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Preface

Patrick Desmarès
パトリック　デスマーレズ
Secretary General 
European Financial Management 
& Marketing Association
EFMA
事務局長

序文

Capgemini、ING、およびEFMA（European Financial Management & Marketing Association）は、グローバルリテールバン
キング市場に関する調査を発表できますことを喜ばしく思います。本調査は、過去4年にわたり、特に価格構造とその進化に着目
して、金融産業の変化の原動力を概観するとともに洞察を加え、金融業界の皆様に提供してきました。

今回の調査では、新たに5ヵ国（クロアチア、インド、日本、ルーマニア、および南アフリカ）を加えて調査範囲を拡大し、合計25ヵ
国の価格指標の調査を実施しました。その結果、調査対象の銀行数は、昨年の142行から180行に増加しました。

2007年版ワールドリテールバンキングレポート（World Retail Banking Report）では、日常的な銀行商品とサービスに関する
価格政策についての調査を、引き続き世界中で実施し、その結果を年次の価格指標として発表しています。さらに、ウェブサイト
（www.wrbr07.com）上のダッシュボードに、各国の銀行業界に関する情報を提供しています。また、銀行業界においてパッケー
ジ商品が幅広く採用されつつあることから、この形態に含まれる銀行商品について、7ヵ国（オーストリア、ベルギー、フランス、ド
イツ、イタリア、ポーランド、およびスロバキア）において、別途調査を行なっています。

従来までのレポート同様、2007年版においてもリテール銀行業界の主要なトレンドに焦点を当てたスポットライトセクションを提
供しています。絶え間なく変革を遂げる激しい競争環境において、銀行経営者は、運営モデルの最適化を模索しています。今回
は、『リテールバンキング業務運営モデルの変革』と題し、世界中の銀行経営者とのインタビューに基づき、リテールバンキングの
現在と将来の運営モデルにおける主要なトレンドについて分析を加えました。

我々はここに、2007年版の WRBRを謹んで発表します。本レポートが、議論を活性化させるとともに、リテール銀行家にとり戦略
立案や業務運営上の意思決定を行う際の有益な情報となることを願っています。

Bertrand Lavayssière 
バートランド　ラベシィエー
Managing Director 
Global Financial Services Capgemini
キャップジェミニ社
グローバル金融サービス担当 常務取締役

Dick Harryvan
ディック　ハリバン
Member of the Executive Board of ING Group 
Global Head of ING Direct
INGグループ
本社常任理事 グローバル部門長



■    今年調査した25ヵ国のコア銀行サービスの平均価格は、『高頻度の利用』顧客層において、77ユーロであった。

■    平均価格は、昨年から僅かに（0.3％）低下している。しかしながら変化には地域性があり、ユーロ圏では1.8％減であるのに

対し、アジア太平洋地域では2.9％上昇している。

■    スペインの平均価格は、調査対象国中で最も大きく（31％）低下した。これは、業界の草分け的な存在であるＳＣＨ銀行が

『手数料ゼロキャンペーン』を開始し、ほとんどの大手銀行がその動きに追従したためである。スペインでは、口座管理の価

格（81％）と決済の価格（15％）も、前年と比較して大きく低下している。

■    ユーロ圏に位置する銀行は、調査を行った他地域の銀行と比較して価格の分散が小さく、さらなる価格収斂が進むと考えら

れる。

■    口座管理の価格は7％低下しているが、決済（1％）、現金利用（4％）および例外処理（7％）の価格はそれぞれ上昇した。

■    銀行は、収入増加を狙うよりも、消費者の行動に影響を与える目的で、日常的な銀行商品の価格戦略を用いていると考えら

れる。例として、銀行はオンライン取引とコールセンターの手数料を引下げる一方で、窓口業務の手数料を値上げして、自動

化されたチャネルに顧客を誘導している。

価格指標の主要調査結果
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■    電子化された商品は、価格指標全体の約63％を占めた（昨年は64％）。電子決済の価格は、SEPA（Single Euro Payment 

Area）内で、2006年より3％低下したが、それでも世界の他地域と比較して21％高い。しかしながら、SEPA導入が透明性

の確保と価格収斂を促進することによって、リテール銀行は今後も継続的に電子決済商品の価格を引き下げることが見込

まれる。

■    パッケージ商品に関する調査を行った7ヵ国においては、平均して半数のコア銀行商品がパッケージ商品に含まれていた。ド

イツ、ベルギー、およびオーストリアにおいては、コア銀行商品の半分以上がパッケージ商品に含まれているが、フランス、イ

タリア、ポーランド、およびスロバキアではパッケージ商品に含まれる割合はやや少ない。

■    また、オーストリア、イタリア、フランス、およびスロバキアでは、長期固定金利保証、貸越利息の割引、および決済資金保険

等の、非コア銀行商品がパッケージ商品に含まれている。

■    パッケージ商品を購入する場合、非コア銀行商品が多く含まれたパッケージ商品を販売している国ほど割引率が高いが、顧

客が非コア商品を利用する頻度は低いと考えられる。
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調査方法
2007年レポートの作成にあたり、新たに5ヵ国（クロアチア、
インド、日本、ルーマニア、および南アフリカ）を加え、調査範
囲を計25ヵ国として価格指標の調査を実施した。調査に参
加した銀行数は、昨年の142行から180行に増加している（図
1.1）。また、昨年の調査方法同様、世界を4つの地域に分け
て調査を実施した（アジア太平洋、ユーロ圏ヨーロッパ、非ユ
ーロ圏ヨーロッパ、および北米）。

価格政策の分析は地域別に実施したが、調査対象が2ヵ国
未満の場合はこの対象とはしていない。よって、南アフリカの
みが調査対象国となったアフリカの地域データは、分析に含
めていない。

�

Region Countries in 
2006 WRBR

Number of 
Banks

New Countries in 
2007 WRBR

Number of 
Banks

Europe 
eurozone

Austria 6

Belgium 4

France 11

Germany 7

Ireland 5

Italy 6

Netherlands 6

Portugal 6

Spain 18

Europe 
non-eurozone

Czech Republic 5 Croatia 7

Norway 6 Romania 9

Poland 11

Slovakia 7

Sweden 6

Switzerland 7

UK 5

North America
Canada 6

US 9

Africa South Africa 4

Asia Pacific
Australia 5 India 9

China 9 Japan 6

Sub-Total 20 145 5 35

TOTAL countries/banks 25/180

図1.1 

2007年調査対象銀行



図1.2 グローバルおよび地域価格指標における銀行商品とサービスの範囲

2007年World Retail Banking Report用データは、2006年
10月から12月にかけ収集した。

本レポートは昨年版と同様に、口座管理、決済、現金利用お
よび例外処理の4分野の商品とサービスに焦点を当て作成し
ている。各分野の構成については図1.2を参照。

顧客の銀行利用パターンを、地域別、およびグローバルレベ
ルで、それぞれ『高頻度の利用』、『中頻度の利用』、『低頻
度の利用』の3パターン（顧客プロファイル）に分類した（図
1.2）。地域別顧客プロファイルの分析結果は、各国におい
て、それぞれのパターンに属する顧客が日常的な銀行商品・
サービスに対して、いくら支払っているか示している。それに
対して、グローバルプロファイルは、すべての国、全銀行に同
一のパターンを当てはめている。これは、世界中の銀行の価
格政策を同じ基準で比較するための唯一の実用的な方法で
ある。
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日常的な 
コア銀行業務 商品・サービスの詳細 低頻度の

利用
中頻度の

利用
高頻度の

利用

口座管理

当座預金 1 1 1

インターネットバンキング 0 12 52

コールセンター 0 4 12

現金利用

支店での入金 0 1 3

ATMでの入金 0 0 0

支店での現金引出 0 2 3

ATMでの現金引出 12 24 60

他行ATMでの現金引出 12 36 60

例外処理

デビットカードの利用停止処理 0.2 0.2 0.2

小切手の支払停止 0 0.2 0.2

文書照会 0 0.1 1

自己宛小切手 0 0.2 0.2

決　済

小切手 1 3 6

デビットカード 1 1 1

クレジットカード 0 1 1

内部口座振替 2 5 6

外部口座振込 1 2 5

定額引落 0 12 36

口座自動引落 0 12 24

リテール銀行商品・サービス グローバルプロファイル：利用頻度

日常的なコア銀行業務

口座管理
現金利用
例外処理
決済

ß

ß

ß

ß

貯蓄商品

譲渡性預金
信託口座
その他貯蓄商品

ß

ß

ß

信用貸付

当座貸越
消費者金融
リボルビング
モゲージ
ローン

ß

ß

ß

ß

ß

その他商品・サービス

保険
不動産
コンシェルジュサービス

ß

ß

ß

出典：Capgeminiによる調査

W
R
B
R
の
対
象
範
囲



現在銀行は、2種類の価格政策を採用している。

まず第一は、ユーロ圏でよく見られる手法で、顧客プロファイ
ルによらず、ほぼ同等の価格を設定する政策である。この場
合、『高頻度の利用』顧客が支払う平均価格は、『低頻度の
利用』顧客の約2倍である。

次に、その他地域（アジア太平洋、北米、および非ユーロ圏ヨ
ーロッパ）でよく見られる手法は、顧客プロファイルに基づい
て大きな価格差を設ける方法である。この場合、『高頻度の
利用』顧客の決済価格は、『低頻度の利用』顧客の約4倍と
なった。

価格政策の分析
平均して価格はやや低下
価格政策の傾向を、地域別およびグローバルの2つのレベル
で調査した。通例に従い、まず各地域の価格指標から始め、
その後にグローバルの価格指標を考えることにする。

地域別に見ると、『中頻度の利用』顧客が、日常的な銀行商
品に支出した平均価格は、77ユーロであった。図1.3が示すよ
うに、アジア太平洋地域の44ユーロから、非ユーロ圏ヨーロ
ッパの84ユーロまで、平均価格は地域により大きく異なる。

『低頻度の利用』に分類された顧客が支払った平均価格は
39ユーロ、『高頻度の利用』に分類された顧客が支払った平
均価格は136ユーロであった。

最低価格を4地域間で比較したところ、大きな違いは見られ
なかったが、最高価格は地域によって大きく異なった。平均
すると、『高頻度の利用』の顧客は、『低頻度の利用』の顧客
の約3倍の価格を支払っているが、地域によって状況は異な
っている。
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図1.3 地域プロファイル価格
地域および利用パターン別コア銀行サービス年間価格2007（ユーロ）

出典 ： Capgeminiによる調査
各グラフの棒の上段、中段および下段の数値は、それぞれ各地域の平均価格の推移を示す。下段の数値は「低頻度の利用」顧客、中段は「中頻度の利用」、上段は「高頻度の利用」を示す。
平均値は全ての国の「高頻度の利用」顧客の指標を元基に計算した。
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図1.4  地域プロファイル価格の変化　2006-2007
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出典 ： Capgeminiによる調査
注：2007年新規調査国を除く（クロアチア、インド、日本、ルーマニア、南アフリカ）
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『中頻度の利用』顧客の価格は前年比0.3％低下している。
その一方で、『低頻度の利用』顧客の価格には大きな変動は
なく、『高頻度の利用』顧客の価格は2.2％低下している（図
1.4）。これは銀行が『高頻度の利用』顧客を獲得しようとし
ているためと推測される。

また、図1.4は、平均0.3％低下と比較的小さく見える価格の変
化が、実は地域別では大きく変化していることを示している。

アジア太平洋地区で価格が最も上昇（2.9％）している。オー
ストラリアの銀行業界は、サービスの単体販売から、パッケ
ージ化された取引口座への移行に注力している。パッケージ
の価格を引き下げ、従来の取引口座の価格を上げて、顧客が
パッケージ口座に移行することを奨励している銀行も見られ
る。また、アジア太平洋地区における例外処理の価格は、昨
年と比較して大幅に上昇（3.9ユーロ）している（図1.5）。

ユーロ圏ヨーロッパで最も価格が低下（1.8％）している。非
常に積極的な顧客獲得活動で知られるスペインのSCH銀行
は、『手数料ゼロキャンペーン』を開始し、価格水準を65％
引き下げた。ほとんどのスペインの大手銀行がこれに追従し
て、同様に価格水準を15–60％引き下げた。また、口座管理
の価格（81％）および決済の価格（15％）の値下げも同じく
実行された。しかし、これらの価格引き下げによる影響は、引
き下げを行った銀行に資産の大部分を預けている顧客に限
定される。

スペインを除いたユーロ圏の価格は、1.9％上昇している。こ
の上昇は、主に支店業務の価格の上昇（窓口での現金入金
価格7％、窓口での現金引出価格8％）に起因している。
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出典 ： Capgeminiによる調査
注：2007年新規調査国を除く（クロアチア、インド、日本、ルーマニア、南アフリカ）

2）好循環を目指す長期的な視点の浸透
米国の銀行は、顧客に多数の銀行商品を購入させることによ
り、顧客離れを防ぎ、口座統合を促進し、コスト削減へとつな
げている。これにより、銀行は手数料引下げが可能になる。

3）技術革新による低価格の実現
例として、ACH（Automated Clearing House）や月々金額の
異なる自動引落とし等の導入によって、銀行手数料の値下げ
が可能になった。同時に、顧客に対して当座貸越や残高不足
によるペナルティや貸越利息を正確に課金することが可能と
なったため、銀行利益が向上している。

一方、カナダの銀行では、現金利用および決済の手数料を引
上げている。顧客は、高い手数料を避けるために、一度に多
額な送金をし、口座取引の頻度を減らしている。また、カナダ
の銀行はパッケージ化された商品の利用を推奨している。

非ユーロ圏ヨーロッパの価格は、1.3％上昇している。この地
域では、口座管理とともに、オンラインバンキング（25％低
下）およびコールセンターの価格（6％低下）がそれぞれ前年
を下回っているが、現金利用の価格が上昇したため（特に窓
口での現金引出の価格が21％上昇）、全体では上昇してい
る。これは、顧客が支店窓口を利用する回数を減らすことを
銀行が望んでいることを明確に示唆している。

