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今回で8年目を迎えたCapgemini、Royal Bank of Scotland（RBS）、Efmaのワールド・ペイメント・レポート

（WPR）は引き続き世界的な非現金決済の状況と進化について取り上げます。

取引に関する直近の通年データは2010年のもので、世界的な非現金決済ボリュームにおいて7.1%の健全な

増加を見せています。WPR2012年の発表に際し、世界経済は引き続き低迷しているものの、早期のデータ

から非現金決済ボリュームが2011年にはさらに8%増となったことが見て取れます。しかしながらボリューム

は、新しく刺激的、かつ確実な形で成長・変化を続ける決済市場においては一面でしかなく、データをまだ

捉えることができていません。

ワールド・ペイメント・レポート2012では、決済市場の発展について取り上げ、業界の求めに応えて

WPR2011で紹介された主要なテーマ、すなわち規制面と業界のイニシアティブの幅と深さ、そしてそれら

が業界を変革させる度合について、再検討します。重要なことは、我々は、「規制」がしばしば「制約」の同

義語であると認識する一方で、一部の規制は実際のところ、直接的または間接的に決済に関するイノベー

ションを可能にするということです。強制移行の期限が設定された今、例えば、SEPAは作られた目的の通

り、イノベーションにとっての出発点になりつつあると考えます。

また、顧客中心主義を新しいレベルへ引き上げるべく、銀行が現在追及している機会に目を向けています。

決済に関するイノベーションは、既存オペレーションの効率とコストパフォーマンスの内部改善に長年成功

してきました。現在の展望は、銀行をさらに顧客主導で、付加価値のあるイノベーションに導くことです。こ

れは、ノンバンクプレイヤーが今までユーザーの想像力を捕えることに最も成功している分野です。

世界各地の決済担当エグゼクティブに対して行ったアンケートと対面インタビューを含む我 の々調査では、

銀行が成功するには、拡大し続ける顧客の要求にイノベーションを行なう能力を継続的に協調させる必要

があることが明らかになっています。また銀行は、特に提案活動、支払指図、オペレーション処理、口座�

報告書、請求書発行といった多くの分野でイノベーションに取り組む上で良い位置にいることが分かりま�

した。

決済のエコシステムは、すべてのステークホルダーが関与する場に発展しているため、銀行はノンバンクと

提携することを検討し、すべてのステークホルダー（規制当局を含む）と率直な話し合いを保つ必要があり

ます。これは顧客のメリットでもあり、銀行のビジネスにとってもメリットであります。

我々は今年のレポートが有益な意見を提供し、来年も引き続き発行できることを望んでいます。
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主
要
な
調

査
結
果

�� 世界的な非現金決済ボリュームは引き続き堅調な増加を見せ、特に発展途上市場におけるボリューム

の伸びは最大規模となった。2010年の非現金決済ボリュームは7.1%増となる2,830億件となり、直近の

年の公式最終データはすべての地域において出そろっている。発展途上市場における非現金決済ボリュ

ームは16.9%大幅に増加した。これはロシアと中国で30%以上増加したことに牽引された結果である。こ

の成長ペースは、金融・経済危機の影響を未だに受けている成熟市場の非現金決済ボリュームの控えめ

な増加を大きく上回っている。成熟市場ですら、非現金決済量は4.9%増加し、GDPの成長率を上回っ

た。この市場は、全体の非現金決済取引の80%を占めている。

�� カード（デビットカードおよびクレジットカード）は、現在でも世界の非現金決済ボリュームの最大の原

動力である。2010年におけるすべての非現金決済ボリュームの55.8%をカードが占め、これは2009年の

53.4%と2001年の35.3%から増加している。デビットカード単体だけですべての決済量の3分の1以上を

占めている。これは、少額の支払いにカードを使うことがさらに普及したことが理由のひとつとなってい

る。小切手の使用は引き続き減少（2010年には6.7%減）する一方で、2010年には、口座振込と口座引落

しの量は引き続き増加し続けている。しかし、こういった決済手段の使用は、カードに比べて徐々に減少

している。

�� 世界的な決済ボリュームは、2011年3,060億件に達する見込みである。2011年の最終的なグローバル

データでは、成熟経済圏の成長率が5.6%と微増であることが示され、発展途上経済圏では、はるかに堅

調な18.4%増となることが見込まれる。その結果、成熟市場の決済ボリュームのシェアは2010年の79.5%
からさらに減少し、2011年には77.7%となるだろう。

�� 電子・モバイル決済は急成長を維持している。業界予測は、eコマース活動のオンライン決済（eペイメン

ト）が2013年には314億件になると見込んでおり、2009年～2013年では年間20%の成長を維持すると予

測される。アナリストは携帯端末を使用した決済（mペイメント）数はさらに急成長し、年間52.7%の成長

となり2013年には170億件に達すると予測している。（これは、1年前の予測率よりも急成長を見込むもの

である。）特にノンバンクによる顧客中心のmペイメントソリューションにおけるイノベーションの普及は、

増加する需要に見合って拡大している。これらの市場は急速に成長しているため、中央銀行は、信頼のお

ける市場データが収集され、従来の方法と同じようにエマージングな決済チャネルも厳しく監視されるこ

とを確実にする必要性に見舞われている。

世界の非現金市場�
と動向1
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決済ボリュームの成長ペースは発展途上市場で最速に

世界の非現金取引の取引ボリュームは2010年に7.1%
成長し、2,830億件に達した1（図表1.1を参照）。発展

途上市場での成長率は非常に堅調で（16.9%）、成熟

市場では控えめ（4.9%）となった。これは、成熟市場

が引き続き世界規模の金融・経済危機の影響を受け

たためである。

非現金決済ボリュームのウェイトは引き続き成熟市場

に集中しており、北米、欧州、成熟したアジア太平洋

諸国が2010年の非現金決済ボリュームの79.5%を占

めている。2しかし、ブラジル、中国、ロシアが決済市場

のトップ10に入っており3、特にブラジルは現在、世界

の非現金決済市場で第3位となっている。これは、急

速な成長を何年にもわたり遂げてきたブラジル市場

が、現在成熟しつつあることを示している。中国とロシ

ア（それぞれ第9位と第10位）はともに30%以上の増

加率を記録した。中国では以前にも増して多くの小売

店がカードの利用を受け容れはじめ、これにより非現

金決済が大きく加速している。ロシアでは、カードの

使用が増加したことに牽引され、非現金決済市場が

急成長している。そして、都市部以外に銀行ネットワー

クが拡大し、一般的なリテールバンク市場のインフラ

が拡大したことがこの急成長の一要因となっている。

ノンバンクもまた、電子マネーと小売決済のイノベー

ションを一層牽引している。

流動性が市場に戻るにつれ米国の非現金決済の成長が回復

米国は引き続き、単一では最大の決済市場となり、�

2010年の非現金決済取引は1,072億件となった。決済

ボリュームの増加は3.4%にとどまったものの、史上最

も増加率が鈍化した2009年の1%から増加した。これ

は金融危機の影響が緩和され、流動性が市場に戻っ

てきたことに起因している。経済の低迷に苦しむ欧州

（ユーロ圏を含む）においても、決済ボリュームは昨年

と同程度の4.9%の微増となった。これはGDPの成長

率よりも大幅に高いもので、決済サービスの回復力の

強さと投資市場としての魅力を改めて示している。

カードが引き続き決済ボリュームを増加させる最大の牽引力に

カード、特にデビットカードは引き続き世界の非現金決

済ボリュームの単一の最大牽引力になっている。2010
年、非現金決済の3分の1以上がデビットカードを通し

て行われ、このような取引ボリュームの合計を2009年
から15.2%増となる1,070億件に引き上げた。

近年、デビッドカードの使用は様々な動向の恩恵を享

受している。その中には、米国と一部の欧州の国を中

心に、クレジットカード利用者の信用基準が引き上げ

られ、消費者がクレジットにアクセスすることを困難に

したことが挙げられる。また、デビットカードは少額の

取引に益々使用されるようになっている。これは、消費

者が現金よりもデビットカードを好み始め（また、クレ

ジットカードの債務に以前より慎重になっている）、そ

して多くの店舗で少額のデビット取引を受け付けるよ

うになった（加盟店開拓会社やカード発行会社が最

低手数料を撤廃した後）ことによる。

支払の相互手数料（MIF）の規制に関する議論に決

着がついた場合、クレジットカードビジネス（および商

品イノベーション）は銀行にとってさらに魅力的になる

だろう。しかし、それにもかかわらずデビットカードの

使用は拡大を続けることが予測される。これは、イシ

ュアが使用に対する報酬やロイヤリティプログラムを

拡大することなどによって、使用者にインセンティブを

与えようとするからだ。またデビットカードは、数多く

のeペイメントやmペイメントスキームを含む決済方法

でもある。そのため、これらの市場で大幅に増加した

ことにより、決済ボリュームが拡大したのだ（p16）。新
興市場での使用もまた、数多くのデビッドカードスキ

ームの導入または計画（インド、ロシア、ウクライナ）が

ユーザーのアクセスを増やしたことから、大幅に増加

している。

世界の非現金決済ボリューム�
は引き続き健全に伸長

1 WPR 2012に記載される取引ボリュームは、以前に発表されたものとは異なることがある。これは、データが継続的に正規化され、地域のデータセッ

ト間の比較がより正確に行われるためである（調査方法を参照）。また、前年比の取引ボリュームのパーセンテージの変化は小数位数桁までの基礎デ

ータを基にしており、図表の概数データを平均することによって計算されていることから、変化にマッチしないことがある。また、WPRデータにはプ

リペイドカード取引が含まれていないが、このような取引が発達している米国、カナダといった一部の公式国家データセットには含まれている（脚注4

も参照）。

2 本章内のデータについて、「欧州」とはユーロ圏、デンマーク、ポーランド、スウェーデン、英国を指している。ユーロ圏とは2007年時点のユーロ加盟国

13ヵ国（オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、

スペイン）を指している。（キプロス島とマルタ島は2008年、スロバキアは2009年、エストニアは2011年に加盟）。成熟したアジア太平洋諸国とはオー

ストラリア、日本、シンガポール、韓国を指している（調査方法を参照）。

3 2010年の非現金決済市場の規模トップ10は、米国、ユーロ圏、ブラジル、英国、韓国、カナダ、日本、中国、オーストラリア、ロシアだった。
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 セクション1
世界の非現金決済ボリュームは引き続き健全に伸長

図表1.1 地域別の世界的な非現金取引数（単位：10億件）、2001年、2008年～2010年
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注:CEMEA（中欧、中東、アフリカ）には、2009年と2010年は南アフリカが含まれている。しかし、2008年～2009年の成長率に関しては一貫性を保つために、南アフリカが除外

されている。成熟したアジア太平洋諸国には日本、オーストラリア、韓国、シンガポールが含まれている。ラテンアメリカにはBRICに含まれるブラジルが含まれていない。図表の

数字と引用されているパーセンテージは概数であることから、つじつまが合わないことがある。また、前年比のパーセンテージの変化は、小数位数桁までの基礎データを基にし

ており、図表の概数データを平均することによって計算されていることから、変化にマッチしないことがある。一部の数字は、出典データのアップデートにより、WPR 2011の公

表データと異なることがある。

出典：Capgemini Analysis（2012年）；2011年11月発表のECB Statistical Data Warehouse（2010年）の数値；2011年12月発表の国際決済銀行レッドブック（2010年）の数値；

中央銀行アニュアルレポート（2010年）
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2010年、世界的なクレジットカードの取引ボリューム4

は5.2%増加した。これは、流動性に限度がある銀行

がクレジットカードの限度額を絞り込み、先進国を中

心に金融危機のはじめの余波を受けた消費者たちが

消費を控えたことにより取引ボリュームが1.6％増に留

まった2009年よりも早いペースとなった。

カードは、引き続きすべての地域において非現金取引

の成長要因のシェアを増やしている。例えば北米で

は、カードが2010年の非現金取引に占める割合は

62%で、2009年の60%から微増、そして2001年の38%
から大幅に増加している（図表1.2を参照）。5金融危

機の厳しさが緩和された2010年、米国では流動性が

増したことで、銀行は再び消費者に対しクレジットカ

ードをアクティブに発行し始め（また限度額を拡大）、

このことが使用の増加につながった。

成熟したアジア太平洋諸国では、カードの取引ボリュ

ームのシェアがさらに拡大した（67%）。また、ブラジ

ル、ロシア、インド、中国（BRIC）では、それぞれの決

済の発展段階が異なり、決済方法の選好も異なるに

も関わらず、全体的に早いペースで成長している（「独

自の非現金決済の好みと普及率を見せるBRIC市場」

を参照、p12）。

カード市場には不正やインフラの問題といった課題が

ないわけではないが、特にデビットカードは、現金や小

切手などその他の決済方法から市場のシェアを奪う

ことができる良い位置につけている。顧客がeペイメン

トやmペイメントといった新たに台頭してきた方法の

使用度を増やし、これらの取引をカード決済として定

着させることを選んだ場合は特にそうである（多くが

現在行っているように）。

口座振込と口座引落しは引き続き安定的

一般的に、口座引落しの利用は主要市場において大

きな変化を見せていない（図表1.2の通り）。2010年の

口座引落しの利用における最大市場は、住民一人当た

りの取引に関して言えば、オーストリア、フランス、ドイ

ツ、オランダ、英国であった。口座引落しは消費者・企

業間と消費者・公共間（C2BとC2P）で最もよく使わ

れている。その例として、企業財務部門が信頼のおけ

るキャッシュの予測によるメリットを享受できる公共

料金、保険や納税などが挙げられる。口座引落しサー

ビス、つまりその使用は、今までブラジル以外のBRIC
各国もしくは成熟したアジア太平洋諸国では発達して

いなかった（2009年に日本で導入された「電子記録

債権法」は新しい口座引落しの形に結び付く可能性

がある）。

2010年、口座振込取引の件数は世界的に増加した

が、全体の取引合計のシェアと同じ割合に留まった�

（約18%）。利用はBRIC市場で最も急成長した。これ

らの市場では、企業と公共セクター（例：年金、福祉手

当、給与支払い）による口座振込の利用拡大によって

その成長が牽引された。また、ブロードバンド接続を

利用する個人のインターネット利用者数が急増したこ

ともその一因である。

小切手の利用は引き続き減少

カードの利用が増加するにつれ、小切手の使用は減少

した。小切手は、特に米国、インド、フランスといった

国で利用されているが、スウェーデンのような国では

廃れている。小切手の発行は、迅速かつ効率的な非

現金決済が普及し、政府が利用を推奨するようなイニ

シアティブを発揮することで、さらに減少し続けること

が予測される。例えばフランスでは、財務省が最近組

織したワーキンググループが、処理される小切手の数

を2017年末までに50%削減することを推奨している。6

しかしながら、すでに述べたとおり、小切手は特定の

状況に置いては価値を提供することから、多くの主要

非現金決済市場においてはいまだに人気が高い。習

慣、伝統、そして慣性もまた小切手離れを遅らせてい

る。小切手の使用は米国で最も多く、2010年に使用

された小切手は230億件に上った。これは2006年の

310億件からは減少しているものの、それでも世界最

多となっている。また、小切手が現在のところビジネス

間（B2B）および企業・消費者間（B2C）、そして個人

対個人（P2P）の取引において一般的であることから、

引き続き高い割合を占めるだろう。

現金の使用は引き続き堅調

非現金決済方法の使用が増加しているにもかかわら

ず、現金通貨は2009年と比べてペースが鈍化したもの

の、2010年も引き続き増加した。住民一人当たりの現

金と非現金取引の成長ギャップは縮小し、顧客の決済

パターンの変化の兆しを示している。

4 地域間の比較において一貫性と正確性を確実にするために、WPRカードデータにはプリペイドカード取引は含まれていない。この数値は米国を含む

一部の国家データに含まれており、自社ブランド、汎用およびEBTカード（連邦政府の援助受給者への電子特典送信を保存）といった取引を含んでい

る。これらの国およびその他の国のプリペイドカード取引の合計はWPRデータに含まれていない。その理由は、WPRの調査範囲となる大半の国が同

じ方法でこのデータを公表していないためである。

5 口座引落しは委任やターゲットリボ払いに基づいているため、使用率は非常に安定している。しかし、2009年に公表データが膨れ上がったことによる

変化によって（南アフリカと、2009年からのブラジルに関するBISアップデートデータを含んだことによる）、2010年の比較はより控えめであるように

見える。

6 フランス銀行の一部である金融セクター諮問委員会（Comité Consultatif du Secteur Financier）が2012年4月に発表したレポートには提言が含まれて

いる。
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図表1.2 地域別の非現金取引（単位10億件）と決済手段（%）2001年、2009年～2010年
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注:成熟したアジア太平洋諸国（APAC）のデータからは、韓国のカードデータ（2001年）、シンガポールのクレジットカード取引ボリュームデータ（すべての年）、口座引落しに関

する日本のデータ（データ入手不可能であることからすべての年）が除外されている。フランスおよび南アフリカのクレジットカードデータはすべての年において入手不可能であ

る。南アフリカの口座引落しと口座振込データは2009年と2010年のみ入手可能である。図表の数値と引用されているパーセンテージは概数であることから、つじつまが合わな

いことがある。一部の数字は、出典データのアップデートにより、WPR 2011の公表データと異なることがある。

出典：Capgemini Analysis（2012年）；2011年11月発表のECB Statistical Data Warehouse（2010年）の数値；2011年12月発表の国際決済銀行レッドブック（2010年）の数値；

中央銀行アニュアルレポート（2010年）
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債務危機渦中の欧州における決済市場の状況はそれぞ

れ異なる

ユーロ圏は引き続き世界第2位の決済市場であ

り、2010年の取引ボリュームは581億件となった。これ

は2010年の取引合計の20.5%に相当する。欧州全体

の中では、依然としてフランス、ドイツ、英国が最大の

非現金決済市場で、2010年の非現金取引はそれぞれ

160億件以上となった。

ユーロ圏全体の非現金決済は、2009年から4.5%増加

したが、経済の低迷によって、特にギリシャ、イタリア、

スペインといった一部の市場で取引ボリュームの増加

に歯止めをかける結果となった。アイルランドでは取引

ボリュームは1%減少となった（図表1.4を参照）。欧州

経済の弱体化が、2010年の欧州の決済ボリュームの全

体的な成長を、10年平均以下に引き下げる一因となっ

ている。しかし、それでもGDP成長率の平均よりは大

きく上回っており、また決済市場の中にはその他の市

場と比べて高い成長を見せている市場もある。

例えば、ポーランドでは非現金決済ボリュームは大幅

に増加した。これは、経済成長が続いたこと、市場の

ステークホルダーによるプロアクティブな取り組み、加

盟店におけるカード受付ネットワークの拡大（POS）に
よるものである。また、銀行を利用しない人口が2009
年には34%だったが、2010年には30%に減少している

ことも要因のひとつだ7）8。ポーランドでの非現金決済

方法の使用は、住民一人当たりの取引という意味で、

今日、イタリアと同レベルに達している（図表1.3を参

照）。将来的に、mペイメントスキームは、最近導入さ

れたリアルタイムの小額決済インフラにによって更に

成長を促すことが予測される。

高水準のIT環境が整っているフィンランドでは、政府

主導のデジタル化計画と公共と金融セクターの長期間

に渡る協力が、非現金決済手段の受入れを促す要因

となった。例えば、フィンランドはSEPA口座振込

（SCT）の移行に最初に成功した市場のひとつであ

る。フィンランドの非現金決済セグメントの発展におけ

る主な成功要因には、財務省による電子決済の導入や

公共セクターによる非現金決済チャネルへの注力、そ

して共通標準をベースにしたソリューションに対応可

能な環境が含まれる。

フィンランドはスウェーデンのように、eコマース用の電

子決済インフラが非常に発達しており、財政面でも技

術面でも恵まれた一般人にとって、新しい電子決済手

段を採用するのは困難なことではない。2010年の住

民一人当たりの非現金決済ボリュームに関し、フィンラ

ンドは米国を抜き（361対347）、これらの2国を僅差で

スウェーデンが追っている（323、図表1.3を参照）。

7 data.worldbank.org（2012年6月6日にアクセス）

8 比較可能なデータは2009年以前は入手不可能である。そのため、これらのデータの観点から長期の動向を正確にとらえることは困難である。

図表 1.3 住民一人当たりの非現金取引数、選択された欧州各国および北米、2001年～2010年
図表1.4. 住民一人当たりの非現金取引数、選択された欧州各国および北米、2001年～2010年
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注:フランスのクレジットカードデータは、すべての年において利用不可能である。図表の数値と引用されているパーセンテージは概数であることから、つじつまが合わないこと

