
オープンバンキングの時代
ビジネスモデルへの影響



オープンバンキングには、金融

サービス業界の未来を変える可能性が

ありますが、その可能性を最大限に引き出す

には、設計、用途、事業への影響を慎重に

検討する必要があります。本稿は、カナダの金融

サービス部門が直面するオープンバンキングに

関する最も核心的な問題に迫る、

連載記事の第3回目です。
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カナダのリテールバンキング分野は、急速に発展しており、オープンバンキングが現実のものとなりつつあります。
しかし、この銀行業務の慣行が業界全体にどのような貢献をしているかを適切に分析するには、金融サービス分
野の一連の変化の中で検証することが不可欠です。

まず、Real-Time Rail（RTR）決済システムと
Retail Payment Activities Act（RPAA）1に
より、全体的にフリクションレス決済が促進さ
れることが期待されています。いずれもより速
く、より効率的に、よりデータ量の多い決済の
体験に貢献するものです。これらの施策は、
オープンバンキングと合わせて、非主要金融
機関との連携やプロバイダーの乗り換えで最
も一般的な以下の2つの障壁を取り除くこと
を目的としています。

1. 第三者機関との口座開設や管理を円滑に
進めるための財務情報の共有

2. 金融機関間の迅速な資金移動の非効率
性への対処

しかし、こうした変化を待つまでもなく、その潜
在的な影響を目の当たりにすることができます。
例えば、Questrade社とWealthsimple 
社は既に決済サービスプロバイダー（PSP）で
あるZum Rails社と提携し、投資口座への即
時資金供給を可能にしています。

オープンバンキングはパズルの
一片にすぎない
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さらに、新たな本人確認業務やデジタル IDソ
リューションにより、安全なエンドツーエンド
のデジタル口座開設フローを実現し、時間と
コストの負担（例：手動の顧客確認手続き
（KYC）、チェック）を軽減することができます。
オープンバンキングを通じて提供されるデー
タと連携し、顧客に代わってフォームやユー
ザープロファイルを自動的に完成させ、適格
基準を評価し、支払い承認を設定することで
顧客のオンボーディングエクスペリエンスを大
幅に向上させることが可能です。例えば、フェ
イスブックアカウントとグーグル IDを使用して
Wise（旧TransferWise）に参加することが
できます。このサービスでは、デジタル文書の
スキャンをして本人確認を行うことで、顧客は
数分で通貨の両替や送金による支払いを開始
することが可能です。

最後に、サービスとしてのバンキング（BaaS）
を提供するプロバイダーは、従来の規制や資
本負担を引き受け、商品製造にホワイトラベ
ルを採用することで、金融ソリューションへの
障壁を低くしています。このような取り組みに
より、非銀行系の有力企業にとって商品群が
ハードルとして機能しなくなり、バンキングと
隣接するカスタマージャーニーの緊密な統合
が促進され、ニッチなセグメントをターゲット
とするプロバイダーがさらに台頭する可能性
があります。カナダでは例えば小売業者の
KOHO社は、決済処理ではGalileo社、カー
ドではVisa社、カード発行ではPeople's 
Trust社、高利の貯蓄口座ではWealthsimple
社と提携するなど、BaaSの影響がみられます。

このような分野での変化は国内では既に始
まっていますが、同時に従来とは異なるプレイ
ヤー、特にユーザー規模の大きなプレイヤー
が国際金融サービス市場へ急速に進出してい
ることも事実です。例えば、Shopify社は米
国の中小企業（SME）向けのバンキングに参
入する予定であり、同社のShopify Balance
は、ユーザーの当座預金、キャッシュバック機
能、ポイント付与などを組み合わせたもので
す。しかし、カナダではこのような新しいプレ
イヤーはまだ誕生したばかりであり、カナダ
国内の金融機関にとっては、海外からのプロ
フィットプールのディスラプションに対する防
衛の堀を築く好機が与えられています。

BaaS
カナダのBaaS市場は拡大を続けており、Finaptic社などの国内企業が主要サービス（例：国際的なテクノロジーサービスプロ
バイダーであるAcuant社との提携による、ホワイトラベルのデジタルオンボーディングプラットフォーム向けのKYCおよび本人
確認）を追加し、Galileo社などの既存のグローバル企業がカナダ市場への参入を強化しています。

RPAA2
このリテール決済に関する法律は、2021年6月に発効しました。この法律は主に、カナダ銀行管轄下のPSPに対する明確な規
制監督を行い、リスクを軽減し、イノベーションを促進するために、リテール決済活動を行う非銀行系に共通のガバナンスの枠組
みを構築することを目的としています。