北米の価格は、安定状態である。北米における価格安定
は、一見相反しているように見えるいくつかのトレンドによっ
て生じている。
米国では、以下のような3つの理由から口座管理の価格と決
済手数料が低下している。

1）競争激化
従来のリテール銀行間の競争だけでなく、新たに預金ビジネ
スに参入した企業（証券会社、小売業者等）との競争が激化
したことによる価格の低下。
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図1.6 地域「高頻度の利用」顧客プロファイル価格の価格乖離　2005-2006‐2007
 各地域の全銀行間の価格乖離　2005-2006‐2007（％）

出典：Capgeminiによる調査
注：2006年新規調査国(アイルランド)および、2007年新規調査国を除く（クロアチア、インド、日本、ルーマニア、南アフリカ）

引き続き最も価格が均一な地域は、ユーロ圏
図1.6は、2005年から2007年にかけての地域別平均価格に
対する各国の価格の乖離について示している。乖離幅が小さ
いことは、その地域に属する国の価格水準が平均値に近く、
比較的均一な価格分布帯に位置することを示す。一方、大き
な乖離幅は、価格水準がその地域の銀行間で大きな隔たり
があることを示す。図1.7は国の平均価格に対して個別銀行
の価格がどの程度乖離しているか示している。

2005と2006年のレポートでは、ユーロ圏の価格収斂につい
て検証した。本年においても、ユーロ圏内の価格乖離幅が、
一層低下していることから（図1.6）、価格収斂が進行してい
ることが確認できた。



ヨーロッパの銀行における典型的な価格政策は、調査した
他地域の銀行と比較して、はるかに狭い範囲で実行されて
いる。図1.7が示す通り、ユーロ圏の銀行は、価格水準が最も
均一化されている。ユーロ圏9ヵ国のうち7ヵ国が、全地域平
均の価格乖離を下回っている。

非ユーロ圏ヨーロッパでも、価格の均一化が進行している
（価格乖離は3％低下）。我々は、価格収斂の傾向が継続す
るのかどうかを見極めるべく、このトレンドをモニターしてい
く予定である。国別で見ると、3ヵ国の例外を除き、価格は非
常に均一である。
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図1.7  地域「高頻度の利用」顧客プロファイル価格の価格乖離　
 各国の銀行間の価格乖離　2007（％）

6%

17%

26%

14%

43%

14% 16%
12%

30%

55%

20% 19% 19%

61%

30%

19%

5%
10%

92%

35%

54%

9% 9%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

A
us

tr
ia

B
el

g
iu

m

Fr
an

ce

G
er

m
an

y

Ir
el

an
d

It
al

y

N
et

he
rl

an
d

s

P
o

rt
ug

al

S
p

ai
n

C
ro

at
ia

C
ze

ch
 R

ep
ub

lic

N
o

rw
ay

P
o

la
nd

R
o

m
an

ia

S
lo

va
ki

a

S
w

ed
en

S
w

it
ze

rl
an

d

U
K

C
an

ad
a

U
S

A
us

tr
al

ia

C
hi

na

In
d

ia

Ja
p

an

S
o

ut
h 

A
fr

ic
a

Europe eurozone

Average
27%

Europe non-eurozone North
America

Asia Pacific Africa

25% 25%

出典 ： Capgeminiによる調査



消費選好を誘導するための価格戦略
例外処理（7％）および現金利用（4％）が、最も高い価格上
昇を示した。世界規模では、例外処理と現金利用が最も価
格変動が大きな分野だった（図1.8）。例外処理は大幅な値
上げが行われやすく、図1.9が示すように、この分野に含まれ
るすべての商品価格が上昇している。しかし、日常的な銀行
商品の中で、例外処理が占める割合は最も少ないため、全体
の数値に大きな影響を与えていない。現金利用については、
窓口での現金引出の価格が13％、他行ATMでの現金引出
の価格が2％それぞれ上昇した。

決済の価格は1％上昇している。カード使用の価格は若干低
下したが、他の決済手数料は上昇している。また、すべてのタ
イプの送金価格（内部口座振替、外部口座振込、定額引落、
口座自動引落）も上昇した。
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出典：Capgeminiによる調査
注：2007年新規調査国を除く（クロアチア、インド、日本、ルーマニア、南アフリカ）

-7%

1%

4%

7%

-10%

-5%

0%

5%

10%

口座管理 現金利用 例外処理 決　済

図1.8 世界規模での商品とサービス別、「高頻度の利用」顧客プロファイル平均価格乖離　2006-2007(%)  
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図1.9 地域の「高頻度の利用」顧客向けの商品とサービス推移　2006-2007(%)
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これらの価格上昇は、口座管理の価格（2番目に大きな手数
料収入源）が7％低下したことによって相殺されている。ここ
での価格低下は、銀行がマルチチャネルにおける価格戦略
を進めていることの影響が大きい。商品・サービス別に見る
と、価格が最も大きく低下したのは、コールセンター（10％低
下）およびオンラインバンキングの価格（14％低下）だった。

銀行は、明白に顧客接点のあり方を見直そうとしており、顧
客の通常銀行利用には自動化された機能を利用させ、支店
は、より特化されたサービスに対応させるように誘導してい
る。銀行は、4分野のすべてで、窓口業務の価格を上げ、支
店を介さない業務の価格を引き下げている。
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出典 ： Capgeminiによる調査

図1.10 コア銀行業務の価格構成　2007
 国別、コア銀行業務平均年間価格の構成　2007（％）
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国際的な価格の均一化は見られない
図1.10が示すように、価格構造は国によって大幅に異なってい
る。また、単一な価格モデルを見いだすこともできなかった。

昨年と今年の両方において調査対象とした20ヵ国のうち4ヵ
国では、価格政策が著しく変化した。ドイツ、スペイン、スロ
バキア、およびポーランドでは、決済と現金利用の価格が上
昇したが、これらは口座管理価格の低下で相殺されている。

これらの価格政策の変化は、それぞれ異なる要因に基づ
く。例えばポーランドのオンラインバンキング価格の劇的な
低下、およびドイツの送金価格の急激な上昇のように、単一
製品の価格変更が要因になっている場合が考えられる。一
方、スロバキアでは、パッケージ商品の内容を変更したこと
により、連鎖的に価格政策が変化している。すなわち、パッ
ケージ商品にある商品を追加すると、その商品の価格が低
下し、その国の価格合計に対する影響力の低下をもたらす。
またスペインでは、口座預金管理と決済の価格が大幅に値
引きされたため、全体的な価格政策構造に大きな影響を及
ぼしている。



2007年版で加わった新たな調査対象国
日本
邦銀の価格政策は、取引手数料を低価格に設定し、預金
者を増加させて預貸差益を収入源とする間接的アプローチ
（Indirect revenue-based）が伝統的に採用されている（図
1.11右下）。しかしながら、邦銀は現在、取引ベース（Transac-
tion-based）のアプローチ（図1.11右下）への移行を進めようと
しており、リテール顧客により多くの付加価値サービスを提供
することによって、適切な価格水準への移行を図っている。

今日、邦銀の価格指標のうち、決済は日常の銀行収入のおお
よそ90％を占めている。口座管理と例外処理の占める割合
が非常に低いのは、個人向けに小切手がほとんど使用されて
いないためである。

邦銀は、シェア拡大のために革新的な新商品・サービスを導
入している。

例えば大手銀行では、若年層の顧客を獲得するためにモバイ
ル決済を導入した。しかし、小規模の銀行では、大手銀行と同
等な新技術の導入は困難なため、他行と提携することが多い。

シェアの寡占化があまり進んでいない日本市場では、さらな
るM&Aおよび銀行持株会社による組織統合が進むと予想さ
れる。その結果として、価格体系が変化する可能性がある。

インド
インドにおける価格指標の約90％は、決済と例外処理の手
数料で占められている。

インドでは、総人口に占める銀行利用客数の割合がごく少
数なため、参入障壁が比較的低く、急速に市場が成長する中
で、激しい顧客獲得競争が起こっている。銀行は、ATMを
大量に設置することにより、顧客接点を拡大している。また、
支店の窓口担当者は、顧客サービスに加えて、投資信託や保
険等他の金融商品の販売を行っていることが多い。

南アフリカ共和国
南アフリカの価格政策は、取引ベースおよびパッケージ商品
ベース（Package-base）の2つのアプローチが採用されている
（図1.11を参照）。南アフリカでは、決済の価格が価格指標
のうち最も高い割合（60％以上）を占めている。

大多数の南アフリカ共和国の銀行利用客は、小切手決済機
能がついていない「ハイブリッド」と呼ばれる取引ベースの口
座を利用する低所得者層である。

他地域との比較を可能とするために、通常の銀行口座を保有
している中-高額所得に焦点を当てて調査を行った。このセグ
メントに属する人数は、南アフリカにおける銀行利用者の約
20％にすぎないが、銀行収入の約50％を計上している。

クロアチア
クロアチアの価格政策は、取引ベースのアプローチが多く採
用されている（図1.11）。価格指標のおよそ60％を決済が占
め、例外処理はほとんどない。

クロアチアは、金融立法と規制を、EUの要件に合致させよう
としている。

クロアチアの銀行は、依然大都市近郊に集中しているが、北
部および東部でも、支店の新規開設やATMの新設が進んで
いる。

ルーマニア
ルーマニアの銀行の価格政策は、取引ベースのアプローチが
一般的に採用されており（図1.11）、取引毎に金額に応じた
手数料を請求している。

今日の収入構成は、比較的バランスが取れており、決済、現
金利用および口座管理がそれぞれおよそ30％を占めている。

インターネットバンキングはまだ一般的に広く浸透していない
が、普及しつつあり、支店の利用頻度を低下させる要因とな
っている。今後の価格政策は、世界的な傾向同様、顧客は通
常の銀行利用には自動化された機能を利用し、高度なサー
ビスにのみ支店を利用するよう誘導していくと見られる。

1�



出典：Capgeminiによる調査

今回調査を行った2 5ヵ国の総計では、決済が 価格 指
標の中で最も大きな割合（53％）を占め、次に口座管理
（22％）、現金利用（15％）、例外処理（10％）と続く。
2006年の調査結果と比較すると、口座管理手数料が1.9％
低下したが、他の3つのカテゴリは、すべて上昇している（現
金利用（0.8％）、決済（0.8％）、および例外処理（0.3％）。

今次の調査によって、世界標準的共通の価格政策モデルを見
出すことはできなかったが、過去3年の調査データから、いく
つかの傾向が確認できた。

地域毎では、アジア太平洋地域において、例外処理と現金利
用の価格は上昇したが、口座管理手数料の低下によって相
殺されている。
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出典 ： Capgeminiによる調査

図1.12 商品およびサービスカテゴリー別、
 コア銀行業務平均年間価格の構成　2007（％）

口座管理
22％

現金利用
15％

例外処理
10％

決　済
53％

ACCOUNT-BASED　口座ベース
一連の手数料が、口座管理に含まれる方法。
■    安定性の確保や無利子預金の増大を図るべく、口座残高が基準とな

る場合がある。

他のすべての商品・サービスは当座預金口座に紐付けられる。
■   日常的な銀行業務商品や他の金融商品（貯蓄、信用、住宅ローン）の

購入には、前もって当座預金口座の開設が必要。

商品・サービスの価格は、当座預金口座残高に基づき決定される。

図 1.11 ４つの価格設定アプローチ

TRANSACTION-BASED 取引ベース
■    取引毎に、手数料が適用される方法。通常、以下の取引の大部分が対

象となる：

-------  現金引出（小切手、送金、店頭サービス購入、ＡＴＭでの引出し）、
または入金（銀行窓口での入金、ATMでの入金等）。

■     手数料は、取引毎に定額が設定されている場合、取引金額に応じて料
率が設定される場合、あるいはその両方から成る場合がある。

-------  手数料無料適用範囲の上限が定められている場合あり：顧客が利
用した商品・サービスがチャネルを問わず請求書作成サイクルに
応じて集計され、顧客が一定額（または回数）以上の取引を行っ
た場合、それに従い顧客に料金を請求する方法。

Package-based
Similar to account-based model, except that the bank 
charges an annual fee for a suite of services, rather than just 
an account:

Fees/commissions are directly linked to the bank’s ability 
to increase cross-selling rates

ß

–

INDIRECT REVENUE-BASED  間接収入ベース 
■   日常的な銀行業務の手数料は無料。
■   銀行は、他の商品やサービス（貸付や貯蓄商品等）によって収入を得る。

-------  貸付では、預貸の金利差や信用枠設定の手数料を収入とする。

-------  貯蓄においても、預貸の金利差や預金口座の管理手数料を収入
とする。

PACKAGE-BASED パッケージ商品ベース
■   口座ベースと同様なアプローチだが、口座手数料だけではなく、一連

のサービスに対し銀行が年会費を請求する点で相違。

-------  料金/手数料は、銀行のクロスセル能力と直接的に関わってくる。



ユーロ圏ヨーロッパでは、価格指標における口座管理価格の
割合は低下（スペインでの大幅な値下が要因）したが、決済
および例外処理価格の上昇により相殺された。

非ユーロ圏ヨーロッパでは、価格指標における決済価格の割
合は低下したが、口座管理価格の上昇（ある国のオンライン
バンキング価格や、別の国の当座預金価格の上昇）により相
殺された。

北アメリカでは、昨年言及した口座管理手数料無料化の普
及が進んでいる。しかし、この現象は例外処理価格が上昇し
た影響によって相殺されている。
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図1.13 コア銀行業務価格構成の変化 2005、2006および2007 
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図1.14 地域「高頻度の利用」顧客プロファイルが支払う電子決済の価格　2007
 当座預金、デビットカード、電信送金、並びに口座自動引落料金の合計金額 2007(ユーロ) 

SEPA（SINGLE EURO PAYMENTS AREA）： 
収斂に向けて

昨年同様、SEPA導入の影響を検証した。デビットカード、電
信送金、並びに口座自動引落しなど、SEPAが影響を及ぼす
可能性がある電子決済手段の価格を算出した。その際に、一
貫性を保つため当座預金の価格も加えている（電子決済に
は当座の開設が必要）。