がある。一部の数字は、出典データのアップデートにより、WPR 2011の公表データと異なることがある。

出典：Capgemini Analysis（2012年）；2011年11月発表のECB Statistical Data Warehouse（2010年）の数値；2011年12月発表の国際決済銀行レッドブック（2010年）の数値；

中央銀行アニュアルレポート（2010年）
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図表1.4 非現金取引数（単位10億件）、選択された欧州各国、2001年～2010年

注:これら17ヵ国のうち、13ヵ国が2007年時点でユーロ圏（オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、ポルトガル、オラン

ダ、スロベニア、スペイン）加盟国で、4カ国が非ユーロ圏（デンマーク、ポーランド、スウェーデン、英国）である。図表の数値と引用されているパーセンテージは概数であることから、つ

じつまが合わないことがある。一部の数字は、出典データのアップデートにより、WPR 2011の公表データと異なることがある。

出典：Capgemini Analysis（2012年）；2011年11月発表のECB Statistical Data Warehouse（2010年）の数値；2011年12月発表の国際決済銀行レッドブック（2010年）の数値；中央銀行

アニュアルレポート（2010年）

図表1.3. 非現金取引数（単位：10億件）、選択された欧州各国、2001年～2010年
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独自の非現金決済の選好と普及率を見せるBRIC市場

BRIC市場の経済状況は一部同じような様相を呈して

いるものの、決済に関する成熟度はそれぞれ非常に異

なっている。例えばブラジルの決済市場は非常に急成

長し、2010年の非現金取引は200億件に達した。これ

は欧州の主要国それぞれよりも多い。それとは対照的

に、インドの決済市場は未だに初期段階から抜け出し

ておらず、ロシアと中国は住民一人当たりの使用レベル

は低くとどまっているものの、BRICの決済市場の成

長原動力となっている。

BRIC全体では、非現金取引ボリュームは2010年に

15.5%増加した。2009年の22.9%という成長率と比

べると鈍化がみられるが、2001年から2010年まで年

間14.3%の増加を維持している。この期間、決済手段

の具体的なシフトもまた見られた。カード決済は

2010年のBRICすべての非現金決済の38%を占

め、2001年の14%から増加した。しかし、BRICの多

様性は取引データの中でも明らかになっている（図表

1.5を参照）。例：

��ブラジルはBRICの決済市場で最大かつ最も成熟

した市場である。2010年の非現金決済数は8.9%
増の200億件に達し、ブラジルは米国とユーロ圏に

次ぎ、4位の英国をしのいで世界第3位の決済市場

となった。ブラジルの好調なGDP成長と、ノンバ

ンクによる「銀行代理店」設立を通じた銀行ネット

ワークの拡大がブラジルの非現金決済を牽引する

重要な要因である。住民一人当たりの利用は非常

に急成長し、一部の先進欧州市場に近いレベルに

達した（2010年の住民一人当たりの取引件数103
件）。2010年、カードの使用は引き続き増加し、ハ

イパーインフレーションの間に構築されたPOSネ
ットワークの拡大の恩恵を受けたが、口座振込は

引き続き最も使用率の高い決済手段となってい

る。ブラジルの規制当局は、2005年以降リテール

決済システムの発展促進に意欲的に取り組み�

（例：ACHと口座引落し認証（DDA）スキーム）、�

レポートと指令を発行して決済市場において認識

される非効率性を指摘している。

��ロシアの非現金決済市場は、世界第10位の規模で急

成長を遂げている。その取引ボリュームは2010年に

は33.9%に上り、2001年から2010年の間の年間成長

率は26.3%を維持している。この間、当初全取引ボ�

リュームのうちたったの3%だったカードの使用量は

27%に増加し、優勢だった口座振込の割合を減少さ

せた（2001年に95%だった市場シェアが2010年には

70%に減少）。銀行へのアクセスを増やす努力は成功

し、地方に拡大された。そして、2010年の連邦法に�

よって「決済代理店」として知られる特殊法人を設立

した。これにより、一般的なリテールバンク市場イン

フラの一部ではない決済端末やATMを介して地方

の顧客が決済を行なうことが可能になっている。ロ

シアでは、この法律が現在リテール決済のイノベー

ションの主な牽引力であると考えられている。公的

な支援をうけた「ユニバーサル・エレクトロニック・カ

ード」という国内カードスキームの開始が遅延してい

るものの、カードネットワークの拡大もまた成長を牽

引する要素となっている。ロシアでは、口座引落し決

済スキームは急増しておらず、口座振込が今でも企業

や公共セクターのユーザーが好む決済手段となって

いる。また、ロシアは電子マネーと小売決済が堅調に

増加している。これは主に様 な々ノンバンク・イニシア

ティブによって牽引されており、あまり厳格ではない

法的環境と銀行業界が直面するイノベーション面で

の制約の恩恵を受けたものだ。

��インドは現在、世界の非現金決済市場で第13位に留

まっているものの、大きく飛躍する可能性を秘めた

市場である。インド全国支払公社（National  
Payments Corporation of India、NPCI）が引き続き

インフラの向上と、安価で効率的な電子決済手段�

（例：mペイメント、RuPay国内カードスキーム、現

在本格展開されている生体認証カードシステム）の

発展を促していることから、決済ボリュームは年間約

10%増加している。インドでの非現金決済の成長は、

その他のBRIC諸国の熱狂的なペースと比べると緩

やかではあるが、上記に記載したイノベーションの拡

大が認識され、普及するにつれ、その他のBRIC諸国

に追いつくことになるだろう。しかし、長い間B2Bで
は小切手に信用を置いており、また商業分野では現

金を用いていたことから、今までのところ小切手と現

金の使用率が高くなっている。小切手の市場シェア

は引き続き徐々に減少しており、2001年の93%から

2010年は全取引件数の59%まで落ち込んでいる。そ

の一方で、同期間においてはカードと口座振込の市

場シェアが拡大している。

��中国は、決済市場で第8位であり、2010年の決済ボ

リュームは30.3%に増加している。カードの使用は現

在優位を占めているものの、現金の使用の割合はイ

ンドとロシア同様、リテール決済では大きな部分を

占めている。口座振込は決済において次に最もよく

使用され、信頼される手段である。これは、eバンキ

ングの安全性に対する懸念が根強いことと偽札の流

通により現金の使用に対する懸念が存在するため

だ。それでも、オンラインショッピングは以前にも増

して普及し、特に大都市の住民の間ではそれが顕著

である。中国で最も人気のあるオンライン・ショッピ

ング・ウェブサイトTaobao.comの決済オプションに

は、様 な々カードおよび非カード決済オプションが含

まれている。2005年に中国で成立した電子決済に関

する指令もまた、銀行がe決済サービスを提供し、小

切手を電子処理する方法を採用し、効率よく小切手

の処理を行なうことができるよう改善処置を取るこ

とを促した。



13ワールド・ペイメント・レポート2012

 セクション1
世界の非現金決済ボリュームは引き続き健全に伸長

図表1.5 BRIC内の非現金取引の比較（単位10億件）と決済手段（%）、2001年、2009年～2010年
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世界の決済ボリュームは2011年には3,060億件に達する

見込み

データはまだ最終化されていないものの、初期段階の

予測としては、2011年の世界の非現金決済取引は

3,060億件に達すると考えられる（図表1.6を参照）。

成熟経済圏の各国間の成長率は微増しているが

（2010年の4.9%から5.6%へ）、発展途上経済圏にお

ける上昇はそれを大きく上回る堅調さを見せている

（18.4%）。その結果、成熟市場の決済ボリュームのシ

ェアは2010年の79.5%から減少し約77.7%となり、長

期的にこの傾向が続くことが予測される。

特に、2011年は原動力であるロシアと中国が世界の決

済ボリュームを牽引する上で担う重要な役割を確認す

る年になるだろう。2011年のBRIC全体の決済ボリュー

ムは16.2%の増加になると予測される。カードの使用

は今まで以上に急拡大し、BRICでの決済の43%を占

めるだろう。しかし、発展途上市場での決済の増加は

ロシアや中国以外の国々にも拡大している。例えば、ト

ルコやウクライナ（共にCEMEA内）、そしてメキシコ

といった国 で々市場が急成長している。

世界貿易に関する初期データによると、2011年には大

規模な貿易関連決済取引が再び増加するとい

う。2010年、世界貿易額は22%増加し、金融危機以前

のレベルを上回り、2011年9月末までに4兆6,000億米

ドルに達した。その一方でmペイメントは労働者送金

が回復したことから2010年に再び増加し始め（5.0%
増）、2011年には8.0%の増加が見込まれている。今後

の送金フローの多くは、中欧・東欧や中央アジア、サハ

ラ以南のアフリカ、南アジアの国 に々よって牽引される

ことが予想され、こういった決済の多くが携帯端末や

その他の手段を用いて行われるだろう。

図表1.6 地域別の非現金取引（単位10億件）と決済手段（%）、2010年～2011年E

0

80

160

240

320

2011E2010

117

81

27

33

11

122

85

30

39

14
8
7

7
6

283

306

CAGR 成長率

グローバル

ラテンアメリカ

残りのアジア諸国

CEMEA

BRIC

成熟したアジア太平洋諸国

欧州（ユーロ圏を含む）

北米（アメリカとカナダ）

発展途上
経済圏

成熟経済圏

非
現
金
決
済
（
単
位
：

10
億
件
）

7.1%

16.0%

17.3%

34.1%

14.3%

15.0%

5.4%

4.2%

8.2%

18.0%

15.7%

26.6%

16.2%

10.8%

4.8%

4.9%

’01–’10 ’10–’11E

成長率

18.4%

5.6%

’10–’11E

注:CEMEA（中欧、中東、アフリカ）には、2009年と2010年は南アフリカが含まれている。しかし、2008年～2009年の成長率に関しては一貫性を保つために、南アフリカが除外
されている。成熟したアジア太平洋諸国には日本、オーストラリア、韓国、シンガポールが含まれている。ラテンアメリカにはBRICに含まれるブラジルが含まれていない。図表の
数字と引用されているパーセンテージは概数であることから、つじつまが合わないことがある。また、前年比のパーセンテージの変化は少数位数桁までの基礎データを基にし
ており、そのため、図表の概数データを平均することによって計算されていることから、変化にマッチしないことがある。一部の数字は、出典データのアップデートにより、WPR 
2011の公表データと異なることがある。
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既述の通り、非現金決済ボリュームの成長が新興市場によって牽引される一方で、成熟経済圏は2010年の非現金決済全

体の79.5%を占めている。成熟したアジア太平洋諸国（オーストラリア、日本、シンガポール、韓国）は、このグループ内での

主要な位置を占めており、2011年の世界の非現金決済の10%近くを占めることが見込まれる。

韓国、日本、オーストラリアはすべて世界最大の非現金決済市場トップ10に入っており（それぞれ5位、7位、9位）、それぞれ

異なる特徴があるものの、これらの国には共通する一般的な動向がある。それらは特にカードの使用の増加、持続的な決

済イノベーションである。それぞれの市場に関する情報（一部）：

オーストラリア

�� 非現金決済市場は非常に発達している－2010年の住民�

一人当たりの取引ボリュームは283件で、世界で最多の国に

入る。

 � 2010年の非現金取引ボリュームは63億件で、8.3%増加�

した。2010年の全体の取引ボリュームの61%をカードが占

める。次に人気のある決済手段は口座振込で24%を占めて

いる。

�� 決済システムは現在でも進化している。バイラテラル決済

から移行したハブインフラの構築が今後の成長を可能にす

るだろう。

�� オーストラリア準備銀行の決済システム理事会は決済シス

テムの見直しを行っている。ステークホルダーと規制当局

が協力しイノベーションを促進し、新規参入者に市場を開

くことができる分野に注目している。

成熟したアジア太平洋諸国は、世界最大の非現金�
決済市場のトップ10のうちの3つを占める

韓国

�� 非現金決済市場が発達－2010年の住民一人当たりの取引

ボリュームは244件。

�� それでも、ボリュームの伸びは堅調－2010年は13.7%増の

119億件に達した。

�� カードが2010年の合計取引ボリュームに占める割合は�

60%。カード内のセグメント：

�— 普及率（クレジットカード、デビットカードおよびプリペ

イドカードの組み合わせ）がかなり高い。

�— 過去4年間にカード市場が爆発的に成長；政府の税控

除によるインセンティブ、イシュアによる積極的なマー

ケティングなど。

�— デビットカードの使用は今のところ比較的低い（他の成

熟経済圏と比べ）。クレジットカード単体は、2010年の

非現金取引ボリューム全体の約50%を占め、2009年の

19.9%から増加。

日本

 � 2010年の非現金決済ボリュームは11.9%増加し85億件�

となった。成熟市場としては使用は今のところ比較的低�

い（2010年の住民一人あたりの非現金取引ボリュームは�

67件）。

 � 2010年の取引ボリューム合計のうち、クレジットカードが占

める割合は81%。

�� 資金決済法（2010年）により、銀行のみに限定されていた

資金送金サービスをノンバンクが行えるようになったこと

で、競争とイノベーションを促進した。

�� 決済インフラの向上が進行；ISO20022メッセージ基準が

2011年にリテール決済システムに導入された。

 � NTT DOCOMOが開発した「おサイフケータイ」は現在、m
ペイメントシステムの業界標準となっている。これは消費

者が現金やカードの代わりに携帯電話を使って自動販売

機やPOSで商品を購入することができるシステムである。

決済サービスは、eマネー、IDカード、ロイヤリティーカー

ド、公共交通切符（電車、バス、飛行機）、クレジットカー

ドなど多岐にわたっている。

ワールド・ペイメント・レポート2012
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9 業界アナリストたちは昨年、eペイメントとmペイメントに関する予測をそれぞれ大幅に変更した。そのため、予測はWPR2011に報告されたものよりも

明らかに変わっている。

10 ガートナー社は、世界的なモバイル決済ユーザーは2011年に1億4,100万人に達すると述べている（ガートナー社発表、2011年7月21日）� �

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1749114

eコマース向けオンライン決済（eペイメント）と携帯端末を

使用した商品とサービスの決済（mペイメント）は世界的に

拡大し続けている。業界のアナリストによると、2010年の世

界のeペイメントとmペイメント取引ボリュームは225億件

で、2011年には283億件になると予測される9。

業界アナリストは、eペイメントとmペイメントの両セグメント

において今後幅広い成長がみられると予測している。その理

由は、顧客が益 こ々れら代替手段を受け入れ、革新的なソリ

ューションが引き続き急増するからである。業界の予測によ

ると、銀行の決済システム外で処理された取引の割合は絶

対値としては小さいものの、特に、モバイルネットワークオペ

レーター（MNO）のmペイメントにおいて非常に急速に増加

すると見込まれている（図表1.7と1.8を参照）。また、モバイ

ルアプリストアが本来銀行が処理するような大量の取引を処

理している。

eペイメント数は、2009年～2013年に年間20%の増加を維

持した後、2013年には314億件に達すると見込まれている�

（図表1.7を参照）。（これは、WPR 2011で公表された内容

にほぼ一致する。）この増加は代替決済チャネルの急増によ

り牽引されており、ウェブ上の大型小売店により創出される

取引ボリュームに加え、eコマース機能を完全に備えた従来

型店舗による使用の増加を反映している。多くのケースでイ

ノベーションによって牽引されるeコマースは、従来型の商業

形態と組み合わせることにより、総合的な顧客満足体験のニ

ーズに繋がる（イシュア、オンライン店舗、実店舗を含む）。

迅速で革新的なeペイメント商品はまた、成熟市場において

さらに多くの消費者を惹き付けている。また、顧客はオンラ

インで購入することに益々快適さを覚えている。これはイン

ターネットアクセスが普及していない発展途上市場において

も同様である（ブロードバンド接続数は急増しており、これ

もまたeペイメントの増加要因となっている）。

しかしながら、eペイメントの大成長には課題が伴うだろう。

様々な形の非接触式決済やmペイメントが主流になりつつあ

り、既存のeペイメント形式の代替を作り出している。

業界は現在、様々な決済チャネルを組み合わせたハイブリッ

ド手段を開発しており、e店舗はオンライン決済を他のチャ

ネルと混ぜることによってこの動向をとらえようとしてい

る。こうすることにより、例えば消費者はカードを使わずと

もオンラインバンキング能力を使って決済を行えるようにな

る（例：iDEAL、EBAクリアリングのMyBankイニシアテ�

ィブ）。

オンライン決済サービスの長期的な成功の要石は、エンド

ユーザーの安全性とセキュリティだ。

業界は、mペイメント数はeペイメント数よりもずっと早く増

加すると見込んでいる。2009年～2013年には年間52.7%増

加し、2013年には170億件になると予測される（図表1.8を参

照）。これらの最新業界成長予測は、WPR 2011で公表され

た堅調な成長予測よりもさらに高いものだ。そして、世界的

な携帯端末の契約者数の急増によって牽引されている。世界

的なmペイメントユーザーの数は、2011年には2010年から

38.2%増加し、1億4,100万人を超えるだろう。しかしこの数値

は全体の携帯端末ユーザーのほんの2.1%10でしかなく、さら

に成長の余地があることを表している。

mペイメントの使用急増はまた、スマートフォンの数が急増し

たことも反映している。アップル社のApp StoreやGoogle社
のAndroid Marketplaceといったアプリケーションストアの拡

大もまた、携帯アプリを消費者にとってさらに目にみえる、ア

クセスしやすいものにしたことによって携帯端末エコシステ

ムのゲームのルールの変革者になっていることを証明してい

る。これは特に、成熟市場におけるケースで顕著である。こ

の市場では現在取引ボリュームは低迷しているが、近距離無

線通信規格（NFC）のeウォレットが利用開始されれば急増

することが見込まれる。発展途上経済圏でのmペイメントの

増加は、銀行口座を保有しない多数の消費者の存在によっ

て牽引されていることが大きい。これらの消費者が携帯端末

を通じて決済サービスの選択肢にアクセスできるようになっ

ているのだ。

最近の業界予測は、mペイメントに関し、「ゼロか100か」とい

う傾向にある。mペイメントソリューションの広範なイノベー

ションが普及していることを鑑みると、上位層の利用によっ

て達成可能のように思われる。また、いくつかのステークホ

ルダーが複数のeウォレットイニシアティブを追及している。

これは、eペイメントとmペイメントを一緒にし、使用拡大が

見込めるような合同の価値を提案するものだ。

顧客の好みによってカード、口座振込もしくは口座引落し取

引として決済されるこれらのハイブリッド手段の出現は、市

場にとっては前途有望な手段である。そして、リテールPSP
はこの変化をチャンスとして見なし、顧客に対して複数の決

済オプションを提供するべきである。このような手段の現実

的な使用水準を判断することは難しいかもしれない。それ

は、これらの決済が流入する中央銀行からの公式なデータ

が利用できないためである。イノベーションに関する最近の

レポートの中で、国際決済銀行（BIS）は中央銀行にこれら

のe取引およびm取引の方法を改善し、この行為に関し正確

な報告を提供するよう促していることが、市場参加者によっ

て報告されている。

電子・モバイル決済は引き続きペースを保ち成長
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図表1.8 世界のmペイメント取引件数（単位10億件）、2009年～2013年F
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じつまが合わないことがある。一部の数字は、予測に使用された成長率の変更により、WPR 2011の公表データと異なることがある。
出典：Capgemini Analysis（2012年）；モバイルペイメント（2012年）、Innopay；「ペイパル・モバイルが決済ボリューム合計で毎日600万ドルを創出」（2011年5月25日）、モバイ
ル・マーケッター；「ジュニパーリサーチ社、モバイルペイメント業界が4年後に3倍になると予測」（2011年7月5日）、www.mobilemarketingwatch.com；2011年第4四半期発表
の世界のモバイルペイメント市場の予測（2010年～2016年）:「世界のモバイルペイメントユーザーは2016年に10億人に達し、取引高は9,985億ドルに達する」（2012年2月8日）、IE
マーケットリサーチ・コーポレーション

図表1.7 世界のeペイメント取引数（単位10億件）、2009年～2013年F図表1.8. 世界のeペイメント取引数（単位：10億件）、2009年～2013年F
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 代替決済a