RTR
2021年初頭、Payments Canada社は Interac Corp.社をRTRの両替のソリューションプロバイダーとすることを公表し、「カ
ナダの人々が、数秒で支払い手続きを開始し、取り消し不能な資金を受け取ることが年中無休で可能となる」と説明しています。
Payments Canada社の予測によると、RTRは今年中に開始される見込みです。

デジタル ID 
ソリューション

Digital ID & Authentication Council of Canada（DIACC）が策定したロードマップに沿って、各州はデジタル IDシステム
の構築に向けた取り組みを促進しています。オンタリオ州は、2022年に開始される予定のプログラムのうちの1つを既に発表し
ています。

オープン 
バンキング

カナダにおけるオープンバンキング導入に向けた政策や業界の取り組みは、2021年4月にカナダにおける金融データの共有を
保護するための枠組みを提言している、オープンバンキングの諮問委員会の最終報告 3が発表されたことを受け、2023年末に
本格的に加速すると予想されています。さらに、法令C-11の改正案（消費者プライバシー保護法を制定する法令）により、カナ
ダの人々が業界を越えてデータを共有することに対して、より広範な管理ができる道が開かれ、オープンバンキングの仕組みがさ
らに支持される可能性があります。加えて、業界の観点からは業界主導のソリューションを開発することを目的としたコンソーシ
アムもますます勢いを増しています。例えば、Financial Data Exchange（FDX）は、2021年5月以降、カナダの新しいメンバー
（例：Canadian Lenders Association）を多数追加しています。

変化のタイムライン

進行中

2021

2022

2022- 
2023
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従来のプロフィットプールの崩壊

これらの環境変化がオープンバンキングに集約されることで、従来の銀行業務は、 
主に以下の4つのプロフィットプールを損なう可能性があります。

1  

消費、貯蓄、投資の境界線が曖昧になり、休眠
状態の当座預金口座は減少傾向にあると思われます。
この傾向は、顧客の金融ポートフォリオ全体を分析し、
資金配分の最適化に関するアドバイス（例：毎月の安
全な支出額の決定など）を提供できる、オープンバンキ
ングのアプリケーションによって促進されると見込まれ
ています。最新の決済インフラは、顧客が支出口座と
貯蓄口座間の資金移動を自動化するのに役立つことで
しょう。これらの変更により、結果として最終的に銀行
の平均資本コストが増加します。例えば、2016年から
2020年にかけて、カナダの人々の高金利口座におけ
る貯蓄の割合は48％から62％に増加し、これらの口
座の金利は、標準的な貯蓄手段より200ベーシスポイ
ントも高くなりました 4。

2  

オープンバンキングによる口座集約により、顧
客はクレジット集約サービスや支出管理のアドバイス
が受けやすくなります。現在、クレジットカードの収益 5

の45％は、人々が家計を管理できないときや毎月の支
払いを完全に行うことができないときに発生する利息
収入で占められています。より良い資金管理とより安価
な統合オプションにより、このプロフィットプールが大
幅に損なわれる可能性があります。2021年初頭（入
手可能な最新の数字）までにカナダの人々は、750億
カナダドル以上のクレジットの残高があり、この数字は
2000年代初頭から毎年20％ずつ増加しています6。さ
らに、オープンバンキングのもとで信用度の評価や複数
の分割払いの管理が一般的になると、カード以外の割
賦販売（例：今買って後で支払う契約）の台頭により、
カードの手数料や金利収入がさらに減少する可能性が
あります。デロイトは、カナダの割賦販売の市場は、今
後数年で年間300億カナダドルに達すると予測してい
ます。

預金をより賢くより効率的に 
利用する

ローン残高を分割払いに 
変更する
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3  

私たちは、デジタル仲介業者や融資業者が更
新やスイッチングを成長の源として重視するようになれ
ば、タームローンのバックブックの安定性は低下すると
見込んでいます。オープンバンキングは仲介業者にデー
タを提供することで、単に初回借り入れの顧客を取り
合うのではなく、ローンの最適化の機会を継続的にモ
ニターし、融資仲介業者のパラダイムを変えることがで
きます。顧客の収入、支出、融資の手配を長期にわたっ
て評価することで、こうした組織は金融機関を変更する
ことで得られる経験則での節約の可能性を、自動的か
つ定期的に判断することができます。住宅ローンの切り
替えは年間280億カナダドル、住宅ローン更新の一部
は市場金利よりも高い価格で取り引きされており、デジ
タル仲介業者にはかなりのプロフィットプールが用意さ
れています。