SEPA地域（ユーロ圏ヨーロッパと同一地域）の銀行利用
客は、電子決済サービスに対して、2007年に平均45ユー
ロ支出している（2006年=47ユーロ）。2007年の価格指標
のうち、電子決済の占める割合は63％である。（2006年= 
64％）。銀行は、伝統的決済方法の代替手段として、これら
の電子決済を顧客が利用するよう、電子決済の手数料を引き
下げている。

電子決済の価格は、ユーロ圏ヨーロッパで3％低下したが、そ
れでも他の地域と比較すると21％高い（他地域における支出
平均は37ユーロ）。

これは、この年におけるスペインの、当座預金価格の低下に
伴い、価格全体に占める電子決済の比重が低下した事実に
よってほぼ説明が付く。

それでもなお、SEPAが透明性と収斂合を促進しているた
め、リテール銀行は今後も継続的に電子決済手数料を引き下
げることが予測される。
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図1.15 地域プロファイル価格vs1人当たりGDP
 国別、1人当たりGDPに対する日常的な銀行商品価格 2007 (％) 
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まだ同一ではない消費者
世界的規模では、本年調査対象25ヵ国の銀行利用客が、日
常的な銀行商品に対して支払った金額は、平均して1人当た
りGDPの0.74％だった（図1.15）。昨年と今年の両方で調査
対象とした20ヵ国における平均は、昨年と同様0.4％だった
という訳である。

この調査結果は、1人当たりGDPに占める銀行商品価格の
割合が、一般的に言われるように産業の成熟レベルによって
変化する傾向を示している。1人当たりGDPに占める銀行商
品価格の割合は、経済が成熟するにつれて低下する傾向に
ある。

しかしながら、このパターンに当てはまらない国も存在する。
例えばインドでは、銀行商品の価格が相対的に安いが、クロ
アチアでは、価格が高いまま推移している。



グローバルプロファイル
大きな価格差は存在せず
地域の利用パターンを反映する地域指標とは異なり、グロー
バル指標は全地域における単一消費パターンに基づき作成
した。図1.16が示すように、2007年調査では、25カ国のコア
銀行業務グローバル平均価格は86ユーロだった。2006年と
2007年の両方で調査を実施した国においては、価格は0.5％
低下した。
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図1.16 グローバル価格プロファイル　2007
 地域別の日常的な銀行業務における平均価格　2007



本年開始の新調査：パッケージ商品分析
パッケージ化された商品が普及する傾向が、多くの地域のリ
テールバンキング市場で進行している。今回の調査では、パ
ッケージの内容と価値の分析を行った。

パッケージには、商品とサービスがそれぞれ一定量含まれ
る。顧客は、商品・サービスを利用するたびに価格を支払う
代わりに、月1回（または年１回）支払いを行う。今回、パッケ
ージ商品が広範囲に浸透している７カ国を対象に調査を行
った。対象国は、オーストリア、ベルギー、ドイツ、イタリア、ポ
ーランド、スロバキア（以上、銀行顧客の75％以上がパッケ
ージ商品を購入）、およびフランス（約50％の顧客がパッケー
ジ商品を購入）とした。

これらの国において、国内シェア上位3行が提供する、ベスト
セラーパッケージ商品の価格と内容を調査した。
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図1.17 世界共通の顧客プロファイル価格の進化　2006-2007
 平均価格進化　2006-2007（％）

ユーロ圏ヨーロッパの平均価格は75ユーロで、調査した地
域のうち最低価格となった。一方、非ユーロ圏ヨーロッパの
平均価格は101ユーロであった。価格の絶対水準に違いは
あるものの、両ヨーロッパ地域の価格は、ともに1.8％低下し
た（図1.17）。

アジア太平洋地域の価格水準は、調査対象国に追加した日
本とインドの影響により、今年は116ユーロを記録し、最も高
価格となった。この2カ国を除く国の平均では、価格は7.2％
上昇している。中でも、オーストラリアでは、顧客が従来の口
座からパッケージ化された取引口座に変更するのを促進する
ために、従来の口座管理手数料を値上げした。

北米地域では、カナダでの価格上昇（特に決済）が原因で、
平均価格は2006年に比較して2％上昇し100ユーロとなっ
た。

地域の平均価格平均と世界の平均価格が同等の数値を示し
ているが、各地域内、各国内では、引き続き価格差が存在し
ている。
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出典 ： Capgeminiによる調査

図1.18 パッケージ商品とWRBR “範囲内” 商品およびサービス
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 図1.19 パッケージ商品に含まれるWRBR “範囲内”商品の割合(％) 

パッケージ内容分析
図1.18が示すように、WRBR価格指標調査の対象として
いる日常的な銀行商品・サービスを、『範囲内』とする。しか
し、多くのパッケージ商品は、WRBRの価格指標調査に含ま
れない商品・サービスを含んでいるため、これを『範囲外』と
する。正確な分析を提供するため、本調査では『範囲内』と
『範囲外』両方の商品およびサービスを対象に行った。

図1.19が示すように、調査対象7カ国の銀行が販売するパッ
ケージ商品に含まれる『範囲内』商品・サービスは、平均して
49％である。ドイツ、ベルギー、オーストリアのパッケージ商品
は、最も多くの『範囲内』商品・サービスを含み、イタリア、ポ
ーランド、スロバキア、フランスのパッケージ商品は、最も少な
い『範囲内』商品を含む。パッケージ商品に最も多く含まれ
るサービスは口座管理であり、当座預金、オンラインバンキン
グ、コールセンターサービスは、ほぼすべてのパッケージ商品
に含まれる。含まれる率が最も低いサービスは、例外処理だ
った（例外はフランス）。
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図1.20 パッケージ商品に含まれるWRBR “範囲内”およびWRBR “範囲外”商品・サービスの割合(％)

『範囲外』商品

『範囲内』商品

パッケージ内容には、2つのタイプの商品ミックスがあるこ
とが分かる（図1.20）。ドイツ、ベルギー、およびポーランド
では、『範囲内』商品のみがパッケージに含まれている。そ
の他の国では、『範囲外』商品もパッケージに含まれる。後
者では、国によって含まれる割合が異なる（割合が高い国は
スロバキア=50％とフランス=70％、低い国はオーストリアとイ
タリア=30％未満）。

『範囲外』商品には、さまざまなサービスがある。例えば、
セルフサービスの明細書印刷（オーストリア）、長期定額保
証（イタリア）、店頭端末での取引処理または指定当座借
越限度（スロバキア）、借越利息の割引および決済預金保険
（フランス）等がある。



パッケージ商品価値分析
銀行は、パッケージのマーケティング戦略として、パッケー
ジ商品の利用による顧客が節約可能な金額を強調してい
る。顧客の立場からパッケージ商品の価値を評価するため
に、『範囲内』および『範囲外』両方の商品とサービスを調
査した。

図1.21で示すように、『範囲内』、『範囲外』を合わせた価格を
計算した。P1は、銀行が提供するすべての商品を個々に購
入した場合の合計価格、つまり、（1）各地域の顧客が『範囲
内』パッケージの商品・サービスを購入する価格と、（3）『範
囲外』商品を購入した時の価格の合計を示す。P2は、（2）顧
客がパッケージの価格と、（4）パッケージに含まれない『範
囲内』商品・サービスを購入した場合の合計価格を示す。こ
れらの2つの価格の差額が、パッケージ商品購入により顧客
が節約できる金額となる。
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パッケージ商品に含まれる範囲外商品
（パッケージ頻度）(3)

地域の利用頻度が高い顧客
の価格指標価値

（範囲内商品の価格）（１） パッケージ価格(2)

パッケージに含まれない範囲内商品の価格
（地域の利用頻度が高い顧客）（４）

パッケージ商品に
より生ずる割引

P2 = パッケージ商品を
購入した場合の、すべての
商品とサービスの価格

P1 = パッケージ商品を
購入しない場合の、すべての
商品とサービスの価格

出典 ： Capgeminiによる調査

図1.21 “範囲内”商品とパッケージ商品に支払う金額の割引率（パッケージを購入した/しない場合）
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図1.22 2007年パッケージ商品による割引率/国別 (％)

図1.22は、P1（図1.21）の割引額をパーセンテージで表示し
た表である（ドイツを除く）。ドイツのほとんどの銀行は、当
座預金単体価格を個別に設定しない。単体の価格設定がな
く割引率の計算が不可能なため、この調査から除外した。

調査の結果、パッケージ商品の価格は、顧客が同じ商品およ
びサービスを単独に購入する場合と比較して、平均23％安い
ことが判明した。図1.22が示すように、割引率は国によって、
ごく小額な割引しか提供しないポーランドから、50％の割引
を提供するイタリアまで幅がある。

パッケージ商品を購入することより、顧客は非コア銀行商品
と割引の両方を獲得することができるが、その割引率は国に
よって異なる。これらの割引をパッケージ内容と比較すると
（図1.20）、『範囲外』商品/サービス割合が最も低い国が、
最も少ない割引を提供している。図1.20と1.22を比較すると、
オーストリア、ベルギーおよびポーランドがこのカテゴリに分
類されることが分かる。イタリア、スロバキア、およびフランス
（パッケージに『範囲外』商品を最も多く含んでいる国々）の
顧客は、最大の割引を享受している。しかしながら、これら
の国々でパッケージを購入する顧客は、『範囲外』商品を頻
繁に利用しないかもしれない。
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Pricing Index

Conclusion
世界全体における、地域別顧客プロファイルに基づくコア銀
行サービスの価格は、2007年で、77ユーロと、昨年に比べて
0.3％低下した。平均すると価格変化は小さいものの、国や地
域別では大きく変化している場合もあった。例として、スペイ
ンの価格は劇的に低下した。

商品とサービスの観点から見ると、いくつかの傾向が見出せ
る。昨年に引き続き、銀行は顧客接点の再定義付けを活発
に進めている。すなわち、一般的な銀行業務においては自動
化されたチャネルを使用するよう顧客を誘導し、より高度な
サービスにおいてのみ支店を利用する形態の構築を目指して
いる。多くの銀行が、窓口業務の手数料を値上げすると共
に、オンラインバンキングやコールセンターサービスの手数料
を値下げした。また、例外処理（一般的に、最も価格差が大
きい）の価格が、2007年に最も上昇した。

この調査結果は、日常的な銀行サービスの価格戦略が、売
上増加手段としてよりも、顧客の銀行利用方法の変更を促す
ことに重点を置いていることを示している。通常、銀行は、銀
行から見て最も費用対効果に優れた方法を顧客に選択しても
らいたいと考えているため、窓口や支店よりリモートチャンネ
ルを使用することを奨励している。

ユーロ圏ヨーロッパの銀行は、他の調査地域の銀行と比較し
て、はるかに狭い範囲内で価格を設定しており、価格の収斂
が進んでいる傾向を確認できる。

価格指標  結論

SEPA（または、ユーロ圏）地域では、電子決済の価格が
3％低下したが、それでも他の国々に比較すると21％高い。
SEPAは透明性と収斂を推進する努力をしているため、リテ
ール向け銀行業務においては今後も継続的に電子決済商品
の価格が低下することが見込まれる。

このレポート用に例年調査を行う国々では、パッケージ商品
が販売されている。

本年の調査では、『範囲内』またはコア銀行業務の商品とサ
ービスの49％が、パッケージ商品に含まれていることを明ら
かにした。パッケージに『範囲外』商品を含む国々は、最大
級の割引を顧客に提供するが、このパッケージを購入する顧
客が『範囲外』商品を利用する頻度は低いかもしれない。
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1.	 今日の状況：リテールバンキング業務における運営モデル

■    リテール銀行の経営層は、業務運営モデルの変革のために、3つの主要な目標を掲げている： 
１）収入の拡大、2）顧客サービスの向上、3）コスト削減

■    業務運営モデルは、リテール銀行が業務を展開する市場の成熟度により、大きく異なる。

■    銀行は、決済、目的別ローン、および投資信託について、よりグローバルなモデルを採用する傾向がある。

■    現在、グローバル業務運営モデルを採用している銀行は、調査対象のうち10％未満である。そして、業務運営モデルの
グローバル化を図る場合には、最初にITと管理体制に手を付けることが多い：

-----     今日、リテール銀行のガバナンスは、部分的にグローバル化されている。調査対象銀行のうち、国際リテールマネー
ジャーが存在する銀行は41％に過ぎないが、大部分の銀行が、グローバル経営ツールを既に保有している。

-----     戦略的なグローバルマーケティングのアプローチを展開している商品を保有しているのは、28％にとどまる（主に
住宅ローンと投資信託）。

-----     ITシステムは、グローバル化への途上にある。59％の銀行が国をまたがるITシステムの統合を進めている。

-----     国内でバックオフィスの統合を完了した銀行は60％であった。しかし、国際的な銀行で国をまたがるバックオフィス
の統合を完了した銀行は4１％にとどまる。

-----     国をまたがる支援機能を統合している銀行は39％であった（主に財務部門と購買機能）。

-----     自行商品にこだわらず、他の金融機関の商品を販売している銀行（“open-finance”）は58％であった。

■    バックオフィスとIT機能の一部は、半分以上の銀行がアウトソーシングしているが、支援機能は、ほとんどアウトソーシ
ングされていない。リテール銀行におけるアウトソーシングの主要な成長分野は、すでにアウトソースしている分野にお
けるアウトソース人員の拡大である。

■    調査した銀行の約半分が、海外外注（オフショアリング）を行っている（主にバックオフィスとIT機能）。海外外注（オフ
ショアリング）先として最も人気が高い国はインドである。

■    リテール銀行のグローバル化度合と、経費・収入比率には、相関関係が見られない。

リテールバンキング業務運営モデルの変革



2�2007 World retail banking report

2.	 5年後の状況：リテール銀行の業務運営モデル変革要因と5年後の予測

■    リテール銀行が、業務運営モデルの変革を進める主な理由は、以下の4つである：　 
1）株式市場と競争の圧力、2）規制、3）インターネットの利用増大、4）Web 2.0テクノロジー。

■    リテール銀行は、今後5年間で業務運営モデルのグローバル化を一層進めることになる。5年後に、リテール銀行の
2/3が、5年後には我々が定義するところの『中間モデル』または『グローバルモデル』を目指している。（モデルの詳細
については、後述）