■  WPR 2011 - 銀行

■  代替決済

■  2012年業界予測 - 銀行

■  2012年業界予測 - 代替決済

ノンバンクの競争

19.1%
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 デビット、クレジット、
プリペイドカード

18.1%

2012年
業界予測

’09–’13F

20.0%

43.6%

18%

eペイメント取引量の業界予測は、
1年前のWPR 2001で利用された
ものであってもはっきりと変更

されている。

a.  代替決済がeマネーライセンス取得機関や携帯・テレコム企業、大手小売業者など銀行ではない企業によって行われている。

注:電子（e）ペイメントはeコマース向けのオンライン決済手段である。図表の数値と引用されているパーセンテージは概数であることから、つじつまが合わないことがある。一

部の数字は、予測に使用された成長率の変更により、WPR 2011の公表データと異なることがある。

出典：Capgemini analysis（2012年）；アドバンス・ペイメント・レポート2011, Edgar, Dunn & Company；Visa、MasterCard、eBayおよびアメリカン・エキスプレスのアニュアル

レポート2010年、2011年



2010年、世界的な非現金決済ボリュームは、世界的な

経済危機の影響が続いているにも関わらず、成熟市場

においても引き続き相当な成長を見せた。そして決済

はロシアや中国といった新興経済圏において特に急拡

大した。ポーランドとブラジルは引き続き素晴らしいパ

フォーマンスを見せ、世界で最も成熟した決済市場の

仲間入りを果たした。2011年と2012年の予測は、世界

経済が弱含みの様相を呈している事、そしてユーロ圏

の債務危機からの影響が続いていることから、以前と

比べて楽観度は薄まる可能性がある。しかしそれでも

なお、決済市場でのイノベーションはさらなる拡大を

促すことが考えられる。

実際、特にmペイメントの使用急増は、従来の銀行シ

ステムの範囲をさらに超えて決済が拡大する可能性が

あることを示している。これは特に、ニッチ顧客のニー

ズを満たし、テクノロジーを活用してうまく実行するチ

ャンスだと見なすノンバンクによって牽引される。

現段階では、非現金決済が従来の銀行システムから

どれほど移行しているかまでは明らかではない。という

のも、明確に定義することのできない革新的なチャネ

ルを通じた非現金決済のフローを追跡し、測定するこ

とが益々難しくなっているからだ。例えば決済商品が

複数のアクセスチャネルをサポートしている場合、支払

がインターネットまたは携帯通信ネットワークを経由し

て開始され、カードとして決済されることが可能にな

る。業界および規制当局は一部の基準に同意し、一貫

した意味のある方法でこのような決済活動を把握する

必要がある。

もちろん銀行は引き続き決済市場で重要なプレイヤー

であり続けるが、彼らの目の前には、規制の枠組み、従

来のビジネスやインフラによって制約された課題の多

い道が広がっている。決済の規模やあるべき姿に関す

る展望が拡大するにつれ、銀行はそれでもなおイノベ

ーションの意図を追求し続ける必要があるだろう。こ

れは市場の制約の中で実行可能なことである。但し、

新しい顧客の需要や一部の規制・業界イニシアティブ

によって明らかになった機会を活用することができる

ように思われる。

セクション2では、我々は決済市場における主要規制・

業界イニシアティブ（KRII）の概要に触れ、ポジティ

ブ・ネガティブに関わらず決済サービスプロバイダー

（PSP）に与える影響を調査する。セクション3では、

我々は銀行を中心としたPSPのためのイノベーション

の選択肢について議論する。これは、顧客のニーズが

増加し変化し、決済手段とテクノロジーが急増し、顧

客のために数多くの革新的な価値を提案することに繋

がっているためだ。

まとめ
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�� 規制当局は、WPR 2011で議論された主要規制・業界イニシアティブ（KRII）と新たに導入されたイ

ニシアティブに引き続き取り組んでいる。ユーロ圏の債務危機は、バーゼルIIIといったKRIIの一部の目

的の裏にある推進力を加速させた。そしてその緊急性は、欧州の銀行に当初の予測以上に迅速に準拠す

ることを促した。時間、エネルギー、そして財務面でのリソースを優先的に投入し、イノベーションに対す

る余力をあまり残さずにかなりの量の義務に準拠しなければならないことから、これは銀行のイノベー

ション能力へのチャレンジである。

�� 決済サービスプロバイダー（PSP）、特に銀行は決済に関し規制当局が焦点を当てていることから大

きなプレッシャーを感じている。これは、特に規制がお互いに影響し合い、継続的に進化することから

常に監視を行い注意を払う必要があるからである。地域に焦点を当てたKRIIは、その他の地域で再現さ

れる傾向にあるため、規制当局と銀行はそれぞれの規制が孤立して設計・実行されないことを確実にす

る必要がある。

�� それぞれのKRIIがイノベーションにとって純粋にポジティブまたはネガティブになり得る一方

で、KRIIがまとまるにつれ決済のイノベーションがしばしば表面化する。決済プロセスとサービス提

供に当てはまるほか、標準化とセキュリティに関して、これは確実である。これらの分野では、イノベーシ

ョンは通常KRIIの直接的な結果もしくは副産物として表面化している。

�� 将来を見据えると、顧客の目に変化が見える形でイノベーションを促進することを直接の目的とした

KRIIは、かなりの変化をもたらす大きな可能性を秘めている。非接触型カード/NFCイニシアティブが

最も重要な例を提供している。NFC技術を搭載したスマートフォンの増加が、市場が決済業界でNFC技

術を使用する準備が整いつつあることを示している。NFCイノベーションを先駆けて試行している銀行

やノンバンクのプレイヤーには、Google、ペイパル、MasterCard、Visa、アップルといった主要企業が含

まれる。業界イニシアティブ、コアな銀行インフラ、そしてノンバンクプレイヤーの組み合わせは、決済の

変化のパワフルな力であり、今後もそのようになるだろう。

�� 長い間コンプライアンスに焦点を当ててきたSEPAですら、おそらく近いうちそのイノベーションの可

能性についてもっと調査が行われるだろう。SEPAの移行に関する法的な確実性がさらに強まるにつ

れ、PSPは移行段階を越えてSEPAのプラットフォームの在り方を見つめ、競争や効率性、そしてイノベー

ションを促進することができる。

 � SEPAの移行期限は刻々と近づいており、相当な量の準備が求められている。そのため、準備を始め

ていない企業はすぐに対応をする必要に迫られている。SEPA口座振込（SCT）とSEPA口座引落し

（SDD）への移行期限は、2014年2月1日に設定されている。そのため、SEPAの移行に関する注目が「い

つ」から「どのように」にシフトしている。開始日以降SCTの受容率が安定的に増加する一方で、SDDは

今までのところほとんど進捗していない。

 � SEPA要件の主要な側面に関し継続して存在する不確実性は、SEPAのメリットが完全に実現されな

いのではないかという可能性を提起している。未解決の問題には、SEPA要件の共通理解、加盟国の

移行オプションで求められている例外に関する確実性、そして技術的な相互運用が確実に行われるとい

う保証の必要性が含まれる。業界は既にプラットフォームとしてSEPAを活用し、イノベーションを促進

するためにSCTとSDDによりもたらされる標準化を利用する方法を模索している。

要
約

イノベーション力は主要
規制・業界イニシアティブ
の課題の渦中に

2
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図表2.1 主要規制・業界イニシアティブ（KRII）が5つの業界変革動向（ITT）を促進、2012年

図表2.1. 主要規制・業界イニシアティブ（KRII）が5つの業界変革動向を促進（ITT）、2012年
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Collective Investment in Transferable Securities）を指す；ACH – 自動クリアリングハウス（Automated Clearing House）；AML/ATF – マネーロンダリング防止（Anti-Money  
Laundering）/テロ資金供与の防止（Anti-Terrorism Financing）；CPSS-IOSCO – 支払決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems（CPSS））と証券監
督者国際機構専門委員会（Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions （IOSCO））；FSA – 金融サービス機構（英国）；NFC – 近距離無線通
信（Near-field communications）；PSD – 決済サービス指令（Payment Services Directive）；SEPA – 単一ユーロ決済圏（Single Euro Payments Area）；UCITS - 証券投資信託事業
（Undertakings Collective Investment in Transferable Securities）；現在、我々は中国の国際決済システムKRIIをモニタリングしており、WPR 2013で取り上げる可能性がある。
*既に実施済；**Eマネー指令は現在再検討中
出典:Capgemini Analysis（2012年）；ワールド・ペイメント・レポート（2011年）

11 ワールド・ペイメント・レポート（2011年）、セクションII：「規制・業界イニシアティブ」

ユーロ圏の危機は銀行業界のシステミック・リスク・コン

トロールと透明性に関する規制面での動きを加速

WPR 2011で取り上げたように、11決済セグメントは引
き続き主要規制・業界イニシアティブ（KRII）によって
促進されている。一部のKRIIは特定の決済活動をター
ゲットにし、また別の一部は一般的に金融サービスに
向かっている。しかし、それらの効果は決済分野の変革
を促している。

WPR 2011の中で議論されたKRIIの多くが予測通り
に進展したが、追加のKRIIもまた導入された（図表2.1
を参照）。大半は効率のアップと国家決済ネットワーク
のデジタル化をターゲットとしている。最も最近のもの
の中では（詳細な分析を行なうには時期尚早だが）、�
2012年7月に英国財務省が英国の決済業界の今後の
規制とガバナンスに関する協議を始めたことが挙げら

れる。ここでは、決済サービス業界の改革に3つのオプ
ションを提案している。既存、新規、そしてエマージン
グなイニシアティブの効果は、WPR 2011で明らかにさ
れた5つの主要業界変革動向を引き続き促進：システ
ミック・リスク・コントロール、透明性、コンバージェン
ス、標準化、イノベーション。

例えばごく最近、ユーロ圏ソブリン債務危機は、システ
ミック・リスク・コントロールと透明性に関する動きを増
加させた。これは欧州の多くの銀行がバーゼルIIIに早
期対応するという動きによって明らかになっている。多
くの銀行が当初の計画よりも早く、さらに厳格な基準
を実施していることからも、おそらく欧州はバーゼルIII
に最初に準拠する地域となり、その他の地域に青写真
を提供することになるだろう。このような「急いで準拠
する」ことはまた、いかに規制イニシアティブが市場の
イベントに突き動かされるかを明らかにしている。この

イニシアティブの波は引き続き決済の�
変化を駆り立てる
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 セクション 2
イニシアティブの波は引き続き決済の変化を駆り立てる

12 「バーゼルIIIモニタリング・エクササイズ」（2012年4月）、http://www.eba.europa.eu/Publications/Quantitative-ImpactStudy/Basel-III-monitoring-exercise.aspx

ケースでは、多くの銀行が市場のカウンターパーティと
規制当局に対して、自分たちがユーロ圏危機によるボラ
ティリティの最中でも安定した金融機関であることを
示す方法としてバーゼルIIIを採用したがっている。

それでもなお、単一ユーロ決済圏（SEPA）のような既
存のイニシアティブが開始され、最初の施行の道しるべ
をつけ、中期的に決済業界に真の変革をもたらすため
のステージを設定する一方で、現在も続いているユーロ
圏と世界的な金融危機からの影響は、追加の規制を
促す要因となり得る。

ドッド・フランク法セクション1073は非常に革新的なイ
ニシアティブのもう一つの例であり、2013年2月の期限
が近づいていることから、現在業界が焦点を当ててい
るものである。セクション1073の定めには、資金の受
け渡し（または受領）の保証、組成時の手数料と交換
レートの完全な開示、特定の状況下での取引前のキャ
ンセルオプション、エラー解消の救済方法に関する�
要件が含まれている。（新たに導入されたKRIIおよび
以前のKRIIのアップデートに関する詳細は「決済にお
ける主要規制・業界イニシアティブ（KRII）、2012」
（p24）を参照）。

ある銀行は、「グローバルに展開する銀行にとっては、現
状およびエマージングな規制を国、地域、そして世界ベー
スで横並びに保つことが課題になるだろう」と述べてい
る。全体的には、決済におけるKRIIの幅と深さは非常に
広範囲に及び、規制の順守の必要性は、銀行が決済イノ
ベーションに最大限に投資する能力を試すことにすらな
るだろう。これは特に、KRIIが特定の追加資本を要求す
る場合に当てはまる。例えば、バーゼル委員会が行った�
調査は、2011年6月時点で、世界最大級の銀行はバー�
ゼルIIIの資本規則に見合うために、中核的自己資本に�
4,850億ユーロの追加を有する必要があると示した12。

このKRIIのグローバル「ヒートマップ」は、PSPに広がる強
烈な圧力を示している（図表2.2を参照）。また、世界各地
で決済に関してより広いアクセスとセキュリティを提供で
きる効率的な非現金決済システムを発達させる世界的な
推進力を浮き彫りにしている。

図表2.2 主要規制・業界イニシアティブ（KRII）のヒートマップ、世界と地域、2012年

注:ACH – 自動クリアリングハウス（Automated Clearing House）；AML/ATF – マネーロンダリング防止（Anti-Money Laundering）/テロ資金供与の防止（Anti-Terrorism 
Financing）；CPSS-IOSCO – 支払決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems（CPSS））と証券監督者国際機構専門委員会（Technical Committee 
of the International Organization of Securities Commissions （IOSCO））；FSA – 金融サービス機構（英国）；NFC – 近距離無線 通信（Near-field communications）；PSD – 決
済サービス指令（Payment Services Directive）；SEPA – 単一ユーロ決済圏（Single Euro Payments Area）；UCITS - 証券投資信託事業（Undertakings Collective Investment 
in Transferable Securities）:現在、我々は中国の国際決済システムKRIIをモニタリングしており、WPR 2013で取り上げる可能性がある。
*既に実施済；**Eマネー指令は現在再検討中
出典：Capgemini Analysis（2012年）；ワールド・ペイメント・レポート（2011年）

北米

■ ドッド・フランク法
■ カナダ調査特別委員会
■ Fed 日中流動性*

■ ダービン修正条項
■ カナダカード向け行動規範

アジア太平洋地域

■ 香港多通貨決済
■ 日本資金決済法
■ インド全国支払公社
■ 決済通貨としての人民元
■ オーストラリアでの共通決済ネットワーク
■ インドでの携帯ウォレット100% FDI

欧州

■ FSA 流動性制度*

■ PSD 
■ SEPA/eSEPA
■ eマネー指令**

■ TARGET2の進化
■ カード・インターチェンジフィーへの圧力
■ 英国リアルタイムリテール決済
■ 欧州でのデジタル・アジェンダ
■ ACH 高頻度決済
■ 代替カードスキーム
■ UCITS IV

高

高

低

低

高

低

高

低

高 
インパクト

決済への
影響

低 
インパクト

グローバル

■ バーゼルIII
■ 小切手の変革
■ モバイル決済
■ 非接触型カード/NFC
■ 外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）
■ 電子請求書
■ 電子政府
■ CPSS-IOSCO
■ 国際決済フレームワーク協会（IPFA）
■ AML/ATF

■ WPR 2011で引用されたKRII

■ WPR 2012で紹介されたKRII
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キー#
主要規制・業界イニシアティブ	

（KRII）
説明

WPR 2012内のWPRのKRIIリストに追加されたイニシアティブ

28 カナダ調査特別委員会

2011年12月、カナダ調査特別委員会は財務省に対し、カナダにおける決済のデジタル化を強化 
するよう推奨した。政府が変化を主導する必要性を強調する一方で、報告書ではカナダの決済 
システムインフラをアップデートするために必要な全体的な変化と、事前の法整備について触れ 
られている。

29
米国外国口座税務 
コンプライアンス法

（FATCA）

FATCAは、米国政府による税務コンプライアンスを向上するための取り組みで、外国の金融資産 
とオフショア口座を含んだものである。FATCAのもと、一定の額を超える特定の外国金融資産を 
持つ米国の納税者は、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）にこれらの資産について報告しなければな

らない。加えて、FATCAは外国金融機関に対して、米国の納税者または米国の納税者が相当量の 
持ち分を有する外国法人が保有する金融口座に関する情報をIRSに直接報告することを求めること

になる。

30
オーストラリア共通決済 
ネットワーク（CPN）

利益ネットワークのコミュニティ（COIN）としても知られるCPNは、決済システムメンバー間の2点
間接続に対する代替を提供する。CPNは、「クラウド型」決済ネットワークに単一の物理的接続を持

つ個々の参加者の間に存在する複数のリンクに取って代わるものだ。2012年2月、小額決済ロードマ

ップ（Low Value Payments Roadmap）のネットワーク接続性とメッセージ基準に関連した主なマ

イルストーンに到達した。これは、物理的な接続を構築・維持するコストを減らし、ファイル転送速度

を大幅に向上させることを可能にすることが期待されるものである。

31
インドのモバイルウォレット

への100%外国直接投資

2011年3月、インド準備銀行は、インドにおいてモバイルウォレットを開発・導入するために、100%の

外国直接投資（FDI）を条件付きで承認した。しかしながら、国の金融サービス市場の安定性を保護

するために、承認には手ごわい条件が付いている。

32 CPSS-IOSCO

支払決済システム委員会（CPSS）と証券監督者国際機構（IOSCO）専門委員会は、世界の金融市

場を支えるインフラを金融ショックに十分耐えられるほど堅固なものにするためにつくられた一連

の基準を公表した。これは、金融市場インフラ（FMI）に適用される24原則から成っており、その中

にはシステム的に重要な決済システム、中央証券保管振替、証券決済システム、中央清算機関と取

引情報蓄積機関が含まれている。新しい原則が既存のCPSS、CPSS-IOSCO基準に取って代わる

予定である。

WPR 2011で取り上げられたイニシアティブのアップデート

1 バーゼルIII

バーゼルIIIの施行は、バーゼルIIから銀行が移行しつつある欧州で加速している。バーゼルIIIはさら

に自己資本適確要件が厳しく、その準備をするために欧州の銀行は資本を充実させるためにコスト 
カットと投資削減を行っている。流動性もまた、今後問題となってくるだろう。（流動性と流動性報告

要件の重要性を鑑みると、WPR 2013の中でバーゼルIIIの日中流動性報告要件について触れる可能

性がある）。今までのところ、ECBは銀行に対してコストの低い流動性を提供しているが、それが流

出率100%の流動資産として再定義される可能性がある場合には、欧州の銀行は最終的に新たな流

動性比率に適合させるために、個人預金を増やすべく競争を激化させることも考えられる。また、消

費者金融機関による、信用業務意外にもビジネスを拡大するために行われた再編は、同業態を普通

の銀行に変えるような影響を与えている。北米では、銀行はドッド・フランク法の要件に焦点を当て、

事実上バーゼルIIを飛び越した。そして今では、ドッド・フランク法とバーゼルIIIの資本要件が完全に

足並みが揃ったものでないにもかかわらず、二重の準拠に対応しなければならなくなっている。

2 英国FSA流動性制度

英国金融サービス機構（FSA）は現在、その焦点を政策の交渉と策定から、徹底的な監督アプローチ

を通じた法人向け流動性制度を施行することにシフトしている。その他に、FSAは現在クリアリング

ハウスに対して、突発的な短期資金（現金）のニーズを満たすための資本準備金の一部として流動

性のバッファーを含めるように求めている。これは、ひとつのクリアリングハウスが世界の金融システ

ム全体を脅かすような危機が発生する可能性に対する防衛のためである。
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キー#
主要規制・業界イニシアティブ

（KRII）
説明

3 米国ドッド・フランク法

消費者金融保護局は、電子資金振替法に関する規則であるレギュレーションEを変更し、外国に電子 
送金（電信送金）を行なう消費者を保護する目的の新しい規則を発令している。新しい規則は、2013年
2月から施行される見込みだ。

ドッド・フランク法セクション1073は、消費者が米国から外国に送金（15米ドル以上）する場合に適用さ

れる。この対策は、送金プロセスと手数料をさらに透明にすることで、消費者を保護するものだ。特に、

規則はオリジネーション時に送金ルートがどのようなものであるか、そして合計の手数料がいくらである

かを知ることができないオープンループモデルに影響を与える。規則は最終的に、決済業界の業務を大

きく変えることになるだろう。一部のクロスボーダーの資金送金に関与しないことを決めるところもでて

くる可能性もある。

4 米国Fed日中流動性

米国連邦準備銀行は、日中に赤残が出た場合に金融機関が自主的に担保を提供することを推奨した

2011年3月以降、決済システムリスク（PSR）政策を変更していない。これは、日中の赤残に対して担保

が提供されていない場合の手数料を上げ、担保が提供されている場合の手数料はゼロとすることによっ

て行われるものだ。

5
EU決済サービス指令

（PSD）

すべてのEU加盟国が現在、PSDを国内法制化している（2011年末に行ったポーランドが最終実施 
国）。PSD第87条では、現在欧州委員会（EC）がPSDの再調査を行い、2012年11月1日までにその結果

