略、考え方、行動に恒久的な変化をもたらすことに
意欲的に取り組むでしょうか？金融機関には危機への短期的な対応を超えて考慮
すべきさまざまな影響があります。

「COVID-19間に、銀行のデジタル部門からの売
上高は危機前の25%から約75%へと急増しまし
た。10年分の変化がわずか2カ月間に凝縮され
たのです」17  

– William Demchak氏、CEO（最高経営責任者）、 
PNC Bank PNC Bank 
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将来への影響： 
ニューノーマル（新常態）で成功するために

金融機関がデジタルトランスフォーメーションに向けた道程のどの地点にいようとも、COVID-19の危機は展望を根本から変えよ
うとしています。組織にとって、競争をどう勝ち抜いていくかということについては、今日と明日では全く異なるものとなるでしょ
う。COVID-19の危機は、顧客行動、製品とサービス、業務運営（フロント、ミドル、バックオフィス）、業務モデル、外部エン
ゲージメント、働き方など、金融サービス全体の将来にさまざまな形で永続的な影響を及ぼすことになると考えられます。 

デジタルチャネルが「テーブルステークス（必須条件）」となるのに伴って、
金融機関は自らを差別化する新たな方法を顧客の視点から見いだす
必要がある 

新型コロナ危機によりフロントエンドのデジタル化が加速する中で、現在は金融機関の差別化に役立っている顧客体験（オ
ンラインでの口座開設やオンボーディング（取引開始までの手続きや準備作業）、自動査定融資、リモートによる保険金請

求など）は、間もなくテーブルステークス（必須条件）になっていくでしょう。金融機関が顧客を引きつけ維持するために、この
ような分野への投資は必要不可欠になる可能性が高いと言えます。さらに、真に差別化された提案を作り出したい金融機
関は、顧客の金融面以外のニーズを満たす商品やサービスの提供へと業務を広げることもできるでしょう。アジアにおける主な
例としては、DBS BankのMarketplaceがあげられます。これは、不動産や車の検索や売買、旅行の予約、公共料金プランの
乗り換えなどの場をネット上で顧客に提供するものです18。このような傾向は個人顧客と法人顧客の両方に当てはまり、金融
機関は価値提案（バリュープロポジション）を適宜適応させる必要があります。 

同様に、金融機関がより人間的でパーソナライズ化されたデジタルインタラクションの実現を模索していく中で、デジタルサービス
における次の主戦場は、顧客への「ラストマイル（最後の1マイル）」の分野へと移っていく可能性が高いでしょう。その実現に
は、データに基づく顧客理解を一段と深化させ、適切な商品を適切なチャネルを通じて適切なタイミングで届けることが求めら
れます。 

さらに、デジタル機能やセルフサービス機能により、顧客自身による直接管理の範囲が広がる一方で、支店やコールセンターを
介した人間的な接触を維持することも非常に重要になっていくと考えられます。特にコールセンターは、COVID-19の危機前は
ほぼ過去の遺産と見なされていたものの、ここにきてその重要性が再評価されています。支店の変革の取り組みを加速し需給
バランスを取る必要もあるでしょう。今後は、新しいコンセプトの拡大、拠点統合の促進のほか、追加サービス機能を備えた独
立型ATMを支店跡地に増設する動きや、既存のフルサービス型支店を専門特化型アドバイスセンターに再編する計画などが
加速していく可能性も高いと考えられます。 

新産業がもたらす経済情勢に適応し生き残るためには、
提供コストに対する意識を高めることが必要不可欠 

市場規模の縮小と利ざやに対する圧力の増加が近い将来にほぼ間違いなく起きることを考えると、効率性の向上とコストの
最適化の手段として、デジタルトランスフォーメーションの重要性が一段と高まる可能性が大きいと見られます。ECB（欧州中
央銀行）の最近の調査によると、
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デジタル専業銀行の費用／収益比率の平
均は47%と、主要銀行以外の銀行（ECB
の区分による）の73%を大幅に下回る 