■    リテール銀行は、すべての側面において業務運営モデルのグローバル化を推進するが、引き続きITのグローバル化が最
優先事項となる：

-----     ITのグローバル化は、今後5年間で最も重要な変革トレンドになるとみられる。インタビューを行った銀行の90％以
上が、共通アーキテクチャーと一連のモジュラー型応用システムを受け入れる用意ができていると回答した。

-----     銀行のバックオフィスでは、国をまたがるレベルで更なる統合が進むことが予測される。調査結果によれば、より多
くの銀行（41％から67％に上昇）が、今後5年以内に国をまたがるバックオフィスの統合に焦点を当てるとしてい
る。

-----     現在グローバルマーケティングを行っている銀行は28％に過ぎないが、50％以上の銀行が5年以内に導入する予
定である。

-----     他の主要な変化として、国際的なマネージャー養成のためのキャリア管理プログラムの策定（55％から77％に上
昇）、国をまたがる支援機能の強化（39％から66％に上昇）が見込まれる。

■    アウトソーシングの拡大は、既に業務の一部をアウトソーシングしているリテール銀行が、アウトソーシング要員の割合
を上昇することによって拡大する。

■    今後5年間で、バックオフィス、IT、および支援機能の海外外注（オフショアリング）が大幅に上昇する。

■    リテール銀行の経営層は、業務運営モデルをグローバル化させるために、5つのキーサクセスファクター（成功の鍵とな
る要因）に焦点を当てる必要がある：1）国際的ガバナンスの構築、2）市場と商品戦略の一貫性の保持、3）IT変革のた
めの先行投資、4）適確な人事管理ビジョン、5）業務執行の質の管理。
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図2.3 総資産の銀行所在地別の割合 (％)

変化する環境変化への業務運営モデル適応
リテール銀行の多くは、日夜変化を続ける環境に適応すべく、
業務運営モデルを変革する手法を模索している。適応すべき
要因は、市場統合の激化（国内および国外）、急成長を遂げ
る新興国の経済、新規市場における高品質の技術および人材
の獲得競争、絶えず変化する顧客ニーズ、技術革新、新たな
市場規制、および金融市場からの圧力等、多岐にわたる。

変革の手段は多くあるが、そのすべてが最良の結果を約束す
るものではない。この点をより深く理解するために、2つの主要
な論点に調査焦点を絞った：

（1）今日のリテール銀行の業務運営モデルがどうなっている
か。 

（2）変革を進める理由、および5年後の業務運営モデルの
予測。

調査対象銀行
我々の分析は、全世界50行のマルチチャネルを保有するリテ
ール銀行に対して行われたインタビューに基づいている。50行
のうち、41行が国際的銀行である。国際的銀行は、地域銀行
（1つの大陸内の複数の国で業務を展開している銀行）と多地
域銀行（2つ以上の大陸において業務展開している銀行）から
成ると定義した。調査対象銀行におけるリテール部門の合計
営業収入は2,250億ユーロ、総資産は10兆2,570億ユーロに上
った（図2.1と2.3）

今日の状況： リテール銀行業務運営モデルの現状
インタビューに回答したリテール銀行の経営層は、業務運
営モデルを変革するために、3つの主目的を設定している:  
1）収入の拡大、2）顧客サービスの向上、3）コスト削減。しか
し、コスト削減を最も重要な目的と回答したリテール銀行は
ほとんどなかった（図2.4）。一方、収入拡大を最も重要な目
的と回答したリテール銀行は40％にのぼった。これに、顧客
サービス向上（24％）、コスト削減（14％）、株主利益の向上
（14％）が続く。また、他の目的（海外市場開拓の加速、ビジ
ネス感応度の向上、クロスセリング機会の拡大、海外におけ
る経験の習得、外注先の専門的技術の活用等）を主要目的と
して上げた銀行は、ほとんど存在しない。

リテール銀行の業務運営モデルは市場の成熟度によって、
大きく異なる。国際的銀行が、世界で単一の業務運営モデ
ルを使用することはまれで、展開する市場のタイプに合わせ
て少なくとも2つのモデルを使用する。コスト最適化が主要
な目的となる成熟市場では、国をまたがる統合モデルを開
発することが多い。市場シェア獲得が主要な目的となる高成
長の新興市場においては、国毎の（Local）業務運営モデル
を統合しない傾向が強い（特に最近買収した場合）。一方、
両タイプの市場で業務を展開する銀行は、各市場向けの特定
戦略を採用することにより、市場に適した組織を構築する傾
向がある（UniCreditのケーススタディを参照）。



持続的成長を進める国際的な拡大
UniCreditグループはバイエルン、オーストリアおよび北イタ
リアを含む幾つかの西欧の豊かな地域（これら地域はグル
ープの安定収入源）でトップに立つ欧州の銀行グループで
ある。2005年のUniCredit、HypoVereinsbank、および
Bank Austria Creditanstaltの合併により、グループは中欧
と東欧（CEE）の銀行業界の第一人者となった。UniCreditグ
ループは、CEE圏の17カ国で銀行業務を拡大する中で
13カ国ではリテール銀行業務に集中し、現在、この地域内
3,000以上の拠点で、約2,400万人の顧客を抱える。

UniCreditの戦略は2つの主要な狙いがある。第一に、
CEE地域（中欧・東欧）におけるさらなる成長。第二に、
国内市場（イタリア、ドイツ、およびオーストリア）での業務
統合の推進。UniCreditはそれぞれの市場において、収入
と市場シェアを急速に拡大し、主な目的を達成している。
また、UniCreditの業務運用モデルは非常に効率的で、
2005年の経費・収入比率は52％だった。

国際的拡大戦略と業務運営モデルの適合
国をまたいだリテール部門：UniCreditグループの業務運
営は部門別モデルに基づいている。グループは、国をまた
がってリテール部門を創設し、この部門がイタリア、ドイツ、
およびオーストリアの業務を行うと共に、CEEとポーランド
市場の責任者を任命している。責任者は、目的を設定し、そ
れに基づき、傘下の地方銀行を監督する（MBO）。また、グ
ループは、CEEに属する国々の組織を、それらの国の市場
の状況と成熟度に応じて3つのクラスターに分類すること
を決定した。

地域別戦略：分類されたグループ毎に、UniCreditは地域
別戦略を導入した。「成長戦略国」（ルーマニア、ウクライ
ナ、ブルガリア、セルビア、ボスニア、およびロシア）におけ
るグループの目的は、市場シェアの迅速な確保と、収入の
増加にある。「ポジショニング国」（スロバキア、トルコ、お
よびチェコ共和国）での目的は、財務力向上のために株主
価値を上昇させることにある。「チャンピオン国」（ポーラ
ンドとクロアチア）での目的は、バックオフィスと処理作業
を統合させ、生産性と効率を向上させることにある。

IT機能：UniCreditでは、CEE地域全体の業務を最適化す
る作業を開始した。特にIT分野では、共通ITアーキテクチャ
ーの導入を進めている。しかし、ITの統合は、文化的な相違
や、地元の顧客サービスのために各法人が長年に亘り独自
開発した、国毎に異なる技術仕様等が存在するため、簡単
には進んでいない。

支援機能：UniCreditグループは、国際的なレベルで「支援
能力のハブ」と独自の支援機能プラットフォームの構築を計
画している。

パイロットアプローチ：市場戦略と新規市場参入戦略を管
理するために、UniCreditはパイロットアプローチを採用し
ている。商品開発と販売プロセスのベストプラクティスは、
CEE圏の国とグループの他の国とで共有される。例えば、
ブルガリアにおける消費者向けローン業務は、ベストプラク
ティスの成功事例と目され、UniCreditでは同様の活動を
他の2カ国で展開することを計画している。また、イタリア
では、パイロット計画としてのインターネットバンキング戦
略が進行中で、ここでの経験が他国におけるe-バンキング
戦略推進に活用されることになる。
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出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.4 リテール銀行運営モデルにおける3つの主要目的 (％)

銀行は、決済、目的別ローン“SFS”（消費者金融、住宅ロー
ン、リース等）および投資信託等のリテール銀行商品におい
て、他の商品（預金、生命保険、損害保険）よりもグローバル
なモデルを採用する傾向が見られる。これは特に、グローバ
ルマーケティングと国をまたがるバックオフィスの統合に当て
はまる。

リテール銀行が決済と目的別ローンのグローバル化を最初に
開始する理由として指摘したのは、規制面（例：SEPA）、経
済面、技術面（規模とスキル）、および政治面（変化への抵
抗が少ない）にわたる各種要因である。また、これらの商品
からグローバル化を開始することは、全面的なリテール業務
の改革に着手する前に、新市場について学習する機会にもな
り得た。リスクを最小限に抑えるために、幾つかのヨーロッパ
のリテール銀行は、国際リテール業務部門と目的別ローンサ
ービス部門の両者を含む、単一の組織を設立している。

新規参入銀行の方が、市場や商品戦略により適合した業務
運営モデルを、設計・開発しているように見受けられる。これ
は、ING Directのケーススタディでも示され、新規参入銀行
が、オンラインバンキングによって成熟市場に迅速に参入し
た成功例となっている。



INGグループは、既に海外進出した保険業とコーポレー
トバンキングに続いて、オランダ国外でリテール顧客向け
銀行業務を開始する決定を1995年に下した。ダイレクト
・チャネル（直接販売経路）の利用増加に伴い、金融サー
ビス業者には新しい機会が開けたため、リテール向け銀
行業務を開始するにあたり、INGグループは、支店網の新
規開設や買収に代え、ダイレクトバンキングの専門集団を
（Postbankから）送り込むことを選択した。グループはパ
イロット導入を行う国としてカナダを選択し、単体でのダイ
レクトバンクとして、ING Directを設立した。

カナダから始まって、ING Directは急速に成長を続け、2002 
年にはINGグループの利益に貢献するに至った。今日、ING 
Directは、9カ国（オーストラリア、オーストリア、カナダ、フ
ランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、および米国）
で業務を展開し、1,750万人の顧客と1,950億ユーロの預
金残高を有している。

単純明確な戦略：ING Directは、徹底した顧客中心戦略と、
ダイレクトチャネルで提供される極めて廉価にして顧客に
はお値打ちの限定的な金融商品戦略を開発することによ
り、その目的を達成した。

■ ダイレクトバンキングのインフラが完備されている成熟し
た大規模市場に参入。

■ 可能な限り早く、クリティカル・マスに到達しうるよう、簡
易、透明かつ魅力的な貯蓄商品を投入。

■ 次いで、各国のリテール市場の状況に合わせた二次的
商品（通常、住宅ローン）を導入。現在、ING Directで
は、貯蓄と住宅ローン商品に加えて、重要商品として投
資信託（主にヨーロッパにおいて）に力を入れている。

■ 独自のグローバルブランドと効果的なマーケティング戦
略による、顧客1人当たりの獲得費用の最小化。

■ 優れた顧客サービスおよび便利な（年中無休、24時間
のアクセス）ダイレクトバンキング（インターネット、電
話、またはメール）による、顧客との直接対話の実現。

■    商品、サービス、および処理プロセスの簡易化。

■   1商品あたりの販売量増加による経営効率の向上。

高業績：ING Directは、以下のようなものを含む一連の量
的、質的な重要パフォーマンス指標（Key performance 
indicator）に対して傑出した業績を上げている：

■    ING Directは、業務を展開しているすべての国で、ダイ
レクトバンクでナンバーワンの地位を保持している。ま
た、ING Directは、全銀行対比でみて各国で10位以内
にランクしている（米国を除く）。

■ ブランドは非常に短い期間で認知され、現在ほとんどの
国で70％以上の認知度を誇る。

■ 顧客満足度も高く、約94％の顧客が、ING Directを他に
推奨すると回答している。

■ 資産に対する運営コストの比率（マーケティング費を除
く）は、2006年9月末の時点で、42ベーシス・ポイント
（bps）を記録している。伝統的な銀行の支店の原価は、
ING Directと比較して5倍以上高い（250bps）。

■   ING Directのビジネス部門は、貯蓄商品のみを扱い、設
立後僅か4年目で黒字になった。ING Direct、2006年
に7億1,700万ユーロの税引き前利益を計上（2005年
は6億1,700万ユーロ）。

効果的なガバナンス: ING Directの重要な成功要因には、『世
界規模で考え、地域レベルで実行』を可能にする『Fleet of 
Companies（船団としての会社）』理念に基づくガバナン
スがある。これにより、各地域の会社は、自国の市場状況
に基づいて、自由に商品の投入順序を決めることができ
る。スリム化された本社（70人のみ）の役割は、組織の戦
略的目的の管理、戦略のガイドラインの提供、知識とベスト
プラクティスの共有促進、リスクの管理とコントロール、ビ
ジネス部門への支援提供に限定されている。
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グローバルな知識共有 ： さまざまな委員会（経営委員会、
マーケティング委員会、営業/業務委員会、IT委員会）や、
年1回トップ200人のマネージャーを招いて開催されるグ
ローバル会議を通して、グローバルな知識共有が奨励され
ている。

人材資源ビジョン ： ING Directの人材資源に関するビジ
ョンは協調重視のもと、顧客と事業に対する支援と付加価
値の提供によって、競争優位性を高めることを目指してい
る。また、毎年400人の中間管理職が経営管理プログラム
を受講し、従業員は、母国以外の国で一定期間勤務するこ
とを奨励されている。

顧客管理 : ING Directは、その国際企業としての立場を
有効に活用するため、グローバルアプローチと地域のアプ
ローチを融合させた、顧客管理アプローチを行っている。
各国には、それぞれ固有の顧客アプローチ方法があるた
め、ING Directは、異なる国で習得した経験とベストプラ
クティスをすべての国で共有することを目指している。ING 
Directは、グローバルな顧客満足調査を実施し、各国はそ
の地域の顧客に合わせた質問項目を追加している。