を欧州議会、欧州連合（EU）加盟国を代表する欧州理事会、欧州中央銀行（ECB）、欧州経済社会評議

会に報告することを求めている。

6 SEPA/eSEPA 

SEPA口座振込（SCT）とSEPA口座引落し（SDD）への移行期限は2014年2月1日に設定されている。

厳格な期限を設けたことで、これらの手段の導入率は増加するが、基準の理解が一貫しない可能性や、

その他の不確実性が残る。eSEPAは、業界のプレイヤーが革新的なeペイメントやmペイメントソリュー

ションをつくり、提供しようと一丸になりつつあるため引き続き進展している（「SEPAアップデート」を

参照、p33）。

7 EU eマネー指令（EMD）
欧州指令2009/110/EC（現在再検討中）は、電子マネー（プリペイカードなど）のイシュアが銀行やその

他の決済サービスプロバイダーと直接競合し、市場での競争を高めることを可能にするものだ。現在こ

れはECによって再検討中である。

8
カード・インターチェンジ	

フィーへのプレッシャー

カード決済取引を処理するために銀行が課すインターチェンジフィーは、引き続き規制の監視下に置か

れ、欧州委員会は手数料を減らし、関連手数料の透明性を確保し、新しい競合企業に門戸を開くために

新しいEU規則が必要かどうかを検証している（オーストラリアと米国での提案に沿って）。

9 米国ダービン修正条項

2011年6月、FEDは最終規則を発表した。これは、1回のデビットカード取引からイシュアが得られるイン

ターチェンジフィーの最大上限を定めるものだ。新しい規則は、2011年10月に施行された。また、FEDは
デビットカード取引に関するネットワークの独占合意を禁じ、店舗がデビットカードのルートを選べるよう

にすることを確実にするガイドラインを発表した（デビットカードおよびプリペイドカードに適用）。

10 TARGET2の進化

2011年までに、EU内の中央銀行24行（ECBを含む）とそれぞれのユーザーコミュニティがTARGET2に
接続した。TARGET2は毎日平均、348,505件の決済を行っており、毎日の平均取引高は2兆3,850億ユ

ーロに上っている。取引ボリュームでは59%、取引額では91%の市場シェアを占めるTARGET2は、ユー

ロでの高額決済に関し市場で優先的な地位を維持した。TARGET2システムにはまた、参加する中央銀

行をリンクさせるネットワークの技術的な導入と、世界または地域でSWIFT機能が停止した場合に、主

なTARGET2サービスへの直接アクセスを中央銀行に与えることが含まれた。

11
英国リアルタイムリテール 
決済

2012年に開始されて以来、英国におけるすべてのインターネットおよび電話決済は英国ファースター・

ペイメント・サービスを通じて処理されている。英国ファースター・ペイメント・サービスは、たった数秒

で特定の電子決済を処理することができる。それどころか、決済チャネルによっては、1年中いつでも1日
最大24時間決済を行なうことができる。

12 小切手の変革
決済手段として小切手はその魅力を失いつつある。米国は、世界で単一の最大小切手市場（取引高および

ボリューム）であるものの、その全体的な利用は減少している。

13 モバイル決済
モバイルペイメントの採用は増え続けており、今後何年かには急増することが見込まれる（「電子・ 
モバイル決済は引き続きペースを保ち成長」を参照、p16）アジア太平洋地域での成長が最も早い。

14 非接触型カード/NFC

WPR 2011の発表後、世界的なトレンドが非接触型カードに向かう一方で、その採用は以前の予想より

もゆっくりしたものになっている。その主な理由は、世界的に店舗での採用率が予想よりも少ないため

である。最近の調査は、5台に1台のスマートフォンが2014年までにNFC機能を搭載するだろうと予測し

ている。
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主要規制・業界イニシアティブ

（KRII）
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15 電子請求書

複数の国で電子請求書の利用を法的に義務付けたことは、2011年の世界の電子請求書発行量の

20%増加に結び付いた。米国では、財務省がインターネット決済プラットフォームを使うすべての 
経理局に対し、2012年度末までに電子請求書処理のソリューションを採用することを義務付けた。 
ECは、電子請求書に関する経験やベストプラクティスを交換する目的で初の欧州マルチステークホル

ダーフォーラムをつくった。

16 電子政府

中東の一部の国を含む複数の国は、日常のオペレーションにおいて情報通信技術（ICT）をさらに 
活用するために独自の電子政府プログラムを発表した。インドでは、政府が地方の貧困層に対し、 
生体認証スマートカードを配布し、ペーパレスで透明性の高い決済を一定の種類の取引で可能にして

いる。

17
欧州でのデジタル・ 
アジェンダ

2012年1月、ECはデジタル・アジェンダと単一市場法で発表されたeコマースに関するコミュニケーシ

ョン（Communication on E-commerce）とその他のオンラインサービスを採用した。デジタル・ア

ジェンダは主に、オンラインサービスの成長によってあらわれる広範な可能性を活用しようとするも

のだ。デジタル・アジェンダの一部として、ECは小売業者におけるeコマースのシェアを2015年まで

に2倍（現在は3.4%）にすることを目標としている。また、欧州のGDP全体に占めるインターネットセ

クターのシェアを2倍にしようと考えている（現在3%以下）。

18 ACH高頻度決済
WPR 2011発表以降、決済と清算サイクルの頻度が高まる傾向が続いている。日本など、一部の国で

もACH取引の値が減少した。

19 香港多通貨決済
香港証券取引所は、2012年第3四半期に人民元建ての先物取引を計画していると発表した。この動

きは、香港がオフショア人民元取引のハブのひとつとなることをさらに支援するだろう。

20 代替カードスキーム

代替カードスキームは、インターチェンジフィーを減らす目的を持っているが、今までに開始された主

な決済スキーム（MonnetやPayFairなど）の中でWPR 2011の発表後に大きな進展を見せたものは

ない。このことは、汎欧州決済カードスキームの実行可能性に疑念を投げ掛けている。

21 カナダカード向け行動規範

2011年に発表された新しいガイドラインのもと、現在、決済カードネットワークは手数料の値上げま

たは新しいクレジット/デビットカード取引料の設定には最低90日前の通知を行なうことを求められ

ている。それにのっとり、店舗は90日以内であればペナルティなしに契約を解約するオプションを有

する。

22 日本資金決済法

資金決済法は、「資金移動業者」として登録することを条件に、ノンバンク法人が日本で資金 
送金サービスを提供することをできるようにするものである。一回あたりの資金送金額は100万円

（10,000ユーロ、または外国通貨の相当額）以下である。

23
インド全国支払公社

（NPCI）

NPCIはインド独自の決済ゲートウェイであるRuPayを2012年3月26日に正式に開始した。NPCIは
現在、店頭（POS）端末でのRuPayカードの受け入れを確実にするメカニズムを考案しているところ

である。最初のスケジュールでは、2012年3月までに完了する予定だった。その後、全ての商業銀行

に対して積極的にRuPayを売り込むことを計画している。

24
国際決済フレームワーク協会

（IPFA）

2010年の進捗に加えて、IPFAガイドラインのもと、米国から欧州への取引は現在、欧州22ヵ国の銀

行にアクセスができるようになった。イギリスポンド、スイスフラン、ブラジルレアル、カナダドル、オ

ーストラリアドル、南アフリカランドが新たに取り扱い通貨として2011年に含まれた。一方、インドル

ピー、シンガポールドル、ニュージーランドドル、中国人民元は2012年の追加通貨として現在検討さ

れている。

25
マネーロンダリング防止

（AML）/テロ資金供与 
の防止（ATF）

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は、2012年2月16日、マネーロンダリングお

よびテロ資金供与との闘いに関する国際基準の見直し（International Standards on Combating 
Money Laundering and the Financing of Terrorism）を公表した。FATFは、2013年に加盟国の

4回目の評価を開始し、国々がいかに効果的に設定された基準を実行しているかをもっと集中的に評

価することに焦点を当てる予定である。

26
決済通貨としての人民元

（RMB）

中国人民銀行（PBC）によって発表された新しい規制のもと、地域的な制約はあるものの世界各地

の貿易会社はRMBで貿易決済を行うことができる。これは、人民元の国際化を促すだろう。2011年
末に人民元で行われた貿易は、前年の4倍となる2兆1,000億元で、2011年の中国における輸出入合

計の9%を占めた。

27 EU UCITS IV指令

証券投資信託事業（UCITS）IV指令は、計画通り2011年7月1日に施行されたが、この指令を定めら

れたタイムラインまでに地域の法律に組み込んだのは少数の加盟国のみだった。欧州証券市場監督

機構（ESMA）は、ホスト加盟国の監督機構はUCITS IVのもと有効な通知を拒否することができな

いことを明確にした。これは加盟国が指令を法律に組み込んでいなくても同じである。
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 セクション 2
イニシアティブの波は引き続き決済の変化を駆り立てる

本来業界イニシアティブとして開始されたSEPAが�

現在では規制機関のイニシアティブとなっていること

を明示している。

しかしながら、同時にバーゼルIIIのような他のイニシ

アティブは、システミックな規制が独自の要件を含む

につれ、必然的にSEPAと密接に結び付き、投資、流

動性、その他金融サービスビジネスモデルの主な要素

に関して、銀行に対して潜在的に異なる影響を与えて

いる。これは、規制当局とマーケットプレイヤーにとっ

て、現在の規制を総体的にとらえ、それぞれの規制が

他に与える影響と真の効果を注意深く測ることがいか

に重要かを示している。

KRIIの複数の影響を構想することで、それらが標準

化などの業界のトレンドをいかに促進するかを知るこ

とができる。しかしまた、それらの影響において規制と

業界イニシアティブが、直接もしくは間接的にますます

組み合わさり、イノベーションを促しているということ

も非常に明白である（図表2.3参照）。

KRIIがまとめられる際に、イノベーションは中心的なテ

ーマとして明らかに

事実、KRIIはそれぞれ個別に策定されることが多い

が、一度相互接続された決済の世界で導入されると、

実行上、その影響は全体に及ぶ。この理由から、規制

当局も決済業界も、どのようなKRIIであっても個別に

見ることができないのだ。どちらかというとKRIIは、

その他の決済手段や地域への潜在的なノックオン効

果と、決済領域自体の進化も考慮して全体的に見る必

要がある。

SEPAは、付随する目的を持つその他のイニシアティブ

を生んだイニシアティブの代表的な例だ。しかしまた、

バーゼルIII（#1）のように、その他のKRIIの目的に制

約を与えている。SEPAは、調和のとれた決済サービス

の政治的ビジョンに対する業界からの回答だったが、

法的な基盤を必要とした。これが、加盟国国内法に置

き換えられなければならなかった決済サービス指令

（PSD）になった。拘束力をもった移行最終期限は、

図表2.3 業界変革動向（ITT）に関し、重なり合う主要規制・業界イニシアティブ（KRII）

注:ACH – 自動クリアリングハウス（Automated Clearing House）；AML/ATF – マネーロンダリング防止（Anti-Money Laundering）/テロ資金供与の防止（Anti-Terrorism  
Financing）；CPSS-IOSCO – 支払決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems（CPSS））と証券監督者国際機構専門委員会（Technical Committee 
of the International Organization of Securities Commissions（IOSCO））；FSA – 金融サービス機構（英国）；NFC – 近距離無線通信（Near-field communications）；PSD – 決
済サービス指令（Payment Services Directive）；SEPA – 単一ユーロ決済圏（Single Euro Payments Area）；UCITS - 証券投資信託事業（Undertakings Collective Investment 
in Transferable Securities）
出典：Capgemini Analysis（2012年）；ワールド・ペイメント・レポート（2011年）
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図表2.4 主要規制・業界イニシアティブ（KRII）が決済におけるイノベーションを促す可能性

注:KRIIは、SEPA（＃6）やeマネー指令（#7）のようにバックエンドのオペレーション面や顧客に焦点をあてたイノベーションであっても、その最大のインパクトを特徴づけるよ

うな領域に位置しているものである。；ACH – 自動クリアリングハウス（Automated Clearing House）；AML/ATF – マネーロンダリング防止（Anti-Money Laundering）/テロ

資金供与の防止（Anti-Terrorism Financing）；CPSS-IOSCO – 支払決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems（CPSS））と証券監督者国際機

構専門委員会（Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions （IOSCO））；FSA – 金融サービス機構（英国）；NFC – 近距離無線通信

（Near-field communications）；PSD – 決済サービス指令（Payment Services Directive）；SEPA – 単一ユーロ決済圏（Single Euro Payments Area）；UCITS - 証券投資信託

事業（Undertakings Collective Investment in Transferable Securities）
出典:Capgemini Analysis（2012年）

例えばバーゼルIIIやダービン修正条項（#9）といった

その他のシステミック・イニシアティブは、間接的にイ

ノベーションを推進し、時には顧客がほとんど目にし

ないような方法で効率性をもたらすようなオペレーシ

ョナル・モデルを通じて提供される。この原動力は、コ

ンプライアンスを達成することがコストを大幅にアップ

させることから生じる。そのため、PSPは利益率を維持

するための他の手段を考えなければならされない。こ

れまでオペレーショナル・イノベーションは最も一般的

だが、コモディティ化のリスクは最大となる。

イノベーションが多くの方法で明らかになっている。一

部のKRIIは、直接的もしくは間接的な目的としてイノ

ベーションと共に策定されている。また、イノベーショ

ンは既存の業界フレームワークを乗り越えたり、もしく

はバーゼルIIIのような新しい規制基準に準拠するプ

ロセスによって促進される。また、顧客の目にみえる具

体的な形で明らかになったり（「顧客中心」）、あまり

目に見えない形で表面化したりする（「バックエンド」）。�

図表2.4は、多岐にわたるKRIIがいかにこのような方

法によって分類され得るかを示している。
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 セクション 2
イニシアティブの波は引き続き決済の変化を駆り立てる

一部のKRIIは顧客にとって他よりも直接的な価値を創出

KRIIによってイノベーションの潜在的な大きさに違い

があり、それらが提供者や利用者に与える影響の度合

いも異なる。PSPは、最もユーザーに影響を与えるこれ

らのKRIIを活用し、顧客満足度を高めることができ

る。例えばmペイメントについて考えてみよう。

mペイメントは、ユーザーがいつでもどこでも決済を行

なうことが可能になることから、決済全体の景観を大

きく変えている。現在のイニシアティブの多くがスマー

トフォンのプラットフォームを発展させることに焦点を

置いているが、次のステージは他の携帯デバイスで決

済機能を使って決済を行なうことを可能にすること

だ。これは、エマージング経済圏の人々が金融サービ

スシステムにアクセスする能力を高める。しかしなが

ら、mペイメントはまた、PSPによる決済プロセスに相

当な影響を与える（図表2.5を参照）。そのため、イノベ

ーションは、充分なコミットメントと変化なしには達成

できない。

電子政府（#16）と欧州でのデジタル・アジェンダ（＃17）
は、顧客の満足を高めるKRIIの別の良い例だ。電子

政府の背景にある本質は、情報通信技術（ICT）の社

会的・経済的潜在性を最大限に拡大し、市民およびビ

ジネスに対して情報とサービスを提供することである。

電子政府は、電子調達、電子請求書発行、そしてeペイ

メントにまで拡大しており、そのため決済サービスの利

用者（PSU）と決済事業者のプロセスの両方に与える

潜在的な影響は大きい。これは、ブロードバンドやモ

バイルテクノロジーへのアクセス増加により牽引され、

通信会社の能力強化によって加速されるだろう。正味

の影響は、オンラインとmペイメントを促進し、社会と

経済が一体化して、取引の信頼性と安全性が向上する

ことだ。

イノベーションを推進するという直接的な特定の目的

を持つKRIIは、しばしば顧客の目にみえる方法で、既

存のフレームワークを通じて実行される。多くの場合、

ノンバンクプレイヤーたちは、今日までこれらの分野に

おけるイノベーションの鍵となっている。それは、彼ら

がこの既存の銀行インフラを活用することができてい

るからであり、決済バリューチェーンの非常に限られ

た領域において、顧客主導のイノベーションを提供す

るという、顧客が銀行サービスに長期的な信頼関係

によるものだ（イノベーションに関してはセクション3も
参照）。

典型的な例は、非接触型カード/NFC（#14）だ。NFC
テクノロジーを搭載するスマートフォンの数が増えてい

ることによって、決済業界において市場がこのテクノロ

ジーの使用を促進する準備ができていることがわか

る。NFCイノベーションを先行試行している銀行やノ

ンバンクのプレイヤーには、Google、ペイパル、�

MasterCard、Visa、アップルといった主要企業が含ま

れる。

通常、電子政府（#16）、欧州でのデジタル・アジェンダ

（#17）、モバイル決済（#13）、非接触型カード/
NFC（#14）、小切手の変革（#12）といった業界の慣

習を整備するためにつくられたKRIIは、おそらく相体

的に最も高いイノベーションの潜在能力を持っている

だろう。それは金融監督に関連したイニシアティブより

もずっと高いものだ。
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ことに焦点を当てている。例えば米国では、小切手

への依存度は、消費者とB2B決済両方で高い。その

ため、イノベーションはデジタル化と電子決済によっ

て処理を最適化することに焦点が置かれている。フ

ランスでは、処理コストが非常に高いため小切手は

まもなく姿を消すだろう。フランス銀行の一部であ

る金融セクター諮問委員会（Comité Consultatif du 
Secteur Financier）は、遅くとも2017年には半分の

小切手が姿を消すだろうと見込んでいる。イタリア

銀行協会（ABI）もまた、2013年までに小切手の使

用をデジタル化する目的のイニシアティブを開始し

た。他にも、小切手に関する顧客中心のイノベーシ

ョンには、顧客が携帯デバイスを用いて小切手の画

像をアップロードし、対応する預入を行なうことがで

きる遠隔預入が含まれる。

 �  英国リアルタイムリテール決済（#11）イニシアティ
ブは、一部の決済をスピードアップしている。サービ
スは参加銀行に、振替決済や請求書決済、自動振
替などの少額の電子決済の処理をほぼリアルタイム
で提供することを可能にする。

しかし、究極の決済業界の変革は、直接的にイノベー

ションを目的として、PSPとPSUの両方に恩恵を提供

するこれらのKRIIによって最速かつ末端にまで促進

されるだろう。これはPSPにとって、KRIIの周囲にイノ

ベーションを構築し、利用者に目にみえるインパクト

と、決済のプロセサーに利益を（もしくは少なくとも管

理可能にする）提供する即効性のある成功を獲得する

またとないチャンスである。図表2.5に示される通り、

小切手の変革と英国リアルタイムリテール決済の2件
は、このような即効性のある成功の良い例であること

が証明されている。

 � KRIIとして、小切手に取って代わる（#12）取り組み

はイノベーションを促進するものである。すなわち、

より効率的な手段による代替を用いることによって

行われるものだ。これらのイノベーションは、顧客の

目にみえる具体的な形で既存のフレームワークを通

じて行われている。一部の国では、小切手の使用が

確立されている場合は、イノベーションは代替に焦

点をあてたものでなく、その使用をもっと容易にする

図表2.5 決済サービスプロバイダー（PSP）と決済サービスユーザー（PSU）に対する主要規制・業界イニシアティブ（KRII）�
のインパクト

注:ACH – 自動クリアリングハウス（Automated Clearing House）；AML/ATF – マネーロンダリング防止（Anti-Money Laundering）/テロ資金供与の防止（Anti-Terrorism  
Financing）；CPSS-IOSCO – 支払決済システム委員会（Committee on Payment and Settlement Systems（CPSS））と証券監督者国際機構専門委員会（Technical Committee 
of the International Organization of Securities Commissions（IOSCO）の）；FSA – 金融サービス機構（英国）；NFC – 近距離無線 通信（Near-field communications）；�

PSD – 決済サービス指令（Payment Services Directive）；SEPA – 単一ユーロ決済圏（Single Euro Payments Area）；UCITS - 証券投資信託事業（Undertakings Collective 
Investment in Transferable Securities）
出典：Capgemini Analysis（2012年）
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 セクション 2
イニシアティブの波は引き続き決済の変化を駆り立てる