4  

今後、顧客の第三者機関の投資プラットフォー
ムへの移行が加速されると見込まれています。カナダ
では長期投資への資産配分の重要性がますます高まっ
ています。デロイト カナダが最近行った調査では、カナ
ダの人々が主要銀行にアドバイスを期待する事柄の上
位2位が「将来のための貯蓄」と「投資管理」であるこ
とが明らかになりました。しかし、回答者の約20％は
銀行のアドバイスに満足していないと答えています7。
一方、Investor Economics社の調査によると、2028
年までにカナダの世帯は金融資産の5％を預金から投
資商品へと転換する見込みだとのことです8。最近の市
場動向も同様の変化を示しており、Wealthsimple社
は2020年から2021年にかけて、管理資産残高
（AUA）を2倍に、顧客基盤を3倍に増やしました。第
三者機関のプラットフォームは、この投資トレンドをさ
らに活用することができます。オープンバンキングを利
用して、顧客のポートフォリオ全体に対する資産形成の
ための財務アドバイスを提供することで、より多くの投
資行動を誘引し、主要銀行の商品をBaaS経由で利用
できるようにして、ウォレットの統合を促進することも可
能です。

タームローンのリファイナンスと 
バックブックプライシングの最適化

第三者機関の 
投資プラットフォームの利用
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核となるビジネスモデルの問題
オープンバンキングは、金融データ集約のた
めの興味深いソリューションというだけではな
く、間違いなく現実的かつ根源的な影響を及
ぼすと見込まれます。例えば、多くの主要銀
行の商品において、複数のプロフィットプール
がリスクにさらされる中、買収・フランチャイ
ズのモデルはもはや持続不可能となり、頼み
の綱としてのプライマリーデポジットの関係は
効果がなくなるでしょう。データの民主化によ
り、極めてターゲット化された提案が可能に
なり、顧客はプロバイダー間で機会を比較す
る能力が向上します。また、決済および IDイ
ンフラの革新により、顧客がこれらのサービス
を利用することが容易になります。そのため、
300カナダドルから500カナダドル以上の費
用（カナダにおける顧客獲得コストの全て込
みの金額の平均値）9をかけて、新規のプライ
マリーデポジットを獲得し、利益率の高いクレ
ジットカードや担保付融資、ひいては富のク
ロスセルを期待しても、顧客が銀行サービス
を組み合わせ、継続率が下がれば長期的に
は成功率は低くなっていくでしょう。

また、より長期的には金融サービスのプラット
フォーム化、つまり、商品製造と流通を切り離
した新しいビジネスモデルとしてのプラット
フォームバンキングへの移行が加速され、魅
力的な顧客インターフェースを導入することの
戦略的重要性が増すと考えられます。BaaS
を通じて第三者機関の豊富な商品群にアクセ
スできるため、こうしたインターフェースは商
品ごとの競争を激化させ、その結果、顧客ごと、
商品ごとの収益性が全体的に低下する可能性
があります。さらに、オープンバンキングにより、
金融データがコモディティ化する時代には、顧
客インターフェースを争う者は金融活動や金
融に関連する行動（例：ライフイベントや特
定の性格的特徴に起因する相互作用の結果
として生成されるデータ）から得られる占有
データへの不当なアクセスから利益を得るこ
とができます。このようなアクセスの増加は、
標準的な競合他社よりもインターフェースが
カスタマイズされた商品、サービス、アドバイ
スを提供することを可能にし、小売りやメディ
アの分野で見られるように、顧客との関係を
より親密にすることができます。しかし、プラッ
トフォームの世界では誰もが勝利できるわけ
ではありません。結局のところゼロサムゲー
ムなので、あるプラットフォームへの関与が増
えれば他のプラットフォームへの関与が減るこ
とになります。その結果、プラットフォーム経
済では競争が激化すると見込まれています。

新たな防衛策と差別化策を講じる
カナダでは、オープンバンキングとそれを補完
する勢いが急速に現実のものとなりつつあり
（「変化のタイムライン」を参照ください）、今
こそ新たな防衛策と差別化策を講じるときで
す。以下で、金融機関が取り組むべきと思わ
れる主な活動について解説します。しかし、成
功する競合他社には、以下の3つの主要な指
標を使用して卓越することを期待しています。

1. 常に更新されるデータ駆動の生涯価値の
予測により、各顧客に対応するためのコス
トの絶え間ない調整

2. 特に自動化の進展が予想される中、顧客
との深く親密な関係を維持するため、顧
客の生産性を高めるエンゲージメントの
最適化

3. 競合他社がまねできないような、洞察に
満ちた金融および金融に関連するアドバ
イスとカスタマイズサービスを提供するた
めの独自かつ防衛可能なデータセットの
構築
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オープンバンキングの環境下で、金融サービスプロバイダーが防衛策と差別化策を講じるための 
具体的な5つのアクションは以下の通りです。