標準化された堅実なITインフラ : ING Directでは、堅牢
で安定したITインフラストラクチャとビジネスアプリケーシ
ョンの枠組が構築されている。これらの信頼性、柔軟性、
および利便性は、ING Directの主要な成功要因である。
すべての事業部門が、それぞれの地域で独自に標準化され
たITインフラを使用している。IT委員会は、会社全体で標
準化されたアプリケーション構造を承認し、これは地域ご
との要件を満たすために若干カスタマイズされ、各国で使
用されている。この方針によって、ING Directは、新商品
の投入および既存商品の条件変更等（利率等）を迅速に
行うことが可能となった。新しいITソリューションの頑強
性を証明するために、一つの国でプルーフ・オブ・コンセプ
ト（PoC＝実証実験）を構築し、その調査結果を他の国と
分かち合う。PoCが明確に成功した場合にのみ、新ITソリ
ューションの導入が世界規模で実行される。

コア業務はアウトソーシングもオフショアリングも行われ
ない：この方針は、顧客の利便性を高めるのに必要な、日
常業務とコールセンターに特にあてはまる。例えばカナダ
での業務活動は、英語圏とフランス語圏にさえ分けて行わ
れる。国をまたがった業務統合は、ほとんど行われない。
オペレーションの共有化としては、ヨーロッパビジネス部門
の投資センター業務とともに、ドイツとオーストリア間での
業務共有が挙げられる（この2国は同じ言語を使用する）。

新たな挑戦 : 長年急速な成長を続けたING Directは、そ
の戦略の優秀さと運営モデルの健全さを立証してきた。し
かしながら、今日、ING Directは、新たな課題に直面して
いる。競争の激化がその１つで、大手金融グループが市場
シェアを求めてダイレクトバンキング産業に進出してきてい
る。また、現行の金利環境も大きな問題の１つであり、利回
り曲線はフラット化しているなかで、世界中の公定歩合は
上昇している。

今後の成長 : 既存市場では、現在のプロダクト・ポートフォリ
オ（金融商品の品揃え：特に貯蓄、住宅ローン、および投資
信託）を活用、ならびにドイツ、スペイン、および米国での
決済口座等、顧客ニーズを実現させるために商品ラインナ
ップの拡充による成長を続ける。ING Directは、3つの市
場参入基準（潜在的貯蓄市場、中流階級の多くの人口、イン
ターネットと電話回線のインフラ完備）に基づいて、今後も
新しい地域への展開を続ける。

また、４つの主要な会社基本理念（顧客ニーズの充足、簡易性
と透明性、低価格モデル、および『Fleet of Companies』
に立ち、ING Directでは『世界で最も消費者に選ばれる銀
行』になることを目的としている。
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図2.5 業務運営モデル特性
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出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.6 業務運営モデルの分布(％)

今回、リテール銀行の業務運営モデルを分類するために、
6つの指標を置き、分析を行った（図2.5）。これらの指標に基
づき、各銀行のグローバル度の採点を行った（採点方法は付
録を参照）。図2.5の6つの指標を考慮に入れ、各銀行を特性
に応じて、3タイプの業務運営モデルに分類した（図2.6）。 

■  地域運営モデル : リテール銀行に関してはグローバル管理
が全く行われていない。国をまたいだ業務、国内バックオフ
ィス、IT、および支援機能の統合作業、業務のアウトソーシ
ング、銀行商品販売のための他行との提携が、ほとんど行
われていない。

■  中間的運営モデル : リテール銀行の管理またはマーケテ
ィング業務の一部がグローバル化されている。バックオフィ
ス、IT、および支援機能の一部が国をまたいで統合され、
一部の業務がアウトソーシングされている。いくつかの銀行
商品で、アウトソーシングおよび他行との提携を行う。

■ グローバル・オープン運営モデル ： 管理とマーケティング業
務を、グローバルで行うリテール銀行。バックオフィス、IT、
および支援機能のほとんどが国をまたがって統合され、業
務の大部分がアウトソーシングされている。多くの銀行商品
で、他行との提携を行われている（オープンファイナンス）。

今回の調査対象のうち10％未満の銀行が、グローバル運営
モデルに属する。

銀行の規模・営業範囲と運営モデルタイプに相関関係があ
る。複数地域で展開する銀行または大規模な地域銀行（営
業収入が30億ユーロ以上の銀行）の64％が、中間的運営モ

デルに分類された。グローバル運営モデルに属している銀行
は、すべてこの規模の銀行であり、僅かに12％を占める（図
2.7）。

1つの地理的エリア特性にすべての運営モデルがありうる。
例えば、ヨーロッパにおいて、運営モデルは単一ではなかっ
た。しかしながら、少ないサンプルの中でも、共通した地域
特性がある。例えば、スウェーデンおよびオランダのリテール
銀行の運営モデルのほとんどが、中間的またはグローバル運
営モデルであるのに対し、大多数の日本の銀行は、国際的な
業務統合を行っておらず、非常に内向きである。



今日、リテール銀行のガバナンス（図2.5の軸Ⅰ）は、一部グロ
ーバル化されている。調査した銀行の41％には、国際リテー
ルマネージャーが存在する。また、大部分の銀行が、グロー
バル経営ツールを保有している（図2.8）。リテール銀行は、ビ
ジネスを国際的水準に上げるためのツールを作成することに
より、経営陣のグローバル化を促進している。今回調査を行
った国際的な銀行の2/3が、世界での積極的な業務経験の
共有および理解を目的とする、グローバルな知識共有ツール
を保有している。しかしながら、多くの銀行は、これらのツー
ルの導入段階にあり、有効に活用できていない。また、調査
した国際的銀行の半数以上が、国際リテールマネージャー用
のキャリア管理制度を設定していた。

グローバル経営の例 ： 調査対象の中に、以下のようなグロ
ーバル化への動きを1つ、あるいはそれ以上開始している銀
行があった：

■ 新しい企業理念の構築時に、買収した企業の経営陣を巻き
込むことによって、今後も統合作業を続けるという明確なメ
ッセージの発信。

■  特性を有する国際的リテールビジネス部門の創設。

■  幹部社員の国際的な知見を養成するための教育投資。

■  企業戦略の一貫性と持続性を保証するための、管理体制の
継続性確保。
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地域運営モデル

中間的運営モデル

グローバル・オープン運営モデル

他地域銀行と
営業収入が
30億ユーロ以上の
大規模な地域銀行

営業収入が
30億ユーロ未満の
小規模地域銀行
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出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.7 銀行カテゴリ別業務運営モデル分布度合 (％)
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グローバルな知識共有ツール

国際的なキャリア管理

グローバル組織に対して責任を負うマネージャーの存在

国際リテールマネージャー 41%

55%

31%

71%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.8 今日のリテール銀行のグローバル・ガバナンスと管理体制(％)
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28%

28%

10%

31%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.9 グローバルマーケティング経営戦略とグローバル顧客・チャンネル管理 (％)

顧客満足度についてのグローバルなKPI

各国で実装可能なグローバルなチャネルモデル

共通的な顧客データ構造、分析手法

各国で実装可能なグローバルな顧客区分モデル

グローバル戦略的マーケティング



IT組織（図2.5、軸Ⅲ）は、グローバル化への途上にある。今
回調査した41行の国際的銀行のうち、約60％が既に国をま
たがるレベルでITシステムを統合している（図2.10）。また、
40％の銀行が共通のITアーキテクチャー、モジュールのアプ
リケーションスイート、および利用可能なモジュールを準備済
みである。
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40%

40%

59%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.10 ITのグローバル化

国をまたがるレベルでのITシステム統合

すぐに実装可能なモジュールを
利用したITシステム導入手法

共通のITアーキテクチャー、モジュールの
アプリケーションスイート

図2.9で示されるように、調査した国際的リテール銀行のうち
28％が、いくつかの商品ために、グローバル戦略的マーケテ
ィング（図2.5、軸Ⅱ）を開発している、これは特に住宅ローン
と投資信託商品で顕著である。グローバルなチャネルモデル
を保有しているのは、調査したリテール銀行の3分の1未満に
過ぎず、現在のグローバルな顧客管理水準はそれほど高度
ではない。多くのリテール銀行が、そのすべての商品のマー
ケティング戦略グローバル化には二の足を踏んでおり、少数
商品に限ってグローバル化を進めている。調査対象銀行の
傾向として、地域支店が現地のニーズに従って商品をカスタ
マイズすることを許容する一方で、幅広いグローバル経営方
針を確立する傾向がある。銀行のマーケティング手法に対す
る適応性は、グローバル化への鍵となる要素である。
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出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.11 バックオフィス業務の一部または全部を国をまたがるレベルで統合した割合（商品別）(％)
 国をまたがってバックオフィスを統合していると報告した国際的銀行における割合(％)

決  済

消費者金融

モゲージ

リース

投資信託

生命保険

バックオフィス（図2.5、軸Ⅳ）の統合は、国内レベルは良く進
行している。調査した銀行の60％は、リテールネットワークと
特定商品ネットワークとの間でバックオフィスの統合を完了
し、特に決済と特定金融サービス（消費者金融、住宅ローン
およびリース）の分野で顕著である。しかしながら、国をま
たがるレベルでバックオフィスの統合を行っている国際的銀
行では少ない（41％）。全体として、これら国際的な銀行に
おける商品別にみたバックオフィスの統合割合は次の通りで
ある：　決済=88％、消費者金融=63％、住宅ローン=44％
（図2.11）。



調査した国際的銀行の多く（39％）が、国をまたがるレベル
で支援機能（図2.5、軸Ⅴ）を統合している。これらの支援
機能の大部分は、リテール業務部門だけではなく、他の銀
行部門とも共有されている。国をまたがるレベルで最も統合
が進んでいるのは、財務、購買の分野で、これに財産管理
が続いている（図2.14）。

調査対象銀行の中で半分強の銀行（58％）が、生命保険、
損害保険および投資信託を中心に、他金融機関の商品を販
売（オープンファイナンス）している。銀行の1/4が、自行商
品のいくつかを（主に投資信託商品）、他の銀行チャネルで
販売している。
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69%

81%

63%

81%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図2.12 支援業務を国をまたがるレベルで統合した割合（商品別）(％)
 国をまたがって支援機能を統合していると報告した国際的銀行における割合(％)

現金管理

購買管理

資産管理

人  事
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40%
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60%

出典 ： Capgemini による2007年分析; 
注 ： 点が調査銀行を示す

図2.13 業務運営モデルｖｓ経費・収入比率

中間的運営モデル地域運営モデル グローバル・オープン運営モデル

リテール銀行のグローバル化の度合と、その銀行の経費・
収入比率には、全く相関関係が見られない。分析の過程で
銀行の業務運用モデルタイプとその経費・収入比率の関係
に注目したが、関連を証明する証拠は全く発見できなかった
（図2.13）。

この相関関係の欠如は、以下2つの所見から説明が可能であ
る： 最初に、業務運営モデル以外のいくつかの要素（市場
の質とその市場における銀行のポジションを含む）が、銀行
の経営効率に大きな影響力を持っていることが挙げられる。
次に、すべての変革プログラムに共通していることではある
が、業務運営モデルに関しては、それを如何に導入し、如何
に実行するかが、その基本設計と同様に重要であることが挙
げられる。例えば、ある銀行は、組織がかなり分散化してい
るのにも関わらず、ヨーロッパ市場で１番低い経費・収入比
率を享受している。



�2

５年後の状況:  
リテール銀行の業務運営モデル変革要因と５年後の予測
リテール銀行に業務運営モデルの変革を促す4つの主要な要因
株式市場および競争の圧力による戦略の見直し、それに伴う業
務運営モデルの変革が起こる。アナリストと投資家は、単一国
で業務を展開する銀行が、その国の市場だけで存続・成長で
きる可能性について、しばしば懸念を表明している。自国の
国内市場において成長の限界に達した多くの銀行が、外国
に目を向ける傾向がある。その場合、参入を計画する他国市
場において、地場の競合銀行に対し、どのような競争優位性
を有するかを確認することが必要となる。最初に、何が新市
場で活用または移行可能なのかを見るために、自らの国内市
場運営モデルの検証から始めることになる。この自己検証作
業は時として、自らの業務運営モデルの再考へと繋がる。
株式市場から生じる競争激化の脅威により、銀行がその業
務運営モデルの変革を決意することもある。一例を挙げる
と、米国銀行による北欧市場進出の脅威は、北欧諸国の銀
行による国をまたがるレベルでの業務統合を促す重要な要
因となった可能性がある。

規制もまた業務運営モデル変革に影響を及ぼす。ユーロ圏
では、2010年までにSEPA（Single Euro Payments Area）
が導入され、ユーロ圏内すべてのリテール決済が国内決済
として扱われるため、銀行の戦略と組織に大きな影響を及
ぼすことが予測される。銀行は、収益を極大化するために、
SEPA圏29カ国の3億人の顧客に対する、ダイレクトアクセス
が必要となる。銀行はその決済戦略の再考が必要となり、イ
ンソース、アウトソース、オフショアでの決済プロセス等、鍵
を握るオプションの決定を迫られることになる。多国籍銀行
は、その規模の経済、統合プラットホーム、最適化された処
理方法により、SEPAの世界において既に明らかに優位に立
っている。
中国は、2006年11月に、WTO加盟時（2001年）の声明に基
づいて、外国銀行による中国国内顧客に対しての全面的な
リテールサービスの提供を可能とする、自由化に関する画期
的な規定を制定した。2006年12月11日に施行されたこの規
定は、中国金融セクターの緩やかな開放に向けての歴史的
なステップである。中国の銀行は、外国銀行からの潜在的な
競争に直面して、その伝統的な分散業務運営モデルの変革
を迫られている。集中化が進みつつある。銀行の支店は、今
後、販売とマーケティング拠点として機能し、対面営業による
顧客サービスを提供することになろう。一方、銀行事務部門
は、バックオフィスまたはシェアードサービスセンターに集中
化されるだろう。進行中の重要課題には、窓口業務部門の再
編、業務構造の効率化、リスク管理と内部統制の機能向上、
運用と財務管理の集中化、および従業員報奨制度の改善が
含まれる。