という実態が明らかになっています。デジタル専業銀行の進化はまだ始まったばかりですが、この費用／収益比率の差からは、
全面的なデジタル化が進めば大きなコスト面の利点が得られることが明らかです19。 

レガシープレーヤーが技術的な負債を積極的に削減することは、業務の効率性を長期的に高め、業界全体の最新化とデジタ
ル化（パブリッククラウド、AIなど）を加速させる上で重要な意味を持ちます。現在の広範なビジネス環境や経済情勢の下で
は、テクノロジー投資の推奨は難しいことかもしれません。しかし、デジタルネイティブの新規参入企業と張り合うためには、全面
的なデジタルトランスフォーメーションを通じてコストの内訳を見直すことが重要です ― それによって金融機関が、一般的な想
定投資期間（3～5年）を超えた長期的な視野を求められるとしてもです。 

新たな環境に向けて、バリューチェーンの主要プロセスのデジタル化と
変換が必要 

効率性に改めて注目が集まることは、バリューチェーン全体のさらなる自動化の促進に役立つ可能性もあります。従来であれ
ば大胆すぎるとみなされていたはずのコスト削減策を許容する姿勢が、COVID-19の危機後は強くなっているためです。アプリ
ケーション・プログラミング・インタフェース（API）、インテリジェントオートメーション、クラウド、ロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）などのテクノロジーは、オンボーディング（取引開始までの手続きや準備作業）、本人確認（KYC）、マネーロンダリ
ング対策（AML）などのミドルオフィスの業務プロセスを合理化する上で重要な役割を果たし、効率性と有効性の両方を向
上させる可能性が高いと言えます。さらに、金融機関は危機の間に人工知能（AI）や機械学習（ML）を活用し、融資手

続きの合理化やAI搭載型仮想アシスタントを通じた顧客応対の強化を実現してきました20。 

新型コロナ危機は消費者と企業の財務健全性に大きな打撃を与えており、自宅待機命令や優先度の低いビジネスに対す
る政府からの閉鎖命令の延長により、収入とキャッシュフローは厳しい状態に陥っています。金融システム全体に対する衝撃の
大きさを考えると、短期的なリスク測定においては、従来型の信用分析モデルは以前ほど有効ではない可能性があります。
銀行、保険会社とも、モデリング機能のデジタル化と拡張を進めつつ、オルタナティブデータを引受プロセスの中心部分に組み
込む方法を模索する必要があります。例えばPNC Bankは英国のフィンテックOakNorthを指名し、企業向け融資ポートフォリオ
について、シナリオと将来予想に基づく格付けを提供するよう依頼しています21。 

金融機関は、デジタルトランスフォーメーションのメリットを真に活用し、収益とコストという方程式の両側で大きな機会を見つけ
出すために、フロント、ミドル、バックオフィス業務のプロセスを見直す必要があります。 

将来のリモート勤務モデルに必要なのは、人々の業務運営と
カルチャーの見直し…

リモート勤務モデルの採用が恒久化される中で、金融機関はリモート勤務が従業員に及ぼす影響について評価する必要があ
ります。また、リモート勤務モデルへの移行の結果としてコスト削減、効率性、生産性が期待される一方、それらとは相容れな
い人間同士の直接的な交流も求められるため、このバランスの取り方も検討すべきです。リーダーは、リモート環境でカルチャー
を確立し維持する新しい方法を見つけ出し、イノベーションを奨励してその実現を報いながら、従業員がモチベーションを持続で
きるように支援しなければなりません。効果的に「自宅からリードする」能力は、おそらく今後10年間における最大のリーダーシッ
プの課題になるでしょう。 