1 デジタル販売の最適化
戦略的な方向性にかかわらず、低コス
トでのサービス提供や運営価値が必要

条件になります。したがって、デジタル販売に
注力することは獲得コストを最適化するため
に重要な第一歩となります。次の具体的なア
クションとしては、機関全体でリードを共有し
やすくするためのリードマネジメントの改善、
セールスパイプラインの摩擦を迅速に評価し、
対処するためのフィードバックループの構築、
行動科学と分析主導の顧客ターゲティングへ
の投資による顧客への価値提案のカスタマイ
ズと、価値の抽出可能性による顧客のセグメ
ント化、常時接続型の次善のエンゲージメン
トエンジン（例：AIベースのコンテンツ最適
化ツール）の展開による提案の洗練と提供な
どが挙げられます。

2 リレーションシップバンキングの拡大
顧客との関係性、顧客満足度と顧客
維持に新たな課題が生じる中で、これ

らはいかに信頼できる顧客との関係を構築し、
深めることができるかどうかにかかっています。
そのため、親密さ（頻繁かつ共感的な関わり）、
関連性（重要なニーズにタイムリーかつ効果
的に対応）、洞察力（進化する要件を特定しソ
リューションを提供）を中心に、アドバイス主
導の関係を構築することが重要です。しかし、
何百万人もの顧客とこのような目標を達成す
るには、共通のデジタルケイパビリティが必要
です。例えば、持続的なデータ駆動型検知
（例：継続的に顧客のニーズを特定する）に
より常に更新される単一の強固な顧客視点
（例：顧客関係管理（CRM））、最善の結果に
関する会社全体の見解に基づく、次善のエン
ゲージメント（例：自動アドバイスやサービシ
ングエンジン経由）の共通の編成、顧客が全
ての対話チャネルで同時に好みを構成できる
機能などが挙げられます。

3 第三者の流通確保
金融機関が全ての市場において勝て
るプラットフォームのインターフェース

を開発することはまずありえません。また、金
融商品のモジュール化が進む中、一部の固定
的なサービスは、ユーザーフローに組み込ま
れた適時のソリューション（例：航空券購入
に含まれる航空保険）に取って代わられるこ
とが予想されます。したがって、金融商品を第
三者に提供することによって、顧客リーチを拡
大することは、規模を拡大する金融機関にとっ
て重要です。これはBBVAの銀行アプリケー
ションプログラミングインターフェース（API）
のグローバルマーケットプレイスのように、
APIを備えたマーケットプレイスを立ち上げる
ことや、BaaSプロバイダーとなることを意味
します。激しい競争が予想される中、広範な
広がりのある第三者との独占的なパートナー
シップを確保することは、防衛上極めて重要
です。また、商品を簡素化し、技術スタック
（例：API経由）に柔軟性を持たせることで、
第三者のパートナーやその顧客が求める多様
な商品構成をサポートし、収益性を維持する
ための効率化を促進することができます。
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4 主要顧客層のための 
カスタマージャーニーの準備
独自のデータと顧客との関係が競争

に勝つためにいかに重要であるかを考えると、
金融機関は顧客の中核的な金融ニーズを満た
すだけでなく、カスタマージャーニーにおける
重要なポイントで独占的な地位を確保しようと
争うことになると思われます。したがって、早
い段階（例：住宅購入、家庭を築く、キャリア
をスタートさせる段階）で顧客との関係を築く
ことのできる組織は、長期的に不釣り合いな
ほどのリテンションの恩恵を受ける可能性が高
くなります。例えばRBC Small Business 
Navigatorは、自社商品およびパートナー商

品で構成される仮想店舗で、スモールビジネ
スのライフサイクルに応じた金融および非金
融ソリューションを提供しています。そのため
には、カスタマージャーニーのターゲットセグ
メントを理解し、その主要セグメントにおいて
適切なエコシステムパートナーとの独占的関
係を確保し、顧客の信頼を得て、単なる銀行
業務の枠を超えて関係を拡大する（例：金融
関連のニーズを取り込む）ことが重要です。銀
行と非銀行系のタッチポイントで関係を構築
し、商品の販売を通じてそれを商品化するに
は、分析、マーケティング、そしてCRMのケイ
パビリティが不可欠です。