これらの現実を鑑みると、今日までのSEPAのイノベー

ションは「効率的フロンティア」に焦点があてられてい

る（図表2.4）。しかし、その理由の大半は、SEPAの進

展がSEPA商品への移行を容易にするために必要な規

則と手順、技術仕様の制定と施行にあるためだ。つま

り、すべての参加者が差し迫ったSEPA優先事項に共

通の理解を持つことを確実にすることを促す、というこ

とが焦点になっている（施行前に設定されたマイルスト

ーンも含む）。口座振込と口座引落しに関してSEPAへ
の移行が義務付けられた今（「SEPAのアップデート」

参照、p33）、今後SEPA評議会は欧州決済評議会

（EPC）と同調し、その焦点を標準化の活用と競争と

イノベーションの促進に移すことができるだろう。

SEPAは、PSPによるmペイメントやeペイメントといっ

た技術的なイノベーションへの投資を推進し、eSEPA
への移行を促すことで、PSUのためにさらに多くの選

択肢や今まで以上の透明性、そして効率性を生むこと

を目的にデザインされた。このプロセスの中で、クロス

ボーダー取引におけるコスト削減は、その他のSEPAイ
ノベーションのメリットと相まって、今後数年の経済成

長を促す手助けとなるだろう。

eSEPAへの道のりにおける直近の発展の中には次のも

のがある。

 � EPCモバイル。EPCはすべてのステークホルダーと

共にモバイル決済のエコシステムに取り組んで、モバ

イルベースのSEPA決済に必要な基準の発展の手

助けをし、mペイメントに関するホワイトペーパーを

数多く発表（直近のものは2012年2月）している。そ

の目的は、mペイメントを促進させ、維持可能なmペ

イメントインフラの開発を確実にすることである。

 �  電子請求書。電子請求書は、紙の請求書に対して大

きなメリットを提供する。これには、紙の請求書より

も決済処理を早く行えること、印刷コスト削減、そし

て完全に自動化された決済プロセスが含まれ

る。SEPAは、欧州で相互運用可能な電子請求書ス

キームを開始する理想的なプラットフォームを提供

している。これにより、ビジネスに対し、最大年間

650億ユーロの節約が見込まれる。14 2011年、ECは

電子請求書に関する欧州マルチステークホルダーフ

ォーラム（European Multi-Stakeholder Forum on 
Electronic Invoicing）を設立した。これは、すべて

の加盟国の民間および公共セクター出身メンバーと

市場のユーザー出身のステークホルダーで構成され

ている。フォーラムの目的は、国家そしてEUレベル

で電子請求書の広範な利用を促すことだ。

その他のKRIIにはイノベーションを促進し、顧客の満

足を確立する大きな潜在性がある。しかし、PSPにとっ

てはさらに困難であり、そのためこれらの分野のイノベ

ーションを具体化するには時間がかかるだろう。例え

ば、ダービン修正条項（#9）は、顧客の利益になるよう

デビットカードのインターチェンジフィーの上限を定め

た。しかしながら、一部のPSPは加盟店手数料の損失

を補うべく毎月のサービス費用を値上げした。修正条

項は、店舗が最低2つの独立したネットワークを経由し

た処理を選択できることを求めている。そのためPSP
にとっては、費用の損失とネットワークの競合の間で、

デビット・カード取引の処理を革新するインセンティブ

が以前より少なくなっていることはほぼ間違いない。特

に、消費者が取引に余計なコストがかかると感じれ

ば、決済ボリュームは減少するからだ。

イノベーションを促進または制約するKRIIの能力はま

た、時間とともに変化する。市況とユーザーの行動が

変われば、KRIIのイノベーションの焦点がオペレーシ

ョンから顧客中心ベースに変わる可能性が高い。オペ

レーション面での改善が共有化され、PSPが顧客のイ

ノベーションを通じて差異化させる必要性が出てくれ

ば特にである。SEPAはまもなくこういったケースに直

面するだろう。

SEPAの焦点、十分なコンプライアンス、顧客のイノベー

ションに向けてシフトさせる必要性の誕生

KRIIとしてのSEPAは、今日までPSPに対して非常に

大きな影響力を有し、またPSUに対しても中程度の影

響力を持っていた（図表2.5の#6）。SEPAの目的は競

争、イノベーション、そして効率性である。標準化も共

通テーマであるが、制約を生む要因でもある。

例えば、初期には競争力の差異化要因となるというこ

とで、イノベーションの発射台として標準化に焦点が置

かれた。しかしながら、実際には国家機関とマーケット

プレイヤーたちは、協調の原則を追い求めていたにも

関わらず、異なる欲求から標準化を受け入れた。その

ため、採用と競争は当初の予定とは異なり、まだ広が

っていない。

規制不足と過剰規制の微妙なバランスがある可能性

がある。eペイメントやmペイメントといったエマージン

グな決済手段は、標準化されるには非常に未熟であ

る。そのため、市場の力は関連規制の発達よりもまず、

これらの決済分野を発展させることに集まりがちだ。

同時に、標準化と適切で一貫したフレームワークがな

ければ、そのような市場は、次善の選択とでも言うべ

き相互運用性のない、複数の互換性に欠けた独自のソ

リューションに細分化してしまうだろう。

14 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
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2014年の移行期限以降のSEPA評議会の焦点は再度

シフトする可能性がある。しかし、どのような形もしく

は姿になるのかはまだはっきりしていない。しかし、評

議会が最終的に持つ役割、力、権限、そして他の業界

団体やプレイヤーたちとの関わりをどのように特徴付

けるか。従って、ガバナンスの問題は今後重要になって

くることが考えられる（SEPAのアップデートも参

照、p33）。

しかし、今のところEC、ECB、EPCそしてSEPA評議

会は、競争、イノベーション、効率性を高めるという

SEPAの最終目的に対応するべく、移行に拍車をかけ

る必要があるだろう。標準化は競合企業がイノベーシ

ョンを促すことができる共通プラットフォームを提供

し、デジタル化は効率性を改善しなければならない。

最も適切であるためには、標準化の主要な焦点は、時

期尚早なeペイメントやmペイメントよりも、コアな決済

に当てられるべきである。しかし、焦点がeペイメント

やmペイメントの標準化に向いた場合、イノベーション

がそれでも成長できるような方法で行われる必要があ

るだろう。

この意味では、SEPAはイノベーションを促進または

制約するKRIIの能力が、オペレーションの条件や決

済エコシステムにおけるプレイヤーの位置づけに依存

することを最も良く描き出している（これらの問題に関

する幅広い議論については、セクション3を参照）。

 �  電子マネー指令（EMD）。20ヵ国のEU加盟国が既
にEMDを国内法に準拠させており、EMDは欧州
経済領域に関する協定（EU加盟27ヵ国とアイスラン
ド、リヒテンシュタイン、ノルウェーをカバー）に組み
込まれている。全ての加盟国間で施行が完全に行わ
れていないとしても、今年、ECはこの指令をさらに
見直す予定である。

電子決済のための強固なフレームワークを確実に発展

させるために、ECは欧州全体のカードやインターネッ

ト、mペイメントの市場統合の妨げとなる得る問題に

ついて、すべてのステークホルダーからのインプットを

求めている。まずは、2012年初頭のグリーンペーパー15

の協議において話し合われる。EPCとSEPA評議会は

今後、決算市場での競争、連携、イノベーションを促

し、2014年2月の期限までにSCTとSDDの決済スキー

ムに移行する義務を確実に達成する役割を担うこと

に焦点を当てている。そのため引き続き連携すること

が重要になるだろう。

現在までのSEPA評議会の役割は、SEPAの移行プロ

セスを監視・サポートし、SEPAのビジョンが実現され

ることを確実にすることである。また、SCTとSDDの

ルールブックで決められた通り、EPCがSEPA決済ス

キームを発展・維持する責任を担っている一方

で、SEPA評議会は関与者すべてを巻き込み、SEPA
プロセスの説明責任と透明性を確実にしようと試みて

いる。

15 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm
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2014年2月の強制適用期日がSEPA口座振込と口
座引落としに設定

SEPA口座振込（SCT）とSEPA口座引落し（SDD）への移行

期限は2014年2月1日に設定されている。確固とした期限が

決められていることは、これらの手段の採用率を大幅に増

加させるトリガーになるだろう。しかし、基準の理解が一貫し

ない可能性は問題として残ることが考えられる。

2012年4月時点で、欧州の決済ボリュームの95%以上を占め

る4,559行の銀行でSCT取引が利用可能であった。しか

し、SCTインジケーター（ユーロ圏の口座振込合計に対する

SCT取引の割合）は2012年3月末時点でたったの27.2%に留

まっている。それでもなお、2014年の期限に向かって、残り

の2012年の間にその利用が増加することが見込まれる。

SDD利用率は非常に低いものの（0.4%）、期限までに法制

面での確実性がもたらされることから、大幅に増加するも

のと考えられる。2012年2月時点で、3,928社のPSPによる

SDDコア（消費者向け）が、SEPA決済の80%のボリューム

を占めており、うち3,447社のPSPはSDD B2Bが利用可能

である。企業に対しては厳格な期限がなかったこと、また自

らの顧客が利用可能か、もしくは移行プロセスにおいて銀

行がサポート可能かが不確かであったことから、企業が

SDDを受け入れる動きは鈍かった。銀行に関しては、企業

が採用するかどうかが不確かな状況で、SDD能力にコミット

することについて躊躇いを見せている。

SEPAカードフレームワーク（SCF）は、初期の導入段階に留

まっており、EPCがイシュアやアクワイアラ、カードスキー

ム、オペレーターを統治するためのハイレベルな原則を開

発した段階である。関連するEMV基準（不正防止のための

チップ技術）の採用は、2008年の導入以降安定的に増加し

ており、2011年12月までに店頭販売（POS）端末で行われ

たすべての取引の79.7%がEMV対応のものだった。ユーロ

圏では、SEPAに準拠した取引は、トータル件数のうち、カー

ドが90.43%、POS端末では92.96%、ATM（現金自動支払

機）が96.28%だった。

SCT/SDDの移行期限がSEPAに対してある程度の確実性を

与える一方で、ステークホルダーたちはそれでもなお、以下

を含む導入における様々な要素に取り組んでいる。

 �  完全に異なる解釈。SEPA規制の詳細な要件に対する共

通理解は重要であるが、達成されていない。これらの不明

瞭となりうる主要点に対するガイダンスを策定するとい

う、欧州銀行連合会が主導する作業は非常に重要となっ

ており、共通の導入計画の前提を設定することを可能にす

る手助けとなっている。

 �  根強い不確実性。加盟国は、様々な加盟国移行期間オプシ

ョンのもと、2013年2月まで求めている適用除外項目を最

終化する必要がない。これにより、PSPや企業がその期限

まで完全な確実性を持って計画できないために問題となっ

ている。例えば多国籍企業は、それぞれの国でどの体制が

採用されるかが正確にわかるまで、組織全体のしっかりと

した計画をたてることができない。

 �  技術的な準備。技術標準に関する原則が策定されてはい

るが、現在技術的メッセージングに食い違いが数多く存

在しており、相互運用性が保証されない可能性が浮上し

ている。

現在のところのSEPA導入の主な焦点は、移行促進の手助け

となるべく認識を高め、2012年末までに詳細な計画の準備

を完了させることだ。それを超えれば、決済業界は欧州での

デジタル・アジェンダに目を向け始めることができ、金融サ

プライチェーンでのイノベーションを推進するためにいかに

SCTとSDDを活用できるかを検討することができる。

銀行と企業に重くのしかかるSEPAの導入義務

SEPA導入期限の設定は、需要・供給サイドをさらに納得の

いく方法でSEPAの「ビッグタイム」シナリオに向かわせる手

助けとなるだろう。このシナリオのももとでは、SEPAは最大

限施行され、すべての潜在的なメリットが捉えられ、基本的

なSEPA手段が自動的に共有化されることになる。この可能

性は、銀行が取引ボリュームや件数を増やすため、それ以上

に積極的に取り組むことによって自らを新たなポジションに

位置づけることを意味している。それが示す通り、実際のと

ころSEPAを施行する作業は、銀行と企業の顧客に大きく依

存している。

リテール顧客に関しては、メリットを活用する以外にはほと

んど関係ない。消費者は、決済市場での競争の激化とその

結果生じるであろうイノベーション、さらにカスタムメイドさ

れた決済ソリューションにアクセスすることができる。将来、

決済費用の透明性の高まりにより、顧客は全体的な取引コス

トを削減できるような賢い選択をすることができるだろう。

統合された決済市場は、決済取引の安全性を高め、リモート

決済方法（eペイメントとmペイメント）への信頼を促す手助

けとなるだろう。

ノンバンクPSPもまた、標準化された決済市場で、国境に関

係なく自由にオペレーションを開始するチャンスを捉えよう

としている。市場参入の障壁は彼らとって比較的低いもの

だ。というのは、潜在的収益が高く、SEPA「決済機関」（PI）
が決済ビジネスに参入し既存のインフラが活用できるにも関

わらず、銀行ライセンスは不要であるからだ。それどころか、

ノンバンクは大半が資金振替業者としての役目を果たすにも

関わらず、高い競争力を有する。つまり、技術的に預金を保有

していないため、彼らは銀行に適用される数多くの厳格な制

約の対象とならないのである（例：所要資本等に関して）。

SEPAのアップデート
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しかし、企業にとってはSEPAの引受けは大きな意味を持

つ。それは、SEPAが特化した計画の策定とステークホルダ

ーの積極的な関与を必要とするからだ。特に短期のメリット

が明白でも、最初に保証されるわけでもないからであ

る。SEPAの移行のために、企業は相当な量の戦略と財務面

での投資が必要となるだろう。しかし、施行すれば、市場で

利用できるソリューションを通じて、また、各準拠項目に従う

以上のアプローチをSEPAに対して取ることで、メリットを�

創出することができる。重要な成功要素には以下が含ま�

れる。

�� 包括的なITアセスメントとロードマップ。SEPAの移行

は、ITインフラとプロセスの数多くの側面に及ぶ可能性が

あり、フロントエンドからバックエンドにまでわたるた

め、ITの位置づけが重要となるだろう。

 � SEPA移行プロジェクトには、全地域にわたって厳正な分

析を行い、売掛金(A/R)と買掛金(A/P)のプロファイルを

構築することで、当該プロジェクトのスケールと範囲を定

義することが必要である。そして、企業はスムーズな移行

を計画しなければならない。

�� 決済が様々なステークホルダーのために安定的かつ正確

に行われるように、決済データベースをアップデートする

必要がある。SEPAにはIBANへの移行が含まれる。これ

は、ISO 20022 XMLに基づいた新しいメッセージフォーマ

ットで、非常に多くの企業がベンダーや従業員から銀行情

報を収集したり、現地の発行当局から銀行コード情報を収

集する方法を変える必要に迫られるだろう。また、口座引

落しを管理する方法についても同様に必須である。

課題はあるものの、SEPAに準拠することは、欧州企業に�

とって社内システムを自動化し、より効率よくすることでそ

の最終的収益を改善する良いチャンスとなる。例えばSEPA
は、企業において銀行口座を統合することを可能にする。特

にSDDを使用し、流動性管理の効率性とキャッシュフロー

の可視化を改善することで可能となる。標準化されたSEPA
のフォーマットもまた、徹底した自動化とリコンサイルを可

能にし、さらにストレート・スルー・プロセッシング（STP）を
拡大し、処理コストを下げることができる。安全面とコスト

面でのメリットに加えて、SEPAはまた、SDDのようなSEPA
手段によって後押しされた新しい貿易ルートを用いること

で、中小企業（SME）がクロスボーダービジネスを拡大する

機会を創造する。

欧州企業は一部の主要な導入上の課題を克服するために、

銀行との強いパートナーシップを必要とするだろう。しかし

銀行は、自行が抱える数多くの導入上の問題に直面してい

る。SEPAの導入には、関連した多額のコストが発生すると

いう課題があるだけでなく、新規のプレイヤーとの競争が�

高まる可能性がある。決済の収益は低下圧力にさらされて

いる。その圧力は、クロスボーダー取引手数料が取り除かれ

ることで、さらに強まる。銀行はコスト効率と革新的なソ�

リューションを追求することによって、コスト圧力を軽減す

る必要がある。

従って、彼らは自分たちのSEPA移行プログラムを設定し、新

しいSEPA準拠サービスを顧客のために提供し、SEPA移行

戦略に取り組み、顧客が国内決済商品からSEPA商品に移行

する上でのサポートを行なう必要があるだろう。

事実、SEPA及びその他の規制の圧力が決済ビジネスの需要

を変えるため、大半の銀行は、おそらく顧客や競合者とさら

に協力的な関係を構築していく必要があるだろう。有力な欧

州の銀行の1行は、「SEPAのような規制イニシアティブは、我

々の従来のビジネスモデルと収益の流れにとっての重大な挑

戦である」と述べている。この圧力は、銀行が試行によって

伝統的に確立された真のモデルの先を見る必要性を生んで

いる。

銀行は、決済/回収フローを中央で集中化させる企業向け決

済ファクトリーのようなサービスを提供することで、例えば企

業顧客の支援をすることができる。銀行はSEPA圏の中で所

在地に関係なく、顧客により簡単にサービスを提供できるよ

うになるだろう。そして、銀行はビジネスを拡大し、よりコス

ト効率の良い形で顧客のニーズに応えることができるように

なるはずだ。

全てのステークホルダーが移行に関する細目に焦点
を当てる必要性

すべてのステークホルダーにとっては、SEPA SCTとSDDの
移行が2014年に向けて義務付けられた今、SEPA施行の詳

細に焦点を当てるときが来ている。特に銀行と企業は、決済

処理とインフラをアップグレードし、PSU-PSPの関係を改善

させる必要があるだろう。成功に向けて、彼らは以下のこと

に取り組まなければならない。

�� システムの柔軟性。銀行は柔軟な決済システムを開発し、

今後SEPAの準拠プロセスが変化する中で生じる変更と進

展に対応しなければならない。システムは、複数の将来の

シナリオに対応できるものでなければならない。その中に

は、ことによると、今使われていない国家通貨への回帰に

つながるような、ユーロ圏自体の再構成も含まれる。

�� 移行ステップの優先順位付け。銀行と企業は、SEPA移行

の各ステップのための明確な優先順位を示すマップを作

成する必要があるだろう。ITの移行のように高いレベルで

焦点を当てることが必要な分野は、分類し優先順位をつけ

る必要がある。そして、既存のITシステムのアップグレード

をするか、または新しいシステムを導入するかといったよう

なコスト効果に関する意思決定を行なう必要がある。

�� アウトソーシングの選択肢。銀行と企業は、早い段階で決

済プロセスの一部をアウトソースするか否かを決定する必

要があるだろう。SaaS（Software-as-a-service）とビジネ

ス・プロセス・アウトソーシング（BPO）モデルは必要に応じ

て選択され、パッケージベースの商品が展開されることが

考えられる。また、これはノンバンクとの潜在的なパートナ

ーシップが検討される分野でもある。

�� 決済商品のミックス。企業は、非常に特殊なオペレーショ

ン・プロセスを必要とする、複数の決済商品を利用し続け

るか否かを分析する必要があるだろう。流動性とキャッシ

ュマネジメント商品および、リコンサイル目的の商品をすべ

て分析し、企業は銀行とその他のサービスプロバイダーと

協働した上で、新しいオプションを調査する必要がある。
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図表2.6 SEPAの進展と予測