デジタル・プロミスの実現 | 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の危機 

9 

オフィスという概念全体も見直される可能性が高いでしょう。BarclaysのCEO、Jes Staley氏によると「過去のものになる可能
性」もあります。今後はハイブリッド型あるいはホテリング（予約制フリーアドレス式のオフィス）と呼ばれるシステムが出現し、
従業員は週に1～2日オフィスに出勤して他の人々と顔を合わせて共同作業を行い、残りの時間は自宅で働くようになること
が予想されます22。また、勤務地の移転についても再検討すべきでしょう。現在Citigroupが行っているように、特にミドルとバッ
クオフィス部門を郊外のサテライトオフィスに移転させることは、コスト削減とレジリエンスの向上を図る上で有効だと考えられます23。 

固有のサイバーリスクとコンプライアンスリスクに取り組むための新たな
アプローチ

コールセンター、トレーディング部門、その他のあらゆる部門で、自宅で働く従業員が数万人に及び、その一人ひとりがオンライ
ンでの共同作業やコミュニケーションのためにデジタルツールを使うような環境の下、サイバーセキュリティ検討の重要性はますま
す高まっていくと考えられます。金融機関は、個人用デバイスやネットワークなどの使用に関する適切なポリシーや手順を戦略
的に評価、開発する必要に迫られるでしょう。 

特に、トレーディング活動の監視と追跡をリモート勤務環境に応じて再設計する必要があります。これまでのところ、規制当局
が認めている自由裁量の範囲はさまざまで、多くの場合、監視と遡及的レビューを強化する責任は銀行が負うこととなっていま
す。例えば英国の金融行動監視機構（FCA）は、トレーディングに関するすべての通話記録を要求する姿勢を崩していない
ものの、これが常に可能ではない状況が発生し得ることも認識しています24。 

過去の世界金融危機を経て、金融機関への信頼は深く損なわれました。これまでの10年間の出来事を振り返ると、金融機
関が世界の信頼を再び取り戻すまでに至っているかどうかという問いへの答えはまだ出ていません。今後、金融機関は規制当
局と積極的に協力し、確実なコンプライアンスと適切な水準の事業監視の実現に向けた業界基準を策定する必要がありま
す。その結果、地域の規制の進化度合いや消費者や社会全般からの信頼度によって、市場ごとに異なった成果が得られる
でしょう。 

エコシステムとオープンバンキングの加速による新タイプの第三者リスクが、
新たなリスク管理概念を導入する必要性を促進 

金融サービスのデジタル化が進み、フィンテックやビッグテックが消費者の日常生活にますます定着していく中で、金融サービス
業界におけるコラボレーション、パートナーシップ、ユーティリティモデル（バンキング・アズ・ア・サービスなど）は今後一段と増えて
いく可能性が高いでしょう。このような傾向が進む中で、金融機関は、新
たなタイプの第三者リスク管理戦略を進化させる方法を検討する必要が
あります。例えば、プラットフォームの開放によって発生し得るシステミックリ
スクとは、どのようなものでしょうか？フィンテックやその他の外部パートナー
を慎重に審査する際に、どのように適切なバランスを取るべきでしょうか？ 

こうした環境でオープンバンキングの可能性を最大限に引き出すには、標
準化と接続性の改善も必要です。規制当局は、データ共有やその他の
重要な政策について明確で思慮に富んだガイダンスを提供することを通じ
て、この新しいエコシステムの実現に注力する必要があります。 

「テクノロジー企業が決済に関わる活動全般への参入を
開始し、金融サービス企業がますますテクノロジー主導の
傾向を強めるにつれて、両者の領域の区別があいまいに
なり、競争は一段と激しくなるでしょう。そうした中で成功
を収める可能性が最も高いのは、効果的かつ効率的な
プラットフォームを提供することに非常に長け、倫理的な
データ利用で顧客に安心感を与えられる市場参加者で
しょう」25  

– Jaco Grobler氏、CRO（チーフリスクオフィサー）、FirstRand Bank 
Limited 
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チャンスを捉える: 後悔しないための行動