5 銀行全体のポイントプログラムの 
デザイン
このような新しい環境下では、金融機

関との関係が分断される可能性があるため、
ポイント制度に関する新たなアプローチが乗
り換えの障壁を確立し、ウォレットの統合を促
進するのに一役買うと思われます。各顧客の
生涯価値と連動した階層別の会員制プログラ
ムや、商品の優待価格設定、階層に応じた
サービス（例：上位の顧客に対する優先的電
話サポート）、行動ベースのインセンティブ
（例：貯蓄増加に対する金利ボーナス）などは、
価値とコストに見合ったサービス提供と顧客
の定着に貢献するものです。銀行では既に、
流通チャネル向けの任意の割引ウォレットな
ど、様々な方法でリレーションシッププライシ
ングを提供しています。これらのサービスを統
合し、明確かつ一貫して提示することで、銀行
は最も収益性の高い顧客関係を守り、維持で
きる可能性が高くなります。銀行全体のポイン
ト制度は、顧客獲得の効果的な推進力となり
えます。デロイト カナダの調査 10では、回答
者の13％が、特定の銀行との取引の期間と
深さに応じて報酬が与えられる会員制のポイ
ントプログラム（つまりカードベースの購買主
導型のポイントを超えるもの）があれば、金
融機関の変更を積極的に検討すると答えてい
ます。通常の乗り換え率がわずか4％である
ことを考えると、これはかなりの数字だといえ
ます。
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オープンバンキングは、決済の近代化、デジタル IDソリューション、BaaS

など、一連の補完的な環境変化とともに登場する予定です。これらは、共

通のプロフィットプールを損ない、従来の買収・フランチャイズモデルを危

険にさらし、金融サービス業界のプラットフォーム化を加速させることで個

人向け金融機関のビジネスモデルに大きな影響を与える方向に向かって

います。その結果、金融機関は競合他社との差別化を図るため、商品・サー

ビスのコストと価値を整合させ、顧客との親密度を高め、独自の防衛可

能なデータを収集する必要に迫られることでしょう。これらの目的を達成

するために、金融機関は魅力的な顧客インターフェースを開発し、金融お

よび金融関連のバリューチェーン全体で垂直統合された関係を保護し、深

めるための戦略を模索し、商品やサービスの範囲を拡大する新しい方法

を模索し続ける必要があります。

サマリーおよび今後の方向性
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巻末脚注
1.  Retail Payments Oversight Framework; https://www.newswire.ca/news-releases/payments-canada-welcomes-

inclusion-of-the-retail-payments-oversight-framework-in-2021-federal-budget-831930846.html

2.  Deloitte Canada, Analysis of Quarterly Banking Results, Q3 2021

3.  Credit Card Company Earnings; https://www.fool.com/the-ascent/research/credit-card-company-earnings/

4.  CBC News – Non-mortgage debt payment; https://www.cbc.ca/news/business/statscan-debt-1.6149983

5.  Deloitte Canada Retail Banking Market Pulse Survey, 2020

6.  Investor Economics Household Balance Sheet, 2020; https://www.investoreconomics.com/reports/household-
balance-sheet-2020-update-and-rebased-forecast/

7.  Deloitte Research for Canadian Financial institutions

8.  Deloitte Canada Retail Banking Market Pulse Survey, 2020

9.  Retail Payment Activities Act, 2021; https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/may/17/the-retail-payment-
activities-act

10.  Final Report – Advisory Committee on Open Banking, Department of Finance Canada; https://www.canada.ca/en/
department-finance/programs/consultations/2021/final-report-advisory-committee-open-banking.html

問い合わせ先（原文）
Hwan Kim
Canadian Open Banking Leader
hwankim@deloitte.ca

寄稿者
Gauraang Dhar
Senior Consultant

Luca De Blasis
Manager
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問い合わせ先（和訳版）

田邊 愛貴
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
パートナー
ytanabe@tohmatsu.co.jp

先本 知由
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアマネジャー
tsakimoto@tohmatsu.co.jp

岩男 理敏
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
マネジャー
miwao@tohmatsu.co.jp

中津川 紘太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
スペシャリストシニア
knakatsugawa@tohmatsu.co.jp

丸山 由太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
ディレクター
yutmaruyama@tohmatsu.co.jp

黒木 恵太
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアスペシャリストリード
kekuroki@tohmatsu.co.jp

三好 宏明
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント
hiroakmiyoshi@tohmatsu.co.jp

水上 和子
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
スペシャリストシニア
kamizukami@tohmatsu.co.jp

注意事項：
本資料はDeloitte Canadaが2022年5月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ グループが翻訳したものです。和訳文と原文（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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