出典：Capgemini Analysis（2012年）；エグゼクティブ・インタビュー（2012年）

■  SEPAは成功し、新たにイノベー
ションのためのプラットフォーム
を提供する

■  SEPAはその他すべての決済スキー
ムを置き換える

■  SEPAはさらなるイノベーションと
効率性を獲得するためにすぐれた
基盤を提供する

■  SEPAの手段は導入される
が、ECが見込むような牽引力と
利用は得られない

■  移行とメリットの進展は遅い

■  SEPAが望むような牽引力を得
ない場合、イノベーションのた
めのプラットフォームを作るこ
とへの影響は限られるだろう

SEPAシナリオA

SEPAシナリオB

高

中

起こる可能性

SCTとSDDの開始

SEPA評議会の開始

SEPA移行義務最終期
限を発表

クロスボーダーDDのための
SDDの支払の相互インター 

チェンジ手数料（MIF）の禁止

金融機関識別コード
（BIC）は、国内取引では

必要にならない

加盟国は2013年初頭まで
に、国特有のオプションを
選択しなければならない

ユーロ加盟国のための 
SCTとSDDの移行期限

ユーロ圏加盟国の利用 
可能性（SCTとSDD）

非ユーロ圏のためのSCT 
とSDDの移行期限

ニッチ商品のための移
行期限

BICコードはクロスボー 
ダー取引には不要

国内DDのためのSDDに 
関するMIFの禁止

非ユーロ加盟国の利用 
可能性（SCTとSDD）

バンドルされたSCTと 
SDDのPSU向けのメッ 
セージフォーマットを 
加盟国が放棄する許可

国固有の各国内の銀行口
座番号（BBAN）を国際銀
行口座番号（IBAN）に自

由に転換

S
E

PA
手
段
の

採
用

2008年～2011年 2012年～2014年 2014年以降

ユーロ圏の経済の不安定
さと政府債務危機の問題
は、決済に関する規制の
調和・導入イニシアティブ
からリソースをそらす可能

性がある

示されたタイムライン内で、SEPA施行の成功に必要となるマイルストーンを示す

SEPAの前途

銀行と企業およびノンバンクPSPは現在、移行期限と言う形

でインセンティブを有しており、これらを含めその他のSEPA
準拠の課題に対応している。しかし、急激に変化しボラティ

リティの高いマクロ経済環境が、期限に向けた準備におい

て、SEPAの進捗の行程とペースを変える可能性がまだあ

る。

実践レベルでは、ユーロ圏の経済の不安定さと未だに続く

債務危機が、調和が進展するプロセスから、SEPAに対する

注目度と投入資源を減らしてしまう可能性が未だに残ってい

る。すべてのステークホルダーは、効果的な対話と連携した

行程を追求・維持し、本来描かれていたSEPAのメリットを

享受する必要があるだろう。（図表2.6はSEPAの潜在的な行

程を示している。）

グリーンペーパーの協議に続く新ステップのような新しい規

制イニシアティブが、その他の規制と連携し、規制面での一

貫性を確実にして、さらに強固なデジタル・アジェンダをしっ

かりと構築する必要がある。グリーンペーパーは、様々なトピ

ックスを取り扱ってはいるものの、理路整然としたビジョン

が欠けていることは明らかである。そのため、これを明らか

にする機会と必要性がまだ残っている。

SEPA評議会のガバナンスもまた、検討する必要があるだろ

う。その役割を明確にし、評議会、ECそしてEPCが適切にす

べてのステークホルダーを代表することを確実にすることに

焦点を当てなければならない。欧州全体の銀行家たちは、

将来のSEPAを形成し、競争、イノベーション、効率性という

主な目的を達成するために企業がより積極的に関与するこ

とを求めている。

ECはSEPAのガバナンス構造を見直し、2012年末までに新し

いモデルを提案する予定だ。これには、すべてのステークホ

ルダーからのインプットを確実にする、構造的な変更が含ま

れる。EPC（現在SEPAプロジェクトを統率している）

は、SEPAのガバナンスに関して3層構造を提案している。

�� 政治層:SEPA評議会は政治層を形成し、意思決定組織と

して行動し、SEPAプロジェクトを「所有」する。これに

は、EC/ECBからの代表者のほか、市場の供給サイド

（PSP）・需要サイド（PSU）を含む。

�� マルチステークホルダー実現層:新しく組織されたカード・

ステークホルダー・グループ（CSG）が、SEPA評議会によ

って設立・管理され、eペイメントやmペイメント、カード、

キャッシュ、SCT、SDDに関するインプットの調整をする。

�� ステークホルダーの位置づけと組織層:EPCは要望に応じ

て、複数のステークホルダー組織に技術的サポートを提供

し、その他のサポート義務を実行する。

また一方、明確な責任が構造化されれば、ガバナンスは欧州

全体のステークホルダーからの強い要望に対応し、決済の

戦略的決定においてノンバンク、企業、そしてユーザーの代

表を増やす必要がある。
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3
	� 既存のオペレーションにおいて、効率性とコスト効率を内部的に改善させることに成功した後、多数の

銀行が益々イノベーションの焦点を顧客中心にシフトしている。このシフトにより、銀行は、おそらくパ

ートナーシップを通じて、M-Pesaやオクトパスといったノンバンクプレイヤーがマインドシェアを捉え成

功をおさめている現在のイノベーション分野に、より正面から取り組むことを課されるだろう。新しいプ

ラットフォームを持ち、レガシーシステムの制約がないノンバンクは、独自のビジネスモデルを活用し、収

益を生み出すために特定の顧客ソリューションのイノベーションを促している。

�� イノベーションに対するハードルは残るものの、顧客維持と獲得は重要な成果である。決済におけるイ

ノベーションは、ガバナンスや技術、規制に関連して至る所にある障害に直面しているが、おそらく最大の

課題は、投資収益率を測るのが難しい場合でも、決済に特化した強固なビジネスケースを構築する必要

性だろう。決済のイノベーションの目的は、財務面でのリターンのみではない。PSPにとって、現在進化中

の決済ビジネスにおける最も重要な配当は、顧客の維持と獲得に関連している。

 �  多くの銀行は、決済のバリューチェーンの特定領域におけるイノベーションをターゲットにしている。

ターゲットを定めたイノベーションは、バリューチェーン全体にわたってイノベーションを行なう試みに比

べ、よりコスト効率の良いものとなる。展開に成功すれば、コア・コンピタンシーと既存の需要において

顧客中心のイノベーションが約束されるからだ。その結果、我々の調査では、銀行が提案の作成や決済

指図、オペレーション・プロセッシング、口座報告書、請求書に益々に焦点を当てる可能性があることが

確認されている。

 �  規制もまた、イノベーションへの道を開くことができる。一般的に規制とは、競争・標準化・社会を巻き

込んだ活動によりイノベーションを支援する一方、ターゲット市場への参入や、例えば価格に関する規制

などによって、潜在的にイノベーションを遅らせたり阻止したりする。しかし、決済のイノベーションが成

功したケースでは、通常多くの業界関係者がその配当の恩恵にあずかっている。

 �  成功する決済のイノベーターは、ターゲットとなる顧客セグメントのニーズと、自身のイノベーション

能力に関する詳細な理解を有している。顧客のニーズによって直接促進される形式のイノベーション戦

略と、適切に活用されたイノベーション能力は、より納得のいくビジネスケースを作るのに役立ち、さらな

る成功のチャンスを生むだろう。より具体的にはイノベーターは以下の点を理解する必要がある。

	– セグメントごとの顧客を中心としたイノベーションのための主な成功要因（KSF）。「相互運用性」や 
「セキュリティ」といった共通のKSF、および「多通貨マネジメント」や「複数手段の品揃え」といった

顧客のセグメントに特化したKSFが存在する。

 –  「イノベーションのブロック（レンガ）」として、能力が測られる、イノベーションに対する彼ら自身の即

応能力。成功するためにPSPは、4つの主要エリア（財務、ステークホルダーの関与、文化/ガバナンス、

内部プロセスと技術）で構成される自らのイノベーションのギャップを特定し、それらを埋める必要が

ある。

将来、イノベーションを成功させるために、時間をかけてプロセスの効率性を向上させる一方で、銀行は体

系的なアプローチを必要とする。まず、イノベーションの基礎要素を評価・強化する。これには、様々な「価

値領域」に基づいて最適な提案を選択/作成し、その後、自分たちのイノベーション戦略にとって「マスト」

な能力を特に改善し、付加価値のある能力を追求することが含まれる。特に、イノベーションには銀行業

界以外に目を向け、特定のニッチな顧客中心の提案を行なうために協力できるパートナーを見つけること

が含まれるだろう。

銀行が顧客を中心�
とした機会をとらえる�
必要性

主
要
な
調

査
結
果
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イノベーションの第2波の中で、ノンバンクは顧客中心

のイノベーションにおいて、さらに優れた能力を見せて

いる。これは、ノンバンクPSPがどちらかというと既存

の銀行プラットフォーム（インフラ、口座管理など）を活

用していることと、バリューチェーンにおいて、スピー

ド、利便性、コストに関するメリットを提供できる革新

的な顧客中心のソリューションを提供可能な特定分野

だけを選んでいるためだ。このアプローチは、売上増加

を促進することを直接的な目的とした独自のビジネス

モデルを採用し、非常に成功をおさめている。これは、

新技術や従来のシステムによる制約がないこと、比較

的小さいコンプライアンスの負荷しかないこと、ノンバ

ンクの本質的な強みを発揮出来ているからである。

このような例のひとつが、「おサイフケータイ」または携

帯ウォレットだ。これは、2004年に日本のNTT 
DOCOMOによって開始された端末ベースのモバイル

ソリューションである。このイノベーションによってサポ

ートされたサービスは、決済以外にもおよび、電子マネ

ーやその他のサービスの受け皿になっている。サービ

スは大幅に成長し、非常に大きな数のユーザーと採用

店舗を生み出した。ユーザー数は約1,000万人、そして

採用店舗数は640,000店舗である。NTT DOCOMO
に続いて、KDDIやSoftbankといったその他のオペレ

ーターもまた、同様のサービスを開始した。

決済のイノベーションは、以前にも増して顧客中心主義

に向けて発展

産業界ではイノベーションを様 な々方法で定義するが、

我々は、イノベーションとは、新規あるいは変更する商

品やサービス、プロセス、組織的構造、ビジネスモデル

を設計、開発、実行し、PSPとPSUのいずれかまたは両

方に価値を創出するものであると考えている。重要なこ

とは、イノベーションが単なる商品もしくはサービスの

発明を越えたものであるということだ。イノベーション

はビジネスにポジティブな影響を持つ商品/サービス/
提案の実行にまで及ぶ。この影響は必ずしも主に財務

的なのものではないこともある。成功すれば、イノベー

ションはその開発者と実行者を差異化させ、業界全体

で幅広く採用されることになる。

決済のイノベーション（1990年以前）に関しては、銀行

は数多くのイノベーションを追求した。大半が技術の

発達を活用して、既存システムを強化し、より良く、速

く、安くすることで運用効率性を向上させるものであっ

た。その後、インターネットが商業化され、その普及と

利用が拡大した。1990年代中盤までには、決済のイノ

ベーションの第2波が形成され始め、新しい顧客中心

のサービスを作ることに焦点が当てられた。この波は、

ノンバンクや新規参入者によって大きく促された（図表

3.1を参照）。

図表3.1 決済におけるイノベーションの波

出典：Capgemini Analysis（2012年）

決済ハブは、自行版のクラス最高の
決済アーキテクチャを構築するため

に採用された。

決済ハブは、オペレーティングモデ
ルで必要となる俊敏性をもたらすた
め、イノベーションを可能にする要
素としての役割を担っている。

Googleは、携帯電話にクレジット
カード、デビットカード、ロイヤ
リティーカードを全て組み込んだ
グーグルウォレットを導入した。

チェース銀行は、小切手の画像
化のためにモバイルRDC（遠融
預金入金）技術を導入した。

NTT DOCOMO
は、2014年におサ
イフケータイを	
開始した。

1999年に誕生し、2000年1月時点で
10万人のユーザーを獲得したペイパ
ルは、続く2ヵ月で10倍となる100

万人のユーザー数に達した。

バンクオブアメリカは、1958年
に初めて近代的なクレジットカ
ードの提供を開始し、拡大する
中産階級市場に参入した。

バークレイズ銀行
は、1967年に最初の

ATMを導入した。

オンラインバンキングは、主要銀行4行によ
って、1981年にサービス提供が開始された 
（シティバンク、チェース・マンハッタン・
バンク、ケミカル・バンク、マニュファク 

チャラーズハノーバー）。

チップとピンカード
は、1993年にフランス
で標準仕様として採用さ
れ、国内での不正防止に

役立った。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

タイムライン

1980年 2000年 2012年第2波の推定開始時点

顧客中心
が高い

イノベーション
の第2波

イノベーション
の第1波

内部効率
性が高い

銀行 ノンバンク

イノベーションの第1波 
において銀行は成功をお 
さめ、主に技術の発展 
により業務効率の改善に 

役立った。

インターネットの普及は、イノ
ベーションの第2波の開始時にあ
たり、新しい顧客中心のサービ
スの構築に焦点が当てられた。
これは大半がノンバンクによる

ものだった。
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 セクション3
顧客中心のイノベーションのチャンスを銀行がとらえる必要性

��リアルタイム決済。企業とリテール顧客の両方が、決

済のリアルタイム処理を益々求めている。そのため、

英国リアルタイム小口決済は英国で大きな成功をお

さめている。また、全米自動資金決済センター協会

（NACHA）、ポーランドやフランスといった国の決

済システムもまた、新しい迅速な処理や決済オプシ

ョンを導入している。

��簡単で予測可能。リテール顧客は、今まで以上に簡

単な決済オプションを求めている。これが、eメール

や携帯、そしてソーシャル・メディアを通じた決済の

台頭に結び付いている。企業は決済プロセスの予測

可能性を確実にしたいと考えている（例：エラーフリ

ーでオンタイムの安定したシステム）。これは、企業

の売掛金（A/R）と買掛金（A/P）プロセスを向上さ

せ、運転資本を最適化させる手助けとなる。

��請求書とオープンアカウント決済。企業決済の関係

者は高度に相互連携している。そのため、新しい商

品/サービスは、企業の顧客や取引先（ベンダー、パ

ートナー、顧客企業、店舗）が現在使用している様

々なプロセスやシステムとシームレスに統合できる

必要がある。

 � Eペイメント。インターネットは急速に、多くの購買�
行動における主要チャネルになりつつあり、決済ソリ
ューションはこれらの動向をサポートする必要があ
る。世界的な電子決済ボリュームは、eコマースの収
益が急増していることから、2013年を通じて年間
20%増が見込まれる（セクション1、p5を参照）。

台頭する顧客のニーズ：

��今まで以上にパーソナル化されたサービス。PSPは
かつて、「汎用」サービスを好む傾向にあった。しか

し、均質のサービスは、益々増加する企業とリテール

顧客の様 な々ニーズの両方に合わせて適切に提供す

ることができない。顧客は、それぞれの特別な財務

面でのニーズとスケジュールにあった、カスタマイズ

されたサービスを要求している。しかし、銀行は顧客

の活動と決済パターンを分析し、よりパーソナライズ

された顧客リレーションシップの経験と提案を提供

する機会を有している。

��企業が新しい決済手段をサポート。リテール顧客が

インターネットやスマートフォン、ソーシャルメディア

プラットフォーム、そしてバーチャル通貨を介した決

済に引き寄せられていることから、企業（特に加盟

店）は、様々な幅広い決済手段を受け入れる必要が

ある。

それに対して銀行は、時に採算部門から利益投入を含

む完全なサービスを長期的にコミットしなければなら

ない（歴史的におよび/または規制により）。また、より

高価なレガシーシステム、コンプライアンスへの徹底し

たコミットメントや多大なコストという課題も抱えてい

る。有力なあるノンバンクプレイヤーは、「俊敏性があ

り、顧客を理解する上でより良い位置にいる新規プレ

イヤーや新規参入者にとって、イノベーションを促すこ

とはより簡単だ。銀行は、その規模が巨大であること、

また、時に意思決定と実行のスピードが欠けているこ

とから、より困難だと言えるだろう」と述べた。その一方

で、有力な欧州のプレイヤーは、「銀行はデータ管理に

関して顧客からの信頼があり、その点では有利である。

ノンバンクも、時に商品を市場に投入するまでの時間

をさらに早くし、オプションを多様化させることができ

る」と述べている。

しかしながら、長期的には、銀行はより顧客主導のイノ

ベーションに焦点を当てることが考えられるが、その一

方でノンバンクは自分たちが成熟するにつれて自己の

収益を増加させるイノベーションを検討する可能性が

ある。銀行にとっては、従来のビジネスの制約を考慮

すれば、混乱を招くイノベーションへの移行は、ゆっく

りと行われる必要がある。したがって、今後の戦略とし

て、ノンバンクとのパートナーシップが浮上する可能性

がある。実際、銀行とノンバンクはすでに、協調と競争

をベースとする「コーペティション（協争）」決済イノベ

ーションの関係を作りつつある。ノンバンクの位置づけ

もまた、時間と共に変化するだろう。ノンバンクが市場

でより突出した力を得た場合、一部は、既存の銀行イ

ンフラを用いるよりも、決済への直接的なアクセスを求

める可能性がある。これは、ノンバンクにとってコスト

を増大させ、規制面での監視強化につながるだろう。

顧客の定着と維持を促すため、銀行は今まで以上に顧客

のニーズに焦点を当てたイノベーションを行なう必要が

ある

特に実現要因としての技術の役割を可能にすることを

考えると、今後もノンバンクと銀行におけるイノベーシ

ョンに関し顧客がきっかけであり続けるだろう。顧客

の要求は、既存のニーズと新しい需要の急増を反映す

るだろう。例えば、既存の顧客ニーズの中で、他に比べ

て実現に急を要するのは以下のものである。
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調査に応じた決済担当エグゼクティブたちの多くが、ビジネスケ

ースをイノベーションにおける潜在的な障壁として挙げている

堅固なビジネスケースが専らイノベーションにおける潜

在的な障壁であると考えられていることから、何が懸

念でどのように対処できるのかについて正確に理解す

ることが大切である。WPR調査は、投資、収益、リス

クに関連した課題を示している。一部は決済に特有の

ものではあるものの、多くがすべてのビジネスがイノベ

ーションに関し抱く懸念と同じである。これには、関連

する先行投資コストや、投資収益率の定義や計算上の

不確実性が含まれている。

財務面でのビジネスケースは、幅広い組織において決

済ビジネスは利益を促すコアビジネスであると認識さ

れない場合、立証がさらに困難になる。しかし、いずれ

にせよ、銀行は本当の障壁に焦点を当て、顧客のため

に新しい商品/サービスを生み出す必要がある。例え

ば、イノベーションの成功には、支払う側の顧客と受け

取る側の加盟店が相当数必要となる。そのため銀行

は導入に関するすべてのシナリオを検討する必要があ

るだろう。例えば、購入履歴から決済データを収集す

ることは、パーソナル化された広告やマーケティング、

そして特別オファーを促進する上で、小売業者の役に

��携帯・ソーシャルプラットフォーム上での決済。携帯

やスマートフォンのユーザー数が急増しているため、

顧客（主にリテールセグメント）はこれらの技術を用

いた決済オプションを求めている。特に若い世代は、

決済オプションがソーシャル・メディアに組み込ま

れ、オンラインゲームやアプリケーション、音楽、ビデ

オといったデジタル商品の購入が簡単になることを

期待している。

��場所と状況に応じた決済の選択肢。Starbucks POS 
mペイメントオプションのような、場所と顧客の状況

に応じた決済オプションは、牽引力を獲得し、魅力

的になりつつある。ペイパルのオープンな開発プラッ

トフォームもまた、顧客の場所/状況に応じた顧客対

応のアプリケーションを第三者が開発することを可

能にしている。

個々の詳述はともかく、WPRの決済調査の中で、エグ

ゼクティブたちは顧客の維持がイノベーションの推進

力であるということを最も頻繁に口にした。そしてその

次に挙げられたのが、顧客の獲得だった。イノベーショ

ン面での主な障害は、文化的な要素（変えられない）

と顧客中心のイノベーションのための投資収益率

（ROI）を生み出すビジネスケースの構築である（図表

3.2を参照）。

図表3.2 銀行による決済におけるイノベーションの主な原動力と障害（回答者の割合（%））図表3.2. 銀行による決済におけるイノベーションの主な原動力と障害（回答者の割合（%））
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出典:Capgemini Analysis（2012年）；WPR 2012 エグゼクティブサーベイ（2012年）
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 セクション3
顧客中心のイノベーションのチャンスを銀行がとらえる必要性