インターネットを使用した金融サービス取引が今後拡大する
につれ、銀行はその販売モデルを変革する必要が生じる。イ
ンターネットにより顧客が金融商品を購入する方法は変化し
た。顧客は、いつ、いかなる所においても、金融商品の内容
と価格を容易に比較することが可能になった。
スウェーデン、イギリス、フランス、およびイタリアでは、オン
ライン銀行顧客の77％が、金融商品を購入する前にインター
ネットを利用して情報を入手している。この比較的新しい状
況の下で、銀行は3つの主要な課題に直面している：

■ 支店の窓口担当者は、より商品知識を有する顧客に、どの
ように対処するのか？

■ 銀行は、インターネットで金融商品を検索している顧客を、
どのように獲得するのか？

■ 銀行は、ネット証券会社や専門的金融サービス会社と、どの
ように競争するのか？

■ また、銀行は、どのように販売モデルを変革するべきなのか? 
支店数を減らすべきなのか？ウェブサイト支援のために、商
品別の専門的なコールセンターを設けるべきか？ 

Web2.0テクノロジーを使用することにより、銀行は、より高
速、柔軟、安価なITの構築が可能になった。現在、情報技
術は、以下の3つの大きな変化を経験している：

■ サービス指向アーキテクチャー :  このアーキテクチャーは、例
えば動物の神経系のように、同時に情報のやりとりが可能な
コンポーネントで構成されているため、より柔軟になりうる。

■ オープンソース :  レガシーとERPに続き、オープンソースが
広まっている。銀行がソフトウェアを開発しようとする場合、
非常に安価（ときには無料）かつ、容易にオープンソースコン
ポーネントを手に入れることができる。一度統合されると、
これらのコンポーネントはソフトウェアの約70％を占める。

■ インド :  残りの30％のソフトウェアは、現在、非常に効率的か
つ安価のIT技術を生産・販売しているインドから入手しうる。

ICICI銀行のケーススタディは、銀行の業務運営モデルに対
してITが与える影響の好例である。



インドの人口増加に伴って、日常的な銀行業務に対するニー

ズが高まり、この市場の潜在的な成長性は大変に大きなもの

となっている。インドの中間所得階級の人口は、2003年から

2009年にかけて、3億2,000万人までに増加すると予想され

ている。これと平行してモノの消費も増えることによって、信

用供与のニーズやリテール銀行業務に対する潜在的成長性が

高まっている。

ICICIはインド最大の民間銀行： ICICIは、生命保険、投資信

託、およびローンの分野において、市場をリードしている。リテ

ール信用業務で30％のシェアを持ち、リテールファイナンスに

おける国内最大の債権者である。例えば、インドで販売された

車の4台に1台はICICIが融資している。

ICICI銀行は、プロジェクト融資を主業務とした銀行から、
極めて効率的なリテール銀行に変貌を遂げた : 2006年の

総収益は30億ユーロだが、リテール銀行部門は非常に低い

経費・収入比率（39.4％）を誇っている。これは、新興成長市

場の特性による恩恵と、近年のITの進歩を存分に活用したこ

とによる。銀行の成長速度は極めて速く、2000年に100人

だった従業員が、2007年には25,000人以上に増加してい

る。同じく1995年に3,000人だった顧客基盤も、今日では、

1,500万人と急成長を遂げている。

ITと革新に重点 ： ICICI銀行の専務取締役であるVaidyanathan氏

によれば、銀行の成功要因は、インド経済が過去数年間に亘

って上昇傾向にあったというマクロ経済要因、およびITの革新

的な利用にあると述べている。ICICIの情報システムは、メイ

ンフレームを全く保有せず、非常に柔軟性が高い。この結果、

メインフレームをベースとしたシステムの約15〜20％の費用

で、システムを構築できた。また、その技術は、販売チャネル

改良による差別化の確立とバックオフィスの効率性、プロセ

シング業務、内部管理システムの向上にも利用されている。こ

れらすべての変革は、もし顧客が、新技術への移行・利用に抵

抗を示していれば成功しなかった。『内容が明確に説明され

れば、自ら進んで新技術を利用しようとするインドの顧客に

は驚かされる』と、Vaidyanathan氏は語っている。また、彼

は『将来を考えると、インドでの商機はほぼ無限だ。インドで

は、今後5年間に7,000万以上の仕事が創造される。銀行は、

変革を通して最新技術を維持することによって、この状況を最

大限に利用できる』と述べている。

また、ICICIのもう一つの主要な成功要因は、イノベーション

の重視にある。ICICI銀行は、サービス、販売モデル、および

新たなビジネス機会等のどのような局面においても、絶えず

先進的な手法を取り入れているのである。

マルチチャネルの販売ネットワーク : ICICIは、効率的な販売

ネットワークを開発した。ITにサポートされた販売チャネル

は、低コストの構造の維持と、大きな市場シェア確保を可

能にすることによって、銀行の早急な規模拡大に貢献した。

ICICIは、顧客の日常的な取引をインターネットやATM、コー

ルセンター、モバイルネットワークに誘導し、非日常的な取引

やクロスセル活動を支店に誘導することに成功した。

ICICIは、事務作業の削減により、業務処理のスピードアップ

と、顧客に対して便利で迅速なサービスを提供することが可

能になった。地理的に広大なインド市場に対応するために、

ICICIは自らを、「手の届く銀行」と呼び、いつでも、どこから

でも利用可能な銀行と宣伝している。また、国内22,000人

の直販代理店のセールスマンを通して、商品の宅配を提供し

ている。

効率的なバックオフィスと処理作業 : これらは、銀行業務ソフ

トウェアと高性能ITインフラを備えた、中央と地方に位置する

処理拠点において管理される。ICICIは、顧客基盤の急激な

増加による取引量の増大に対処するために、口座開設や手形

交換等のプロセスを工業化*することによって、その処理時間

を改善し、規模の経済を確立した。（*訳注：「工業化」とは、

アウトソーシングや共通化を駆使して、あたかも工業製品の生

産工程のように効率的なビジネスプロセスを構築すること）

ICICIのITシステムは、1日当たり250万から300万件の取引

を処理（800万件まで拡張可能）しており、銀行の高効率の

主要な要因となっている。

次の目的はグローバル化 ： インド市場で優位なポジションを

確保した後、ICICIの次の目的は、海外進出を加速することに

ある。銀行は現在、イギリス、カナダ、ロシア、シンガポール、

バーレーン、香港、スリランカ、およびドバイで業務を展開し

ている。新しい国に進出する場合、地場の銀行に対する1番の

相違点として、インドへの効果的なアウトソーシングを行える

ことが上げられる。インド国内に経営管理部門とバックオフィ

スの拠点を置くことにより、地元の競争相手より大きなコスト

優位性を有する。また、インドに拠点を置く技術プラットホー

ムを共有できることで、このコスト優位性はさらに高まる。

ICICI銀行の拡大戦略は、参入を計画する国の状況と規制を基

に、ケースバイケースで決定される。通常は組織的成長アプロ

ーチを取るが、例外はリテール預金の受入れ許可に先立ち、

2年間の銀行業務が義務付けられているロシアである。既存銀

行を買収した。ロシアでは2年先んじることを可能にした。
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ICICI銀行：ITをDifferentiatorやEnablerとして活用



リテール銀行は、次の5年間でその業務運営モデルの一層
のグローバル化を進めるだろう。5年後には、リテール銀行の
２/3が、中間モデルまたはグローバルモデルを採用すること
が予想される（図2.14）。

HSBCは、グローバルバンクモデルとして極めて優秀な事例と
いえる（HSBCケーススタディ参照）。

銀行は、その業務運営モデルを、以下４つの主要な軸に沿
って変革する ： ITのグローバル化、バックオフィスの統
合、グローバル経営、およびグローバルマーケティング（図
2.15と2.16）。

ITのグローバル化は、今後5年間で最も重要な変革案件のよ
うに見受けられる。調査を行った銀行の90％以上は、共有ア
ーキテクチャーの保有に前向きで、82％は、IT導入準備と連
動して、モジュラー応用システムを受け入れる用意ができてい
ると回答している。

こうしたIT構成を備えた銀行は、現在は40%に満たないた
め、この結果は銀行が変化を強く望んでいることを示してい
る。ITの変革は、今後の5年間において、他の部門の銀行業
務運営を変革する上でも、非常に重要な要素となる。

国をまたがるバックオフィスと支援機能の統合 ：  今後、コ
ア業務処理を行うバックオフィスの統合が国をまたがるレベ
ルで、ますます進むと予測される。調査した銀行の67％が、
今後5年以内にバックオフィスの統合を予定している。なお、
現在、統合を推進中の銀行は41％である。

また、支援部門においても同様に国をまたがるレベルでの
統合が予想される。調査した国際的リテール銀行の66％
が、今後5年以内に支援部門の統合を予定し、39％が、現
在、統合を推進中である。

グローバル経営： 調査した銀行の77％が、その国際リテー
ルマネージャーに対し、グローバルキャリアの研修を5年以内
に実施する予定でいる（現在、実施中の銀行は55％）。

グローバルマーケティング ：   調査した銀行の28％のみが、
グローバルマーケティングを現在実施しており、50％以上が
5年以内の導入を予定している。グローバルな戦略的マーケ
ティングを実装するうえでは、共通データ構造/分析/プロファ
イリング、および顧客区分モデルを各国に適用可能とすべく
大きな変更が必要となる。

��

図2.14 今後5年間に展開する業務運営モデルの分布予測 (％)

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

グローバル・オープン
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中間的運営モデル

地域運営モデル



金融商品の製造者生産者と販売、
およびアウトソーシングとの関係

(軸Ⅵ)

支援機能の
組織の統合度(軸Ⅴ)

バックオフィスの
組の統合度 
(軸Ⅳ)

 IT戦略と組織の
グローバル化と国際化

 (軸Ⅲ)

マーケティングの
グローバル化と国際化

 (軸Ⅱ)

ガバナンス組織の
グローバル化と国際化

(軸Ⅰ)

1

2

3

4

5

̶  今後5年間
̶  今日

図2.15 今日の業務運営モデルと銀行による5年後の予測

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー
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71%

90%

41%

77%

55%

67%

39%

66%

40%

90%

40%

82%

28%

51%

15%

38%

10%

46%

今日

今後5年間

図2.16 グローバル経営、バックオフィス、IT、グローバルマーケティングで予測される主要な変化（％）

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー
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HSBCは、銀行自身をアジアの大きな商業銀行から、多角
的な金融サービスを提供するグローバルな金融機関に変革
させた。その成長戦略は、組織的成長と戦略的買収を取り
混ぜた拡張戦略を使い分け、進出する地域において親しみ
をもたれるグローバルブランドの確立をいつも目指してい
る。

HSBCのガバナンスは２つの主要な特質に立脚している ： 
国際部門マネージャーの訓練とリーダーシップチームの継続
性。HSBCでは、行員をやりがいのある海外市場に3年間
赴任させる、人材育成プログラムを展開している。このプ
ログラムを開始した目的は、チームスピリットを重んじる
HSBCエリートバンカーを育成することにあった。ある経
営幹部が述べるように、彼らは会社にとって「組織的接着
剤」の役割を果たしている。これらの国際部門マネージャ
ーは、世界規模で戦略面と戦術面の両方の目的を達成す
るために、献身的にコーポレートガバナンスを実行する『グ
ローバルプロセスチーム』を構成する。

HSBCの長所の1つに、経営陣の継続性が上げられる。
上位35人の取締役および部長の勤務年数の合計は、約
800年にもおよび、銀行業務に関する膨大な経験が蓄積
されている。

HSBCのリテール銀行業務は、顧客グループ部門内に構築
されている：このグループには、個人金融サービス（消費者
金融を含む）、国内および国外で運営される商業銀行業務
（７６カ国で展開）が含まれる。グループレベルで、顧客向
け企画提案、IT活用、およびコアプロセスを含む、すべての
分野における中期および長期戦略の推進に責任を負い、こ
れらの戦略が地域において確実に実行されることを担保し
ている。

HBSCは、地域による違いを理解できるグローバル銀行
という特質を伝播させるべく、ブランド戦略を展開してい
る。HSBCが地域金融機関を統合する場合には、その金
融機関の地元支店網と顧客基盤を維持する。HSBCは、
1999年に、国際的に統一されたブランドイメージを確立す
るために、ひとつのロゴとスローガンである『世界の地元
銀行（ワールドローカルバンク）』を発表した。

今日、地域のマーケティング活動は、その地域独自で実行
されており、地域市場によって、銀行商品の品揃えは異な
る。マーケティング活動と広告キャンペーンは、新興成長市
場におけるブランドイメージの拡大と新商品の拡販に大き
く貢献している。

それにもかかわらず、顧客むけ企画提案（顧客経験に即し
ての）は、グループと地域（国）レベルを代表するチームに
よってグローバルに設計されている。資産運用、保険、およ
びカード業務等いくつかの商品は、グローバルレベルで設
計される。また、それぞれの商品毎に、綿密に作戦を練り上
げる『チャンピオン』と呼ばれる、担当国が指名される。

��

HSBC: A Global Operating Model  
in Retail Banking

case sTUdY

HSBC : リテール銀行でのグローバルな業務運営モデル
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商業銀行業務における顧客区分は、世界中で均質に行わ
れている。一方で個人金融サービスの顧客区分は、一般
的に地域レベルで行われている（顧客区分における共通
項がますます成熟しているため）。しかしながら、複数の
国での金融サービスを必要とする顧客という、特定のセ
グメントには、非常にグローバルな方法で対処している。
HSBCは、これらの顧客に対して、『HSBCプレミア国際サ
ービス』と呼ばれる単一の顧客サービスを提供している。
顧客が海外に渡航する場合、HSBCは新しい国において
口座開設、または母国と同水準の信用枠を設定するのであ
る。

このサービスは、22拠点の国際バンキングセンター（全拠
点が同一の処理方法・処理機能を使用）を通して提供され
る。顧客窓口部門では、HSBCプレミアセンターが、どの国
でも同一のサービスを提供している。