将来に関するいくつかの重大な不確実性は依然として残っているものの、COVID-19の危機後の金融サービス業界の様相の輪
郭が徐々に見え始めています。今後6～12カ月間に、個人と中小企業の両分野で、迅速かつ正確なサービスの提供を通じて
顧客からの信頼とロイヤルティを構築する類まれなチャンスが到来するでしょう。これを達成するためには、状況を的確に捉え、
ある程度の緊急性を伴ったスピード感があり、そして何よりも顧客のニーズに対する共感力を持ったサービスが必要です。顧客か
らの信頼とロイヤルティ（ひいてはデータ共有への意向）を改善できるか、それとも失うかは、金融機関がこのようなサービスの
提供をどの程度達成できるかによって決まるでしょう。 

デジタルトランスフォーメーションが今後加速していくことに加え、デジタルトランスフォーメーションを完全に受け入れず新しい働き
方に適応しない金融機関は取り残されるリスクがあることは、疑う余地がありません。ここでは、ニューノーマル（新常態）の世
界で成功を目指す金融機関が、3つの主要分野で今取るべき「後悔しないための10の行動」を提示します。 

顧客データ、分析、人工知能（AI）/機械学習（ML）を活用し、高度に個人化されたアド
バイス主導型のサービスを提供して、新たな差別化された方法で顧客と関わる 

非接触型デジタル決済への投資、タップ＆ペイ、顔認識などのテクノロジーの実現を通じて、
ロータッチ型やノータッチ型の顧客体験を進化させる 

流通エコシステムの最適化、接続、拡張により、より高度にデジタル化された未来への歩みを
進める 

コールセンター戦略の見直し、オペレータのスキルアップやマルチスキル化を進め、従来は対面で
対応していた複雑なサービス需要に対処する 

バリューチェーン全体において、コストの内訳を見直す機会（プロセスのデジタル化など）を見
いだし、削減できた費用をデジタルトランスフォーメーションの取り組みに再投資する 

インテリジェントオートメーションなどのテクノロジーやオルタナティブデータをリスクモデリングのプロ
セスに適用し、効率性と有効性を向上させる 

データ共有、エコシステムパートナーシップ、オープンバンキングの発展を安全かつセキュアな方法
で最大限に活用するために、戦略的リスク評価を実施し、ポリシーと手順を策定する 

新型コロナ危機によってもたらされたカルチャーの変化を恒久的に働き方に組み込む（デジタ
ル化の強化、アジリティ向上と市場投入の迅速化、新たなイノベーション意識など）

勤務モデルに関する戦略を評価し、機能、仕事、役割のうち何をオフィスに戻し何を恒久的に
リモートとするかを決定し、リモートチームの勤労意欲を高めるために実施すべきことを定義する

人材戦略を見直し、新しい業務運営モデルの機会を活用する 

顧客 

企業、株主、
利害関係者 

従業員 
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結論

COVID‐19による危機の影響下、金融機関は急速に変化する顧客と市場のニーズに対応しようと、スピードとアジリティをもって
ビジネスモデルの見直しや働き方の改革に取り組んできました。今後は、緊急事態の収束後に旧来のパターンに頼ることのな
いよう注意しながら、危機によってもたらされたカルチャーや行動の変化を利用することでデジタルトランスフォーメーションを加速
させる必要があります。これは、今まさに形成されつつあるニューノーマルの世界で生き残り、成功するために必要不可欠です。

COVID‐19の危機はデジタル化を加速させたほか、金融機関が新たなエコシステムでどのような役割を果たし、いかにして価値
を創出するのかについて深く検討するための、類まれな機会を提供しています。次に公開予定の本シリーズ最後を飾るレポート
では、こうしたエコシステムを詳細に考察し、それらがデジタルトランスフォーメーションを推進する金融機関をどのように後押しす
るかを掘り下げていきます。
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