顧客主導のイノベーションへの行程を設定するために、銀行は

ターゲットセグメントの中の特定のニーズを掘り下げる必要が

ある

より高い価値を顧客に提供するために、銀行のイノ

ベーションアプローチは顧客主導でなければならな

い。また、より簡単で素早く、安価で、もしくは付加価

値のあるサービスを通じて顧客の目にはっきりと分か

るものである必要がある。しかしながら、主な成功 

要因（KSF）が数多く存在する。それには以下が含ま

れる。

 �  法人:ビジネスとの緊密な関係、基準への準拠、複数

通貨や国にわたった管理、投資に関するポジティブ

なビジネスケース。

 �  リテール:使いやすさ、登録/アクセスのしやすさ、複

数手段の選択、一貫した経験。

��法人とリテールに共通:コスト削減、相互運用性、価
値認識、触媒の存在、安全性、相当数のユーザー/店
舗、最適な取引時間。

業界プレイヤー間の連携イニシアティブであるiDEAL
は、顧客理解を通じていかにKSFがイノベーションを

形作り成功をもたらすかを示す良い例を提供してい

る。2005年、オランダの大手銀行3行が共同でリアル

タイムオンライン決算プラットフォームサービスを、消

費者（使いやすさ、幅広い普及度、安全性、登録不

要、無料サービス）と加盟店（先行投資と運用コスト

が低いことによるポジティブなビジネスケース、保証さ

れた支払い、既存の店舗への統合しやすさ）のために

構築した。iDEALを使った取引数は、2006年の400
万件から2011年には9,400万件へと膨れ上がった。

同様に、NCR Corporationは、銀行とその顧客に封筒

が不要なATM預入サービスの提供を開始した。これ

は、インテリジェント・デポジットサービスの一部であ

り、顧客が現金と小切手を1回の取引で一括で預ける

ことができ、預入のプロセスをさらに素早くしている。

実際のところ、ある銀行のエグゼクティブはこう述べて

いる。「新しいサービスを導入する際、顧客はテストサ

イトの役割をし、またそれに対する支払いも行なう。法

人分野では、イノベーションは顧客との議論から生ま

れる。しかし、リテールにおける顧客の行動は法人に

比べて予測できないものだ。そのため、銀行はイノベー

ションのコンセプトを明確にし、テスト、先行試行、開

発、展開、スケールアップを行なう必要がある。」

立つ。こういったターゲットを絞った広告や、顧客の行

動をより可視化することは、小売業者が自分たちの利

益率とサプライチェーン・マネジメントを改善し、顧客

に価値を提供する手助けとなるだろう。ある有力金融

機関は、「イノベーションにおける戦いは顧客を理解

することにあり、それに最適なのは、巨大な広告市場

に結び付くトランザクションポイントである」と述べて

いる。

多くの銀行エグゼクティブたちもまた、決済のイノベー

ションの目的は、直接的な財務利益に留まらないと認

識している。「銀行は今、イノベーションを推進する必

要に直面している。というのは、コスト圧力がかかって

おり、コモディティ化された市場でのコスト競争は選択

肢にはならないからだ」と、エグゼクティブの1人は述べ

た。しかし同時に、「顧客はイノベーションの主要な促

進力で、サービスの一貫性、シンプルさ、簡単であるこ

と、単一の契約、そして国の全域で一貫した経験を求

めている」という。さらに、他のエグゼクティブは、イノ

ベーションは基本的にビジネスケースを伴う価値の提

案であると述べている。「新商品である必要は必ずし

もない。それは、商品の新しい組み合わせであることも

可能だ。しかし、銀行は同様の商品で競い合っており、

イノベーションが主な差異化要因になっている。」

ビジネスケースは、イノベーションの目的に基づいてい

なければならない。これには、ブランド強化と/または

競争力のあるポジショニングも含まれる。それぞれの

財務面での基準をクリアするために、銀行は投資収益

率（ROI）の尺度（新しい/代替の収益ストリーム、クロ

スセールス、カスタマイズ広告機会、顧客リピート率な

ど）や先行投資コストの要因を特定し、新商品/サービ

スのための価格戦略を考え出す必要があるだろう。

イノベーションへの即応能力は、顧客のニーズの理解と

PSPイノベーション能力を反映

それぞれの銀行にとって重要なのは、自行顧客の主な

成功要因（KSF）と、イノベーションを導入する内部能

力を評価することである。このやり方でイノベーション

の即応能力を評価することで、銀行は顧客主導のアプ

ローチによるイノベーションを優先させ、成功させるた

めの能力を考慮することができる。顧客ニーズがイノ

ベーション戦略を促進することから、このアプローチ

はビジネスケースを明白にする手助けとなるだろう。
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3.3で示されている。一部は他に比べて付加価値が高

いことが分かるだろう（「前進するための方法」を参

照、p47）。

4つの「イノベーション・ホットスポット」が決済における

イノベーション機会を提供

WPRの調査は、多くの銀行が特定のバリューチェーン

の構成要素に関するイノベーションに焦点を当て始め

ていることを明らかにしている。一部の銀行は、バリュ

ーチェーンのすべての要素に渡ってイノベーションを行

なうことがどれほど最適であるかを検討している。ま

た、ターゲットを定めてイノベーションを検討し、差別

化された顧客価値提案（および具体的な見返り）を促

し、利用可能で開発中の「イノベーション・ブリック」を

活用することを考えている。

WPRの調査は、70%の銀行が将来の決済手段のイノ

ベーションに、焦点を当てることを見込んでいることを

示している（現時点においては39%）。69%が提案の策

定におけるイノベーションに焦点を当てるだろうとして

いる（現時点においては45%）。また、非常に多くの銀

行が、オペレーション処理全体でのイノベーションを

検討しており（63%）、口座報告書と請求書（56%）と

決済（48%）が続いている。

銀行は自分たちの「イノベーション構築ブリック」を特定し、活

用する必要がある

銀行がイノベーションに対して繊細かつKSF重視の実

行アプローチをしたとしても、成功のチャンスは、自分

たちの「イノベーション・ハウス」が整っているかどうか

によるだろう。

「イノベーション構築ブリック」から作られた「イノベー

ション・ハウス」には、投資や役員レベルのコミットメン

ト、そして定義されたビジネス重視のイノベーション戦

略から成っている。これらのブリックは「イノベーショ

ン・ハウス」の基礎となり、地域でのプレゼンス、ベン

ダーのエコシステム、顧客基盤、ビジネスタイプといっ

た様 な々要素によって形作られる。

すべてのイノベーション・ブリックがすべての組織に共

通するものではなく、すべてのイノベーションが同じブ

リックを必要とするわけでもない。そのため、決済にお

いてイノベーションの導入を成功させるには、独自のブ

リック、もしくは共通のブリックの組み合わせを活用し

て、特定のイノベーションの追求をすることであろう。

イノベーション・ブリックは基本的に4つの主なカテゴ

リーに分類される：財務、組織（文化/ガバナンス）、

顧客とステークホルダーの関与、そして内部（プロセ

ス/技術）。銀行がそれぞれの側面で自らのイノベーシ

ョン・ハウスの強度を測ることができるなら、イノベー

ションに関する強度と成功のチャンスを測ることがで

きるだろう。また、改善が必要となる部分を特定するこ

とができるだろう。それぞれの側面の主な要因は図表

図表3.3 「イノベーション・ハウス」の中の「イノベーション・ブリック」

出典：Capgemini Analysis（2012年）

A 財務 B 組織（カルチャー/ガバナンス）

A1 

A2 

A3

■    決済におけるグリーンフィールド（成長が期待される分野）・

イノベーションに収入の中から目にみえる割合を支出する

■   新しい決済技術に総IT投資額の中から目にみえる割合を振

り分ける

■   新商品からの収益について財務面での目標を定める

B1

B2
B3
B4
B5

■   イノベーションのためのリーダーシップチーム（例：チーフイノベーシ

ョンオフィサー）

■   取締役会という高いレベルでのコミットメント

■   商品チームの間でのスムーズな連携

■   イノベーションを評価する従業員の業績尺度

■   明瞭なイノベーション戦略

C 顧客とステークホルダーの関与 D 内部（プロセス/技術）

C1
C2 

C3
C4
C5
C6
C7

■   顧客からの力強い（リアルタイム）フィードバックメカニズム

■   顧客のニーズ（優先順位付け）によって強力に推進された商

品開発戦略

■   顧客と共同で定義した商品の目標の定義

■   顧客との先行試行プロセス

■   規制当局との協調的対話

■   加盟店との協調的対話

■   競合企業との協調的対話（銀行とノンバンク）

D1
D2
D3

D4
D5
D6

■   非常に成熟した概念形成プロセス

■   非常に成熟した産業化プロセス

■   イノベーションに焦点をあてた非常に成熟したトレーニングプログ

ラム

■   レガシー/コア・プロセッシングの柔軟性

■   商品全般にわたるシステムの統合（例：決済ハブを介して）

■   新商品/サービスの市場投入までの時間の短縮化
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 セクション3
顧客中心のイノベーションのチャンスを銀行がとらえる必要性

 �  オペレーションプロセスは、入金・出金決済両方の

内部処理を指す。このイノベーションには、リテール

顧客向けのソーシャル・メディア取引や法人向けのキ

ャッシュマネジメント・ソリューション、そしてリテール

と法人両方のためのオンラインカード受入プラットフ

ォームの処理が含まれている。この分野のイノベータ

ーには、ウエスタンユニオン、Master Ca rd /
Visa、Amex Serveが含まれ、顧客のニーズに基づい

たオペレーション処理に関する価値を生み出すこと

で成功をおさめている。

 �  口座報告書と請求書には、振替完了レポートの送
信、記録のアップデート、ステートメントの発行など
のサポート活動のほか、商取引に関連する書類の提
供も含まれる。イノベーションには、電子請求書発
行、リアルタイムレポーティングを伴う単一グローバ
ル決済ポータルといった企業ソリューションが含まれ
る。この分野において成功したソリューションは、今
までのところ銀行によって提供されたもので、RBS 
（電子請求書発行）とバンクオブアメリカ（BofA）・
メリルリンチ（CashPro）によるものである。

特にこれらのイノベーション・ホットスポットの多くは、

セクションIIで触れられた主な規制またはその他の業

界イニシアティブの結果として現れたものだ。既に述べ

たとおり、規制とその他の業界イニシアティブがイノベ

ーションに与える影響は、常にPSPにとって明らかにポ

ジティブと言うわけではない。しかし、多くのケースで、

主要な意図があるかどうかに関わらず、規制はイノベー

ションを促す力を有している。

決済のバリューチェーンを分断しているこれらの影響

の大きい分野は、新しい決済イノベーション・エコシス

テムを発展させるためにパートナーシップが求められる

可能性が最も高い。多くの事例がこれらの分野のそれ

ぞれにおいて、すでにはっきりと表れている。例：

 �  提案の策定。提供する価値の提案を選択する中

で、PSPはターゲットとなる顧客セグメントや地域、

そして提供される商品/サービスに関する高いレベ

ルでの決定を行なう必要がある。最適な効果を生み

出すために、PSPは「価値領域」を特定しなければ

ならない。これは、バリューチェーンに結び付くもの

であるが、その「現状通り」の能力（「イノベーション・

ブリック」）を鑑みると最適だと言える（「前進する

ための方法」を参照、p47）。今日までのこの分野に

おける成功は、ペイパル、M-Pesa、Pulse + OboPay、�

そしてAmex Serveを含む多岐にわたる企業を含ん

でいる。

 �  支払指図は、第三者を含むチャネルから支払いを行

なう指示が与えられる方法すべてを指す。この分野

でのイノベーションには、NFC、P2P、そしてリテー

ル顧客向けのソーシャル・メディア取引、法人向けのe
ペイメント、そしてリテールと法人セグメント両方のた

めのmペイメントが含まれている。そのため、金融サ

ービス企業とGoogle、Wal let、ペイパル、M-
Pesa、Pulse + OboPayといったノンバンクによって促

進されている。
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規制は決済のイノベーションにとってメリットにも
なり課題にもなり続ける

イノベーションに関する規制の影響は、PSPにとって常に明

白であるわけではない。そして、異なる種類の規制はそれぞ

れ異なるレベルの影響を有することがある。通常、競争や標

準化、そして社会的な関与を通じた決済の進化を促すため

の規制は、イノベーションに役立つ。一方で、市場参入や価格

規制を目的とした規制のようにビジネスモデルの主要な要素

が圧力にさらされる場合、少なくともその責任者にとって

は、イノベーションに対するインセンティブは少ないだろう�

（図表3.4を参照）。

通常、イノベーションに関する制約は次の方法で現れる。

 �  コスト。規制は利潤の低下により組織の資本準備金や、イ

ノベーションに再投資を行なうための予算額に影響を与

える。

 �  規制は市場毎に異なる。特に、同じ地域内での差は、それ

ぞれの市場において一様でないイノベーションを生み出す

要因となる。

 �  複数のステークホルダーの関与。関係者/ステークホルダ

ーが多数存在する市場では、すべてのステークホルダーの

足並みをそろえる必要があり、素早くイノベーションを行な

うことが難しいことがある。

 �  規制の重複。規制の目的が多岐にわたる場合があり、施行

において混乱を巻き起こしたり、プレイヤーがイノベーショ

ンを追及することをためらう原因になる。

 �  規制環境の変化。規制環境は変化しており、様々な要因に

依存する。これにより、企業が今後の計画を策定すること

が難しくなり、イノベーション範囲の減少につながることが

ある。

主要な決済プログラムにおける不都合な影響例として

は、Monnet Projectが挙げられる。これは、汎欧州カードス

キーム標準として作られたものであり、非接触型カードやeペ
イメントそしてmペイメントを含んだものだ。しかし、既に

VisaとMasterCardと制定された協定にビジネスモデルを準

拠させることを規制が求めたことから、提案されたビジネス

モデルが実行不可能になり、Monnet Projectは見送られた。

規制当局がイニシアティブの影響を積極的に監視しない場合

も、イノベーションが損なわれ得る。例えば規制は意図して

いない結果を招くことがあり、参加者がイノベーションの追

求に向ける時間、金銭、思考を振り分ける能力/欲求に悪影

響を及ぼす場合がある。もちろん同様に、この意図的でない

結果はポジティブな場合もありえる。例えば英国のFSA日中

流動性規制は、決済フローをさらに明確にし、規制がなけれ

ば生じなかったであろう付加価値を顧客に提供している。ま

た規制は、イノベーションの明白な牽引要因としての期待と

目的にかなわないこともある。実際、今日まで、規制がイノベ

ーションに関してポジティブとネガティブ両方の影響を生み

出したケースは数多くある。

特に本来その目的がないとしても、規制�
はイノベーションを促進する可能性がある

図表3.4 規制とイノベーションの目的の一致

出典：Capgemini Analysis（2012年）

例 
1.	 ケニアでのM-Pesaイニシアティブ

2.	 インドでペイパルがブロックされた

3. Google Bucksがイニシアティブから脱落

4.	 カナダ調査特別委員会の導入

5.	 中国でのアリペイの所有権移転

6.	 オーストラリアでのインターチェンジフィー
の引き下げ

規制の目的 イノベーションの目的

ヘルプ	
ゾーン

妨害	
ゾーン

イノベーションを
助ける

イノベーションを
妨害する

■  競争

■  標準化

■  社会の関与

■  顧客の安全性

■  市場参入

■  価格規制

■  効率性

■  オペレーションの信頼性

■  顧客の喜び

■  差別化

4

1

3

2

6

5
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図表3.5 規制がイノベーションを可能にしたケース

出典：Capgemini Analysis（2012年）

規制がイノベーションを助けた例

コスト削減の必要性

個人が投資する可能性
の低いビジネスケース

標準化（国境、	
市場などを越えて）

「卵が先か、鶏が先
か」シンドローム	
（規制の促進対業界

の採用）

B

A1

5

6

2
4

3

7

決済業界

その他の業種

■  規制当局は積極的にイノベーションを促し

ていないが、銀行が流通インフラを共有す

ることを妨げないことで、銀行の役に立っ

ている。

■  この規制当局による無干渉アプローチは、

直接イノベーションに結び付かないかもし

れないが、銀行が信頼できるイノベーショ

ンに親和性のある環境をつくることによっ

て、イノベーションに対する投資を弱体化

させないだろうという点から、長期的な助

けになる。

■   トヨタはプリウス・モデルに関し、低二

酸化炭素排出規制に関する政府の規制が

施行されるとすぐに準拠できるという、

非常に高い即応能力を見せた。これによ

り、トヨタは先行者利得を拡大すること

ができた。

■  トヨタのプリウスは、今日まで最も販売台

数の多いハイブリッド自動車である。

■  EMVの採用は、規制要件になっており、も

はやEMV採用に関してプレイヤーの競争面

でのメリットはない。

1.	 ユーロ圏でのEMV採用

2.	 デンマークとその他の市場での	
電子請求書

3.	 決済に関するカナダ調査特別	
委員会

4.	 スウェーデンとノルウェーの銀行	
（SpareBank1など）がその流通	
インフラを共有

5.	 香港でのオクトパス

6. SEPAの導入

7.	 スペインでのeアイデンティティ

A.	 自動車排出基準とハイブリッドカー

B.	 二酸化炭素排出と排出権取引

決済のイノベーションは多くの方法で立証されている

課題の渦中にある決済のイノベーションは、それでもなお（直

接的または間接的に）規制の圧力を受けながらも成功を収め

ている。例えば、SEPAは、規制の要求と業界の採用の間で、

促進と実行の強い力学が見られる規制環境を示している。し

かし、イノベーションはSEPAの基本的な目的のひとつであ

り、メリットは施行への行程が固まった今、具体的になるは

ずだ（セクション2を参照、p21）。

SEPAの例における促進と実行は、規制がイノベーションへ

の道筋を作る手助けをする唯一のケースであるわけではな

い。標準化を促し、コストを削減する規制も、ビジネスのイン

センティブを明らかにするのが難しいケースと同様、イノベー

ションを促進する（図表3.5を参照）。特に規制が決済のイノ

ベーションに役立ったケースでは、このような成果は通常、多

くの参加者の間で共有されている。しかしながら、内部の即

応能力が高い場合（決済ハブのように）、時には先行者利得

を得ることになる。この現象は、他の業界でも同様に示され

る。例えば、トヨタは米国で低二酸化炭素排出量基準の影

響を予測し、プリウス・ハイブリッドを設計した。これは、今

でもなお、世界で最も売れているハイブリッドカーのひとつ

である。

決済のケースにおいては、ノンバンクが銀行に対する規制と

比べて、あまり厳格でない規制体制によって一部支援を受

け、イノベーションと新技術の視点を活動領域にもたらした。

信用機関とマネー/価値フロー（クリアリング、決済、流動

性）の監督は世界的に非常に強化されており、顧客の資金を

保護しているが、情報処理（請求書、所在地、カスタマージャ

ーニー）はそれほど厳しく規制されていない。

近い将来、銀行にとって価値の提案が預金/クレジットに引

き続き焦点を当てたままになるであろうことから、銀行は、

マネーフローに関する規制に対応しつつ、「顧客の維持」を

増幅させるために、イノベーションをどのように行なうのが最

適なのかを特定する必要がある。プリペイドカードは伝統的

に銀行が発行していたが、この分野にノンバンクが進出する

ことは、ノンバンクもまた顧客預金を保有する選択肢を持っ

ていることを示している。これによって、ノンバンクに対する

規制範囲が大きくなる可能性がある。

特に銀行が有するイノベーションの課題は、クライアント中

心型の提案に関するイノベーションを行なう上で、既存のオ

ペレーションやビジネスの制約なしに、数多くのノンバンク

が有するメリットに匹敵することである。
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規制は、柔軟性を提供し、イノベーションを成功させるべき

である

規制とは、特に本来の目的が異なったとしても、イノベーショ

ンを促進する手助けとなることから、潜在的な影響全体を

通して考慮した場合に、規制当局がそのイニシアティブ実施

の革新的な効果を最適にする方法を見つけることができれ

ば、業界にとってメリットになる可能性がある。

たとえ、規制当局がそのアクションの幅広い効果を評価しよ

うとしても、異なる目的を持つ様々な規制の真の影響が含ま

れるケースの中には、予想通りになっていないものもある。

図表3.6は一部の例と、恐らく規制当局が許容したイノベーシ

ョンの余地を紹介している。

規制の目的
イノベーションに関す

るポジティブな効果

イノベーションに	

関するネガティブ	

な効果

イノベーションに関す

る真の効果

規制のための	

オプション
参照ケース

商品の安全性と�
透明性

透明性は、機関にそのプ
ロセスと商品を再評価
し、商品の安全性を確実
にすることを余儀なくさ
せる

規制が変化を続けるよ
うに思える場合、銀行
に新しい分野と商品を
テストすることを慎重
にさせることがある

 
 
透明性に関する規制の要
求増加は、銀行に自行の
商品を再評価することを
促し、イノベーションの必
要性を認識させる

商品と手段に焦点を当て
た先行的な指標である明
確な規制は、機関のR&D
支出を大幅に抑え、正し
くリソース配分すること
を可能にする

Google Bucksは、規制当局
が消費者の財務安全性に懸念
を抱いている結果として、その
イニシアティブを放棄した

標準化 イノベーションに向けて
明確な期限と境界を設定
し、安定した共通プラッ
トフォームを構築する

様子見の姿勢を増やす
（他社が最初の一歩を
踏み出すのを待ち、基
準が最終的に明確にな
るのを待つ）独占所有
権のある基準は、他者
がイノベーションに使
用することを妨害する
ことができる

 
 
明確な共通基準は、規模
の経済を作り、イノベーシ
ョンのための追加のイン
センティブを提供する

ISO 20022のメッセージ
ング基準とSCTおよび
SDD基準商品は、すべて
に対し均一性を提供す
る。しかし、特定の妨害
にもつながるため、規制
当局は連携領域におい
て、イノベーションの範囲
をすべて定めるべきでは
ない