IT機能 : ３年連続でIT技術に多大な投資を行ったことによ
り、HSBCはハブとなるITシステムを構築した。社内に構築
されたグローバルかつ独自仕様のシステムは、主要な機能
が1つのITプラットフォーム内に結合されている。HSBC傘
下のグループ企業にソリューションを提供するため、HSBC 
ソフトウェア　デベロップメント会社が、ソフトウェアセン
ターとしてインドに開設された。今日、HSBCのIT開発の
42％が、このような海外の拠点を活用し低コストで開発さ
れている。

バックオフィス業務のための『グローバルサービスセンタ
ー』： HSBCは、データ処理とコールセンター応答を主業
務とする、グローバルサービスセンターを世界で6カ国（イ
ンド、中国、スリランカ、マレーシア、フィリピン、およびブ
ラジル）に有している。スリランカでは、この他に3,000人
が、イギリス国内のHSBC顧客からの問合わせに答えるた
めに、コールセンターで勤務している。さらにHSBCは、ビ
ジネス処理専門のアウトソーシング子会社を所有している。
例えば、インドのカルカッタにあるHSBC電子データプロ
セスインディア（HDPI）という子会社では、8,000人の従
業員が働いている。

支援機能に関しては、実質的に大きな変化は見られない。
しかしロンドンのカナリー・ウォーフ地区に位置する本社の
いくつかの部門は、マレーシアのサイバーハヤに移転した。
HSBCは、銀行業務を構成するすべての業務運営のコスト
削減を目的に、2007年末までに、海外での支援機能を現
在の2倍の25,000人体制に増強する予定である。

その結果、HSBCは、単一のブランドロゴを有し、十二分に
グローバルで合理化されたバックオフィスとITシステムを確
立しつつある一方で、地域レベルでは地元住民から、地場
銀行として認知されることを目指しているのである。



他の多くの産業同様、リテール銀行においても、業務運営
モデルを変革するために、業務のアウトソーシングとオフシ
ョアリング（海外外注）が重要と考えられている。アウトソ
ーシングの場合には、ビジネス機能における経営管理と意
志決定を、外部の供給業者か、パートナーに移行したり、
共有したりする必要が生じるが、オフショアリングの場合に
は、ビジネス処理プロセスの他国への移転が生じるだけで
ある。いずれの場合においても、コスト節減、顧客サービス
の改善、規模の経済、スキルへのアクセス、およびビジネス
の感応度等の課題解決が必要となる。

今回の調査では、業務運営モデル（バックオフィス、IT機
能、または支援機能）のうち１つ以上をアウトソーシングして
いる銀行が77％、海外移転している銀行が47％だった。

Trends in Outsourcing and Offshoring  
in Retail Banking

FOcUs

��

今日

今後5年間

バックオフィス 支援機能IT機能

40%

58%

65%

58%

65%

27%

図A 今日と5年後のリテール銀行のアウトソーシング比率 (％)

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

リテール銀行のアウトソーシングとオフショアリング（海外外注）
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今日

今後5年間

アウトソースされた
ITスタッフ

アウトソースされた
支援機能スタッフ

44%

39%

52%

34%

図B 図B. 今日と5年後のリテール銀行従業員のアウトソーシング比率 (％)
 今日、ITおよび支援機能のアウトソーシングを行っている銀行の割合と、同じく5年後に行うであろう銀行の割合

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

アウトソーシング
調査した銀行の半分以上が、バックオフィスとIT機能の一
部をアウトソーシングしているが、支援機能は、ほとんどア
ウトソーシングされていない（図A）。この調査結果から、
リテール銀行は、現行のアウトソーシング方法の変更を望
んでいるようには見られない。また、現在アウトソーシン
グを行っていない銀行は、5年後にも行わないことを示し
ている。それでもなお、支援機能のアウトソーシングは、
今後、急増すること（今後5年で13％上昇）が予想される
（図B）。

調査を行ったリテール銀行では、ITと支援部門スタッフの
約1/3がアウトソースされていた。この割合は、ITでは次の
5年間に52％まで上昇すると予測される。また、支援機能
のアウトソーシング割合も、緩やかに上昇すると予測され
る。アウトソーシングの上昇は、主に既にアウトソーシング
を行っているリテール銀行が、アウトソーシングのスタッフ
数をさらに増加させることによって達成される。
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リース
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48%
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29%

26%
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図C 今後5年のバックオフィスのアウトソーシング
 5年以内にアウトソーシングを行う銀行の割合(％)

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー
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バックオフィス ： 調査によると、決済、住宅ローン、および
生命保険商品が、今日最も頻繁にアウトソースされている。
これは次の5年間も同様の推移が見込まれる（図C）。住宅
ローンが今後最も上昇（33％から48％）することが予測さ
れる。また、管理業務は、今後5年間に最も影響を受けるだ
ろう。顧客に接する業務は、最も合理化または機械化され
にくい部門だが、最後にはアウトソーシングは自ずと最小限
にとどまろう。

IT機能 : IT機能をアウトソーシングしている銀行にとり、
主たる関心事項は、開発、保守、およびオペレーションであ
り、この傾向は次の5年間で大きく変わることはない（図D）。

支援機能 ： 支援機能をアウトソーシングしている銀行
では、人事（給与支払い業務）、資産管理、購買が3大アウ
トソース対象業務であり、先行きもそれが続こう（図Eを参
照）。財務機能（買掛金業務と売掛金業務）のアウトソーシ
ングは、次の5年間で最も成長が速い分野と予測される。



ITオペレーション

ITメンテナンス

IT開発

68%

68%

58%

図D 今後5年の IT機能アウトソーシング 
 5年以内にIT機能のアウトソーシングを行う銀行の割合(％)

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

人  事

資産管理

購買管理

買掛金業務

売掛金業務

現金管理

勘定元帳管理

26%

42%

47%

26%

16%

16%

58%

図E 今後5年の支援業務アウトソーシング
 5年以内に支援業務のアウトソーシングを行う銀行の割合(％)

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー
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オフショアリング（海外外注）の拡大
調査した銀行の約半分が、オフショアリング（主にバックオ
フィスとIT機能）を行っている。次の5年間で、オフショア
リングは、業務分野にかわらず、大幅に上昇するだろう。将
来、リテール銀行は、そのITと支援機能スタッフのかなりの
部分（約1/3）を、オフショアのスタッフに変更すると予想さ
れる。オフショアリングは、IT分野を中心に今後大きく拡大
しよう（図FとG）。

バックオフィス： 調査をした銀行は、バックオフィスをオフ
ショアリングする場合、決済、消費者金融およびリース商品
業務が最初の候補と回答している（図H）。住宅ローンも今
後5年以内にオフショアリングの対象となるだろう。最も頻
繁にオフショアリングされるのは、管理事務およびネットワ
ーク化された業務で、オフショアリングが遙に少ないのは、
顧客と接する業務である。

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

今日

今後5年間

バックオフィス 支援機能IT機能

23%

29%

44%

38%

48%

13%

図F 今日および5年後のリテール銀行業務オフショアリング率 (％)
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今日

今後5年間

オフショアされたITスタッフ オフショアされた支援機能スタッフ

40%

32%

44%

38%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図G 今日と5年後の、ITおよび支援機能要員の平均オフショアリング率 (％)　
 今日オフショアリングを行っている銀行の 割合と、5年後に行うであろう銀行の割合 (％)

決　済

消費者金融

モゲージ

リース

投資信託

他の貯蓄商品

生命保険

損害保険

33%

38%

62%

33%

33%

24%

24%

67%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図H 今後5年以内におけるバックオフィスのオフショアリングの予測（％）
 5年以内にオフショアリングを行う銀行業務の割合 (％)
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IT機能 : ITをオフショアリングする場合、最初にオフショ
ア化される割合が高いのは、IT開発（85％）で、保守（約
67％）、オペレーション（41％）が続く（図I）。ほとんどの
場合、IT機能のオフショアリングは、インドに対して行われ
る（図J）。

支援機能 ： リテール銀行が支援業務をオフショアリングす
る場合、買掛金管理、人事（給与支払い）、および売掛金管
理が最も多い。そして、この傾向は次の5年間も継続するこ
とが予測される（図K）。

現在、オフショアリング先として最も人気が高い国はインド
だが、この傾向は5年後においても継続するだろう。インド
が、他国に比べ金融サービス産業に対してソリューションと
サービスを優位に提供できるのには、次のような要因があ
る：雇用裁定が働くこと（labour arbitrage）、従業員およ
びインフラの拡張可能性、低コスト/賃金、熟練した従業員
（言語と資質）、財務関係の学位保持者（会計士、公認会
計士、金融系のMBA保持者）の利用可能性。

ITオペレーション

ITメンテナンス

IT開発

67%

85%

41%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図I 5年後のITオフショアリング比率
 今後5年以内にオフショアリングを行うIT機能の割合（％）
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障害および鍵となる成功要因
どのような業務であれ、アウトソーシングしたりオフショア
リングしたりする場合には、リテール銀行は注意深く対応
しなければならない。調査の結果、実際に発生した障害
は、現地の従業員や経営層による拒絶、プロジェクトにお
ける意思疎通の悪さ、不利に働きかねない政治、法律、社
会環境、パートナーの業務執行能力に対する過大評価、国
際的な発想を持つ優秀な人材の不足、文化および言語の問
題などが含まれる。アウトソーシングやオフショアリングに
伴う障害を最小限に抑えるために、リテール銀行は、その
業務を外部に切り出す前に、業務プロセスの合理化を図る
必要がある。



買掛金業務

売掛金業務

人　事

勘定元帳管理

現金管理

購買管理

55%

64%

73%

36%

36%

91%

出典: Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図K 5年後の支援業務のオフショアリング比率
 今後5年以内にオフショアリングを行うIT機能の割合（％）

同じ大陸内
21%

他の大陸
14%

隣国
14%

インド
51%

出典 : Capgeminiによるリテール銀行50行に対するインタビュー

図J  IT機能のオフショアリング先
 IT機能をオフショアリングしている地域の割合（％）
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Transforming Operating Models in Retail Banking

Conclusion
リテールバンキング業務運営モデルの変革　結論

��

今回、調査したリテール銀行のほとんどが、今後5年間にお
いて、よりグローバルな業務運営モデルを発展させることを
望んでいる。しかし、彼らは成功するだろうか?私たちが市場
調査を通じて学んだ内容に基づけば、リテール銀行がグロー
バル化するために、経営層は、以下の5つの鍵となる成功要
因に目を凝らすべきであろう。

国際的なガバナンスは成功への鍵である： グローバルなリテ
ール体制、価値と実践についての知識共有、国際的な発想・
経験が豊富な経営陣、これらを有する銀行ほど、その業務運
営モデルをグローバル化させる成功率が高い。今日、より多く
のリテール銀行にとって、工業化戦略の策定と世界横断的な
工業化プロセスの推進を担当する特定のトップマネジメント
を生み出すことが、成功への鍵の1つとなる。

明確な長期戦略を持つリテール銀行は、優れた業務運営モ
デルを確立できる： グローバル運営モデルに、『成功モデル』
は存在しない。ある銀行は、地域独自の要請事項に従って、
少しカスタマイズした業務運営モデルを開発するかもしれな
い。他行では、成熟市場と新興成長市場を明確に区別して、
異なった２〜３のモデルを組み合わせた業務運営モデルを打
ち出すかもしれない。いずれにせよ、選択したモデル、商品、
市場戦略の間で一貫性があることが必須である。

ITの変革は、今後一層重要度を高める： Web 2.0の登場に
より、さらに多くの新しい機会が出現している中で、明らかに
ITの変革（アーキテクチャー、システム、および機能）は、国
をまたがるバックオフィスの統合、グローバルな知識共有、お
よびグローバルなマーケティング活動等、業務運営モデルの
変革に向けての最も主要なステップとなろう。

完全な人事ビジョンの必要性： 業務運営モデルの変革は、
定量的にも定性的にも（スキル、文化、および言語）人事管理
と密接に結びついている。これは、アウトソーシングやオフシ
ョアリングの利用範囲の拡大につれて、ますます重要になる
だろう。

執行の品質が差をもたらす： 業務運営モデルの変革を成功
させるには、変革の各段階における経営層の関与、国際的発
想を持つ担当管理者の起用、および社内外に対する絶え間
ないコミュニケーションが必要である。また、業務運営モデ
ルを評価するための専用コスト・パフォーマンスシステムの構
築も不可欠となる。
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Appendix: 
Methodology 
付録：　調査方法



年次報告書として4冊目となるWRBRを刊行するにあたり、我
々は前回のレポートで用いた調査方法を一層洗練させると共
に、調査範囲の拡大を行った。参加25カ国の担当チームが
各国のダッシュボードの作成（www.wrbr2007.com）、価格
政策分析、およびスポットライトセクションにおけるインタビ
ューに貢献した。

調査対象となった国々における銀行業の概観は、ダッシュボ
ードに掲載されている。すべての調査対象国において、調査
チームは、主要なマクロ経済指標、リテール銀行業務の経営
環境、銀行の種類と規模、金融商品、およびリテール銀行
業界の主要な傾向の把握に努めた。これらの洞察は、詳細
かつ一貫した書式で表されている（図A.2）。また、この作業
は、価格指標にどの銀行を含めるのかを、決定するのに役立
った。図A.3は、調査対象銀行の一覧表である。

価格指標の方法

調査方法の主要原則は、2006年の調査から変更していない。

地域とグローバル両方の価格設定分析は、価格と使用頻度
に基づいて行われた。価格は、3タイプのユーザー（高頻度の
利用、利用頻度が中程度、低頻度の利用）の使用パターンに
基づいて、計算を行った。この3タイプのユーザーグループを
決定するために、全顧客総数を以下の通り分割した：銀行利
用が最も活発な上位20％のユーザーを『高頻度の利用』に、
最も利用が少ない下位20％のユーザーを『低頻度の利用』
に、残りの60％のユーザーを『中頻度の利用』と定義した。

以下の図A.1は、銀行利用パターンによって、地域のプロファ
イルがどのように異なるかを示している。顧客動向調査を行
ったことがある銀行は、そのデータを提供したか、あるいは
以前のパターンを精緻化して提供している。他の地域の利用

��

Australia Germany

低頻度の利用 中頻度の利用 高頻度の利用 低頻度の利用 中頻度の利用 高頻度の利用

口座管理

コールセンター 5 24 52 0 4 8

現金利用

ATMでの現金引出 0 36 60 8 16 24

他行ATMでの現金引出 4 12 14 12 24 36

頻度については、地元のリテール銀行における専門家によっ
て推計された。

2007年の調査結果と、2005、2006年の調査結果の比較は、
以下の点に基づいて行われた：

■ 同一の為替レート：この調査では、2006年から2007年まで
の価格展開をユーロで比較する上で、価格指標通貨が為替
相場により歪むことを避けるため、非ユーロ圏ヨーロッパ調
査国における昨年の価格を、2006年6月30日付為替レート
を使用して再計算を行った。

■ 調査対象は同一国：2007年に新たに調査対象に追加され
た5カ国（クロアチア、インド、日本、ルーマニアおよび南アフ
リカ）は、2007年と2005、2006年との比較分析から除外し
ている。

■ １つの頻度パターン: 比較の一貫性は、昨年の地域プロファイ
ル価格を、本年の使用頻度に基づいて再計算することによ
って、確保されている。

その結果、再計算した2006年の地域プロファイルの平均価
格は、76.9ユーロとなった（2006年調査では、76.0ユーロ）。

同時に、今回のレポートでは、いくつかの定義を微調整して
いる。

1つの商品カテゴリにおいて、いくつかの可能な選択があった
場合、それらの利用割合に従って、異なる製品の価格にウェ
イト付けを行った。例えば、スウェーデンでは、口座自動引き
落としを行う場所（銀行支店またはインターネット）によって、
引き落とし手数料が異なる。商品単価の加重平均を得るため
に、両方のチャネルで行われた口座自動引き落としの割合を
推計した。

図A.1 例：地域別の顧客プロファイル価格の分散

出典 ： Capgemini による2007年分析



図A.2 サンプル表：日本
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割合を推計できない場合は、最もポピュラーな商品を基にし
た。この原則に従い、中国におけるクレジットカードの取扱い
が、2006年版と比べて変化している。これは、クレジットカー
ドが中国で、最も広範囲に展開している商品ではなかったた
めである。また、一貫性を保つために、これらの微調整に基
づいて、昨年の価格を再計算している。

パッケージ商品分析方法

パッケージ商品により生ずる割引は、以下の方法で計算され
た（図1.21を参照）：

P1 = パッケージ商品を購入しない場合の、すべての商品と
サービスの価格 

 = 地域の利用頻度が高い顧客の価格指標価値（範囲内
商品の価格）（1）

 ＋ パッケージ商品に含まれる範囲外商品（パッケージ頻
度）（3）

P2 = パッケージ商品を購入した場合の、すべての商品とサ
ービスの価格

 = パッケージ価格（2）

 + パッケージに含まれない範囲内商品の価格（地域の
利用頻度が高い顧客）（4）

次にP1からP2を引いて、割引を算出した。

出典: 全国銀行協会（時に明記されない限り、数字は2005年）



出典：Capgeminiによる2007年分析

図A.3 価格指標の調査対象：25ヵ国180行
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Europe eurozone

 Austria  Belgium  France

Share of deposits 70% Share of deposits 67% Share of deposits 93%

BA-CA
Erste Bank
BAWAG P.S.K.
Sparkassen sector
Raiffeisenbanken 
sector
Volksbanken sector

Fortis Bank
Dexia 
ING Bank
KBC

Banque Populaire
BNP Paribas
Caisse d’Épargne
CCF HSBC
CIC
Crédit Agricole
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Société Générale
La Banque Postale

 Germany  Ireland  Italy

Share of deposits 100% Share of deposits 100% Share of deposits 50%

Deutsche Bank
Commerzbank
HVB
Saving Banks
Mutual Banks
Postbank
Dresdner Bank

AIB
Bank of Ireland
Permanent TSB
National Irish Bank
Ulster Bank

UniCredit
BancaIntesa
San paolo imi
MPS
BNL
Capitalia

   The 
 Netherlands  Portugal  Spain

Share of deposits 86% Share of deposits 82% Share of deposits 74%

ABN AMRO
ING Bank
Postbank
Rabobank
SNS Bank
Fortis Bank

CGD
BCP
BES
Totta
BPI
MG

BBVA
SCH
La Caixa
Cajamadrid
Banesto
Banco Popular
Caixa Cataluña
Banco Sabadell
Bancaja
CAM
Bankinter
IberCaja
Unicaja

Europe non-eurozone

   Czech  
 Republic  Croatia  Norway

Share of deposits 86% Share of deposits 84% Share of deposits 58%

CSOB
CS
KB
GE Money Bank
HVB

OTP banka 
Hypo Alpe Adria bank
SG-Splitska banka 
Erste bank 
Raiffeisenbank 
Zagrebačka banka
Privredna banka 
Zagreb

DnB 
Nordea 
Fokus 
Sparebank 1 MN 
Sparebank 1 SR
Sparebank 1 N-N

 Sweden  Switzerland
    United 

 Kingdom

Share of deposits 85% Share of deposits 100% Share of deposits 86%

Svenska  
Handelsbanken
Swedbank
Nordea
SEB
Danske Bank
SkandiaBanken

UBS 
CS 
Cantonal Banks 
Cooperative Banks
Other Banks

HSBC
RBOS
Barclays
HBOS
Lloyds TSB

 Poland  Romania  Slovakia

Share of deposits 86% Share of deposits 78% Share of deposits 88%

PKO BP
PEKAO
BPH
CitiBank
BRE
ING
Kredyt Bank
BZ WBK
BGZ
Millenium
Raiffeisen

HVB Bank Romania
Bancpost 
CEC 
Alpha Bank 
Banca Transilvania
ING bank Romania
Raiffeisen Bank
BRD Groupe SG 
Banca Comerciala 
Romana

HVB Bank Slovakia
Slovenska Sporitelna
Tatra banka
UniBanka
Vseobecna Uverova 
Banka
Ceskoslovenska 
obchodni Banka
Dexia

Asia Pacific

 Australia  China

Share of deposits 74% Share of deposits 46%

CBA
NAB
ANZ
Westpac
St George

ABC
BC
BOC
CCB
CMB
ICB
Minsheg
Shenzen
Pudong

 India  Japan

Share of deposits 44% Share of deposits 63%

Standard Chartered 
Bank
Punjab National Bank
Bank of Baroda
HDFC Bank Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India 
Citibank N.A.
Canara Bank
Bank of India

Bank of Tokyo- 
Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd.
Sumitomo Mitsui  
Banking Corp.
Resona Bank, Ltd.
Bank of  
Yokohama, Ltd. 
The Sumitomo Trust 
and Banking Co., Ltd.

North America

 Canada  USA

Share of deposits 85% Share of deposits 33%

BMO
CIBC
Desjardins
RBC
Scotia
TD

ABN AMRO  
(La Salle Bank)
Bank of America
Citigroup
J.P. Morgan Chase
Sun Trust
U.S. Bancorp 
Wachovia
Wells Fargo
HSBC

Africa

 South Africa

Share of deposits 94%

ABSA Bank Ltd 
First National Bank
Nedbank Ltd
Standard Bk of SA Ltd



スポットライトセクション --------　採点方法 

この調査では、調査対象行に配布したアンケートに対する回
答に基づいて、各行の「グローバル化の度合い」を採点した。
この採点結果は、以下の観点から見て、各行の業務運営モデル
の成熟度がどのステージに達しているかを判断する目安となる：
・組織のグローバル化と国際化
・プロセス、機能、およびシステムの統合度合い
・エコシステムへの（訳注：金融システムの）開放性の度合い
得点は、6つの軸に即し、以下の評価基準に従って採点さ
れた。
■  軸Ⅰ.  ガバナンス：

グローバルリテールマネージャの存在
取締役会における外国人取締役の割合
国際的マネージャー育成用の特定キャリア開発戦略の存在
グローバル知識共有マネジメントの存在

■  軸Ⅱ.  マーケティング: 
いくつかの商品のためのグローバルな戦略的マーケティン
グの存在
グローバルな顧客区分モデルの存在
共通した顧客データ構造、分析法、およびプロファイルの
存在
顧客満足度を測るための、グローバルな主要業績評価指標
（KPI）の存在
各国で導入が可能なレベルの、グローバルなチャネルモデ
ルの存在

■  軸Ⅲ.  IT戦略と組織：
共通したITアーキテクチャーおよびモジュールアプリケーシ
ョンスイートの存在
IT導入のために準備が整った、モジュールを活用したアプ
ローチの存在
国をまたがるレベルで統合された、ITシステムの存在
国をまたがるレベルで統合された、IT機能の総数

■  軸Ⅳ.  バックオフィスの組織:
国内においてリテールと専門的リテールネットワークの間
で、バックオフィスが統合されている商品の数
バックオフィスが国をまたがるレベルで統合されている商品
の数

■  軸Ⅴ.  支援機能の組織:
リテール部門と残りの銀行部門との間で統合された、支援
機能の数
国をまたがるレベルで統合された支援機能の数

■  軸Ⅵ.  金融商品の製造者と販売者の関係、およびアウトソ
ーシングとの関係： 
オープンファイナンス販売モデル（銀行のネットワークを通
して販売している、他の金融機関が製造した商品）の存在
バックオフィスをアウトソースされている商品の数
アウトソースされているIT機能の数
アウトソースされている支援機能の数。

各軸とも、0–5点で採点され、合計得点は最高で30点とな
る。オフショアリングに関する質問は、得点の集計項目には含
まれず、別途分析を行ってレポートを作成した。
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About Us
INg 

INGは、オランダで創業され150年の歴史を持つ世界的総合
金融機関で、世界50ヶ国以上において銀行、保険および資産
運営業務を展開しています。

個人、世帯、中小企業、大企業、団体、と政府機関の幅広い
顧客ニーズを満たすために、世界で115,000人の従業員が勤
務しています。INGは時価総額において、世界トップ15金融
機関にランクされ、ヨーロッパでもトップ10のうちの1社です。

INGは、ベネルクス国内市場の大手金融サービス会社で、こ
れらの市場の顧客に、広範囲のリテール顧客向け業務、保
険、および資産運用業務を提供しています。

世界中で展開しているホールセール銀行業務活動では、特
にベネルクス諸国に重点を置いています。米国では、退職者
年金プランの分野でトップ10プロバイダの１社であり、カナダ
では、ダイレクト損害保険と生命保険の契約数で1位の保険
会社です。INGは、ダイレクトバンクでも世界有数の銀行であ
り、9カ国、1,500万人の顧客を有しています。

アジア、中央ヨーロッパ、およびラテンアメリカといった成長
市場では、生命保険商品を提供しています。また、私たちは
5,000億ユーロの管理資産（AUM）を持つ、巨大な資産運用
会社でもあります。

また、ING不動産部門は、その事業ポートフォリオでは、世界
最大の不動産会社です。

ウェブサイト： www.ing.com 

eFMa (THe eUROPeaN FINaNcIaL 

MaNageMeNT & MaRkeTINg assOcIaTION)

EFMAは、ヨーロッパ中の銀行、保険会社、および金融機関
が加盟するヨーロッパ有数の協会です。非営利団体として運
営されるEFMAは、整理された有益な情報サービスと、会員
が直接に会う多数の機会提供によって、業界内での議論を
深め、リテールファイナンス業務におけるイノベーションとベス
トプラクティスの普及を図っています。

調査会社の紹介

1971年に設立されたEFMA は1991年に設立され、今日、世
界中の2,000以上の金融機関が加盟しています。この中には、
ヨーロッパ大手銀行の80％が含まれています。

Webside www.efma.com 

caPgeMINI

Capgeminiは、コンサルティング、ITとアウトソーシングのサ
ービスの分野における世界有数のプロバイダの１つです。 
「Collaborative Business Experience」と呼ばれる独 
自の方法で、お客様と協調しながら仕事を進めています。
Capgeminiは、お互いの成功と目に見える成果へのコミット
を通じて、お客様のビジネスの戦略的な成長、ITの活用、そ
してコラボレーションによって更なる成長が実現するよう支
援を提供します。

Capgeminiは、世界中で約68,000人の従業員を有し、2006年に
おける全世界レベルでの収入は、77億ユーロとなっています。

金融サービス分野では、約15,000人の専門家を擁し、世界中
で900社以上の顧客を持ち、成果に対し比類なき評価を頂
戴するなど、Capgeminiは、金融サービス業界に対して独自
の地位を築いています。私たちは、銀行業、保険、ウェルス
マネージメント、コンプライアンスとリスク管理、決済、リース
業、資産管理、およびビジネスプロセスアウトソーシングに、
確固たるソリューションを提供して、ビジネスの成長を支援さ
せていただきます。

Capgeminiのリテール銀行向けサービスは、販売とサービス
の革新、顧客経験の変革、支店戦略の最適化、マルチチャネ
ル戦略、インバウンド顧客マーケティング、およびバックオフィ
ス事務設計等、多岐にわたって、お客様に最適なソリューシ
ョン導入のお手伝いをさせていただきます。

ウェブサイト www.capgemini.com/banking 
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また、私たちはこのレポート作成に協働していただいた以下の人々に感謝を捧げます：分析、執筆、および情
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日本語版の作成は、CAPGEMINI社金融部門の日本における窓口を務めているNTTデータ経営研究所の金
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ABN Amro
AIB
ANZ
BA-CA
Banca Marche
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Sondrio
Banco Popular
Bancpost 
Barclays Bank / Absa Bank Ltd
BCR 
BNP Paribas
Citigroup 
Crédit Agricole / Lukas Bank 
DaimlerChrysler Bank AG
Danske Bank / NIB
Deutsche Bank AG
First National Bank
Fortis Bank
Glarner Kantonalbank
HPB
HSBC
HVB 
Hypo Alpe-Adria-Bank

ICICI Bank
ING Group
ING Direct
KBC Group / CSOB
Mizuho Bank
NAB
Nordea
Rabobank
Raiffeisen Bank
Resona Bank
Scotiabank
SEB
Skandiabanken
Société Générale / Splitska Banca / KB 
St George
State Bank of Mysore
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Trust Bank
Swedbank
TD
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
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UniCredit Group
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