決済に関するカナダ調査特
別委員会は、協議プロセスで
あり、それぞれのプレイヤー
の役割を定義することを目的
とすることにより、均等な機
会を確実にする道を作って	
いる

市場参入規制 現職者のための競争	
を減らす

新しいアイディアを持つ
新規プレイヤーを含む
市場参入を禁止する

 
 
競争の減少は、現状満足
をもたらす可能性がある

市場参入規制は、多くの
未知領域による潜在的な
脅威が消費者の安全性
に対する脅威となる場
合、慎重に用いられるべ
きである

ペイパルのインド参入は、イ
ンド中央銀行が商業取引の一
部の細目を規制した後行き詰
まり、決済オプションとしての
ペイパルの魅力を損なった。
このようなケースは、地域の
プレイヤーの間に現状満足を
もたらすことがある

競争/選択 サービスを向上するため
に、機関に対する焦点を
追加することで均等な機
会をすべてのプレイヤー
に提供

PSP全般にわたりR&D
の連携を減らす

 
 
競争のためのインセンテ
ィブを増やして革新する

規制を策定する一方で、
規制当局はすべてのPSP
が確実に均等な機会を
有するようにする必要が
ある

中国でのアリペイの所有権移
転（第三者決済に関与するた
めに必要な政府の免許取得、
ローカルプレイヤーに限定す
る中国の規制による）は、競
争の不足がイノベーションに
与え得るネガティブな影響の
一例である

価格規制 受渡しモデルまたはコス
ト削減のサポートシステ
ムといった、その他の効
率性を生み出す分野で革
新するためのインセンテ
ィブを与える。また、	
PSPに焦点を当て、代替
手段を考え利益を創出	
する

イノベーションのため
の資金を制限する

 
 
価格規制によって、企業
は別の分野で出した損失
を補うためにイノベーショ
ンを行なう、その他の分野
を探すことを余儀なくさ
れる一方で、企業がイノベ
ーションに対して希望する
レベルで投資を行なうの
に十分な資金を有してい
ないという状況を生む可
能性がある

規制当局は、競争的な規
制と、顧客のために透明
性と安全性を確実にする
その他のイニシアティブ
を通じて、均等な機会を
確実にする試みを行なう
べきである。また、市場
の力は希望の価格環境
が達成され、イノベーショ
ンを行なうための余地を
銀行に残すことを確実に
するべきだ

オーストラリアでのインター
チェンジフィーの削減は、市
場価格に影響を与えようとす
る規制努力が、いかに悪影響
を及ぼすかを示す例であ
る。EUでは、同じ商品に関	
する費用は国によって異って
いる

図表3.6 決済規制のポジティブな影響とネガティブな影響、選択された例

イノベーションへの影響 低 中 高

イノベーション
を助ける

イノベーションを
妨害する

イノベーションを助けも	
妨害もしない
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銀行は顧客のニーズに合致し、�
価値を作り出す決済エコシステム
を創出するために協働し、イノベー
ションに焦点を当て続ける必要が
ある
銀行は、その焦点をさらに顧客中心のイノベーションに向けようとしている。彼らには、標準的な決

済手段以上のものが必要であり、従来の商品/サービスでは満たされていない顧客のニーズに対応

しようとしている。これらはすべて、時間と共にプロセスの効率を改善させ続けることと共に行わ

れる。そのプロセスの中において、彼らは業界内で協力して取り組み、すべてのステークホルダー

が自分たちと顧客のメリットのためにイノベーションを行えるよう、立場を公平にするための対話

と規制が互いにサポートする決済エコシステムを構築する必要がある。

「イノベーションの価値領域」はPSPが最適な提案を選択することを可能�

にする

すでに述べたとおり、価値提案の策定は、顧客中心のイノベーションにとって非常に重要である。し

かし、銀行が成功をおさめるためにはその考えを、従来の金融ビジネスケースと有効フロンティアか

ら方向転換する必要があるだろう。イノベーション構築ブリックを活用し、技術またはノンバンクサ

ービス提供者などとパートナーを組むことで、PSPはイノベーション成功のチャンスを増やすことが

できるだろう。

前
進

す
る
た
め
の
方
法

前進するための方法
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の実施といった基本的な要件を評価・追求すること

も必要だ。これは、イノベーションプロセスにおける

失敗を許容し、既存の商品/サービスのカニバリゼー

ションを受け入れようという文化的なシフトが含まれ

るだろう。「イノベーション・ハウス」全体と、決済バリ

ューチェーン全体にわたって、あらゆる面を評価する

必要があるだろう。また顧客のために、サービスと執

行全体を通じた一貫した経験を提供する価値提案

の選択/策定をすることを促すプロセスを強化する

必要があるだろう。

��選択した価値提案のための「必須条件」に関する能

力を構築する。4つの側面全般：財務（例：新技術へ

の支出、新商品の目標定義）、内部プロセス/技術�

（市場投入までの時間、統合、概念形成プロセス）、

組織（リーダーシップチーム、取締役会のコミットメン

ト、クロス商品連携）、顧客とステークホルダーの関

与（顧客のフィードバック、顧客のニーズを基にした

開発、先行試行プロセス、小売業者との連携）。

図表3.7は、結果となり得る価値提案の範囲を示して

おり、これらの価値領域における商品/サービスのイノ

ベーションの一部を示している。

進化するイノベーション能力は成功のために重要である

これらの機会を捉えるために、銀行は引き続き、自行

のイノベーション能力を強化・構築する必要があるだ

ろう。今までのところ、我々の調査では、銀行がイノベ

ーションの導入成功者として優位な位置、すなわち、も

しそのイノベーション構築ブリックがクラスで最高で

あったならばつけていたであろう位置にいないことを

示している（図表3.8を参照）。

イノベーションへの道をうまく進むために、銀行は以下

を考慮するべきである。

 � 4つの側面全般（財務、内部、組織、顧客とステーク

ホルダーの関与）のイノベーションの「基盤」を評

価・強化する。また、予算の分配や着実な財務管理

図表3.7 イノベーションの価値領域、選択された例

価値提案 説明

リ
テ
ー
ル

1 お金に「なる」	
バーチャル通貨

■  バーチャル世界（例：ゲーム）で、クローズド決済のために自分自身の通貨を作り現実の世界の通貨と提携させる。

■  例：Royal Canadian MintによるMintChip、その他のエマージングなデジタル通貨/ソーシャル通貨、Bitcoin

2 お金を「貸す」 
資金融資

■  エスクロー（卸）、P2P、マイクロファイナンスのような融資とアカウントサービスを伴う包括的決済

■  例：M-Pesa、グラミン銀行、Kiva

3 お金の「交換」�
通貨の両替

■  バーチャル通貨への両替業務、送金、変更といった通貨の両替に焦点を当てる

■  例:ウエスタンユニオン、マネーグラム

4 お金の「保存」�
プリペイドカード

■  プリペイド商品を作り、「債務ベース」を活用して、高品質な決済サービスを持ち込む

■  例：スターバックス・モバイル・アプリケーション、Google ウォレット、Boku+MasterCard、Greendot – プリペイドカード

5 お金の「移動」	
送金

■  オンライン/オフライン決済を、クレジットカードや携帯、NFCといった決済手段モードを通じて簡単に行なう

■  例：M-Pesa、iDEAL、シティバンク・デジタル・ウォレット、スターバックス、Pulse+OboPay、Boku+MasterCard

共
通

6 お金の「分析」	
決済分析

■   情報の提示例：企業やリテール向けパーソナル・ファイナンス管理における分析から導き出される洞察をもとにしたキャッシュ予
測に焦点を当てる。例：バンクオブアメリカ・メリルリンチCashPro、Intuit、Amex PAYVE-Spend IQ

7 お金の「保護」	
セキュリティサービス

■  AML小切手、PCI-DSS準拠、不正管理、電子保存のためのe-locker 、「信頼のおけるサービス」の提供といった決済処理の安
全性に焦点を当てる。例：SWIFT

8 お金の「処理」	
決済処理

■  オリジネーション、決済とレポーティング（最も共有化された価値領域）を含む決済の処理

■  例:銀行、iDEAL、SWIFT、Pulse+OboPay

法
人

9 お金の「リスク」	
リスクマネジメント

■  カウンターパーティ、流動性（日中を含む）、外国為替、決済といった様々な種類の決済リスクを管理する

■  例：ドイツ銀行 – FX4Cash

10 お金の「時間調整」	
VAS情報

■  財務部と顧客の組織の構成要素に渡った決済のリアルタイムな可視化（残高と取引）

■  例:バンクオブアメリカ・メリルリンチCashPro

11
お金の「マッチ」�

貿易/サプライチェーン
管理

■  請求書とサプライチェーンのマネーフロー情報をマッチさせ、付加価値のあるサービスを提供

■  例:電子請求書（Tieto、Nordea、ボトムラインテクノロジー）、American Express OPEN AcceptPay

12 お金の「管理」�
資金管理

■  可視化、投資の提案、流動性ソリューション（プーリング、バランシング）を通じて、お金からさらなる価値を引き出す

■  例：トラベレックス・グローバル・ビジネス・ペイメンツ、バンクオブアメリカ・メリルリンチ – 電子銀行口座管理（eBAM）

出典：Capgemini Analysis（2012年）
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��その後、「付加価値」の段階でやっと、焦点はイノベ
ーション能力の構築を真に反映する、その他の重要
な「イノベーション・ブリック」に向くことができる。
例として、成長分野のプロジェクト（財務）への支
出、アイディアを発展させる成熟したプロセス（内
部）、明確なイノベーション戦略（組織）、競合他社
との連携（ステークホルダーの関与）を挙げること
ができる。

今後イノベーションを行なうために、銀行は「決済イノ

ベーションのエコシステム」を作ることを検討し、銀行

業界以外に目を向け、よりニッチで顧客中心のイノベ

ーションに関して連携していく中小サイズのパートナー

を見つけることもできる。

CashPro Onlineは、このようなパートナーシップの一

例で、法人銀行口座のレポーティングと請求書発行に

関しイノベーションを行っている。協業的なイノベーシ

ョンのその他の例としては、Nordeaとそのパートナー

との合弁企業が挙げられる。この企業は、SWIFTネ
ットワーク上の電子請求書コンセプトを生み、自らのシ

ステム全般にわたり相互運用性を可能にし、電子請求

書を使って企業の時間とコストを削減した。オランダの

Equensは、「イノベーション健全委員会」を設立し、IT
パートナーやソリューションプロバイダー、大学、銀行、

その他の団体からインプットを受け入れている。このグ

ループは、Equensがイノベーションの優先事項を定

め、新しいアイディアのためのサポートを得る手助けを

する。

このような、またはその他の顧客主導の価値提案は、

銀行が具体的な価値を提供するために作られた新し

い画期的なソリューションを用いて、長期的なカスタマ

ー・リレーションシップを向上・強化しようとする際の

推進すべきソリューション例である。ノンバンクとのパ

ートナーシップで一部発展しているこれらの種類の機

会によって、銀行は顧客のメリットとなるように決済分

野を進化させる機会をさらに活用できるようになるだ

ろう。「イノベーションは、バイオ技術企業で行われて

いるように管理される必要がある」と、主要ACHプレ

イヤーの1社は述べた。「複数のイノベーションを試し

てみるべきだ。1つの成功が投資全体のコストをカバー

することがあるのだから。」

 セクション3
前進するための方法

図表3.8 イノベーション構築ブロックに関する相対的な銀行のポジショニング

1 4 5 6 7

1

4

5

6

7
企
業
の
将
来
の
焦
点

企業の現在の能力

ワーストイン
クラス

ワーストインクラス ベストインクラス

ベストイン
クラス

内部 顧客とステークホルダーの関与 財務面 組織面

新技術への支出

グリーンフィールドイノベーションへの支出 

顧客との共同作品のために定義された目標
新商品のために定義された財務目標

競合者との協調的対話

顧客からのフィードバック・メカニズム

顧客との先行試行プロセス 
規制機関との協調的対話

顧客のニーズに基づいた商品開発

店舗との協調的対話 
役員会レベルのコミットメント 

クロス商品協働 
リーダーシップチーム 

KPIとしてのイノベーション

明瞭なイノベーション戦略 

従業員向けのイノ
ベーショントレー
ニング

従来のシステムの柔軟性

産業化プロセスの成熟 

概念形成プロセスの成熟 

システム統合 
市場投入までの時間 

注:表はそれぞれの「イノベーション構築ブロック」に関する銀行業界からの回答を表している；WPR 2012オンライン・エグゼクティブ・サーベイで得た30件の回答（銀行のみ）

を基にしている；7が「クラス最高」能力を、1が「クラス最悪」を表す。

出典：Capgemini Analysis（2012年）



 SECTION TITLE L1
SECTION TITLE L2

ワールド・ペイメント・レポート 2011 において、我々は結びの言葉として、規制圧力および標準化とコモデ

ィティ化の促進が、中・長期的な決済の展望において根本的な変化を促すために収斂しつつあると述べ

た。今年のレポートは、この主張を再確認するだけでなく、イノベーションを可能にする方法や、規制や市

場の変革圧力から生じるイノベーションについて取り上げている。

世界的に、非現金取引ボリュームが引き続き着実な増加を見せているが、この増加は徐々に電子決済やモ

バイル決済によって後押しされるようになっている。これは、顧客の変化する需要に応えるためにイノベー

ションが必要となる分野である。例えば、eペイメントのハイブリッド型は、今では様々な決済チャネルを

組み合わせ、顧客にカードや口座振込、もしくは口座引落し取引といった、eコマース取引の決済オプショ

ンを以前よりも多く提供している。mペイメントの使用も同様に急増している。これは、スマートフォンの普

及により、従来の銀行口座や支店へのアクセスを有していなかった消費者であっても、タッチボタンで使

用可能な決済アプリケーションに簡単にアクセスできるためだ。

実際、eペイメントとmペイメントのイノベーションは、PSPの幅広い責務にとって象徴的なものだ。これ

は、顧客の必要な決済ソリューションを、顧客が必要とする形で、顧客が好むチャネルを通じて、アクセス

可能で簡単に使えるよう提供するものである。これらのニーズは、すべての顧客セグメント、もしくは企業、

個人顧客で異なる。しかし、PSPは、自らが創出・追求・提供する決済ソリューションや決済経験すべてに

とって必要な要素を特定する必要がある。

この責務は特に銀行に圧力を与えている。銀行はノンバンクとは異なり、単一で焦点を絞ったソリューショ

ンまたは経験ではなく、幅広いスコープを有しているからだ。銀行は、長期的でしばしば複数の側面を持

った複雑な関係を顧客と構築している。その関係は、非常に規制された環境内にあり、進化するものだ。

銀行にとっての課題は、顧客の移り変わるニーズに対応し、同時に自らが競争する市場において、補完的

にビジネスを展開し続けることだ。規制イニシアティブの数と範囲が増えていることを鑑みると、効果的な

対応は益々、ノンバンクとのパートナーシップを構築することにあるようだ。そうすることにより、パートナ

ーの力を組み合わせ、顧客に魅力的な経験を提供することができるからだ。

現時点で銀行とノンバンク間の関係が近い将来どのように進展するか、もしくは規制環境によって、今日の

銀行システムにおいてカテゴリーに分類するのがますます難しくなっている中で、決済活動やプレイヤー

をどのように選択しモニターするかということは定かではない。しかし、決済手段のユーザーがさらに多く

の選択肢とより良いサービスを期待し続けることは明白であることから、銀行はステークホルダーすべて

との率直な対話のレベルを高める必要があるだろう。これには、ノンバンクや規制当局が含まれ、顧客や

PSPそして世界経済のメリットのために、イノベーションの条件を成熟させる必要がある。

最後の�
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 調査方法

一部の国では、信頼できる過去のデータがないことから、こ

れらの国のデータは推測値であり、適切な地域分類のもと分

けられている：その他のアジア諸国、その他のラテンアメリカ

諸国、もしくはその他のCEMEA諸国。

世界的なマクロ説明グラフ（地域別の取引数）に関しては、7
地域が定義された。ロシアを除く欧州、北アメリカ、日本・オー

ストラリア・韓国・シンガポール、BRIC（ブラジル、ロシア、イ

ンド、中国）、ブラジルを除くラテンアメリカ、残りのアジア諸

国、CEMEAが地理、経済および非決済市場の成熟度によっ

て分類された。

2011年非現金決済の予測

2011年の非現金決済の予測は、我々の予測モデルを使って
計算された。これは、WPR 2011の発表以降さらに強化され
ており、公表データの発表が遅れてはいるものの、読者のた
めに最新の動向を提供しようという進行中の改善努力の一
例である。モデルはボトムアップで計算されており、国レベル
での非決済手段の過去の増加率、地域の規制環境、地域に
おいて非現金決済の増加に影響を与えるような一部のマク
ロ経済要因といった要因が考慮されている。また、大半の市
場が印刷時に実際の2011年の数字を発表していないが、我
々は2012年第2四半期に発表された入手可能な2011年の数
字を用いて「主観的かつ客観的に判断」し、我々の予測がさ
らに信憑性の高いものとなるよう努めた。

EペイメントとMペイメント

eペイメントとmペイメント市場の全体的なサイズに関する
業界予測は、様々な業界・アナリストレポート（Advance 
Payments Report 2011、Edgar, Dunn & Company；IE  
Market Research Corporation；Innopay-Mobile Payments 
2012；PR Web；Juniper Research）から引用している。

eペイメントとmペイメントに関するノンバンクと代替プレイ
ヤーに関する取引データを予測するために、我々はペイパ
ル、アマゾン、ボーダフォン、M-Pesaからの取引データを分
析した。

eペイメントに関する平均的な取引サイズは、WPR 2012、�
Visa、MasterCard取引データのために収集されたカードデー
タを分析し予測された。取引ごとのeペイメントの平均額
は、2011年は66.3米ドル、2012年は66.7米ドル、2013年は
67.1米ドルだった。

取引ごとのmペイメントの平均額（出典：IE Market 
Research）は、2011年が6.6米ドル、2012年が7.1米ドル、2013
年が7.7米ドルだった。

WPR 2012 オンライン・エグゼクティブ・サーベイ

WPRオンライン・サーベイは、イノベーション、イノベーショ
ンに影響を与える要因、規制の役割、「イノベーション・ブリ
ック」にわたる能力に焦点を当て、決済担当エグゼクティブに
調査を行ったものである。回答者には、銀行30行、ノンバン
ク、プロセッサー、その他のプレイヤーが含まれている。それ
ぞれの回答は、セクション1で定量化されている通り、国レベ
ルの非現金取引ボリュームによって加重された。この調査は
北米、欧州、アジア太平洋地域の市場で実施された。

非現金決済

今年のワールド・ペイメント・レポートは、次の地域の決済市場

に関する意見を提供している。

�� 北米：カナダ、米国

�� ヨーロッパ:

 – 2007年時点でユーロ圏加盟国であった13ヵ国オーストリア、

ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイル

ランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、ス

ロベニア、スペイン（キプロス島とマルタ島は2008年、スロ

バキアは2009年、エストニアは2011年に加盟したた

め、WPR 2012非現金取引分析には含まれない）

�– 非ユーロ圏4ヵ国：デンマーク、ポーランド、スウェーデン、

英国

�� 成熟したアジア太平洋諸国：オーストラリア、日本、シンガポ

ール、韓国

 � BRIC：ブラジル、ロシア、インド、中国

�� ラテンアメリカ：ブラジルを除く

�� 中欧、中東、アフリカ（CEMEA）にはサウジアラビア、南ア

フリカ、トルコ、ウクライナが含まれる。

カナダ、中国、香港、日本、ロシア、シンガポール、南アフリカ、

米国のデータは最新の国際決済銀行（BIS）の決済統計レッ

ドブック（2011年12月発表の2010年データ）から抜粋され

た。欧州のデータは欧州中央銀行（ECB）統計データウェア

ハウス（Statistical Data Warehouse－2011年11月発表の2010
年データ）から抜粋された。残りの各国に関しては、データは

中央銀行の発行物およびウェブサイトから抜粋された。マクロ

経済指標（正味GDP）は世界銀行と国際通貨基金（IMF）か
ら収集した。

非現金流通の合計は、小切手、デビットカード、クレジットカー

ド、口座振込、口座引落しの取引合計である。様 な々国による

報告方法論の変更に伴い、ECBの公式データが数多く変更さ

れたことにより、以前の都市のデータはWPR 2011で発表され

たデータから異なることがある。CEMEAには、現在2009年
と2010年の南アフリカのデータが含まれている。データが利

用不可能もしくは大幅に異なる場合は、データは線形補間を

行なった予測である。2010年の中国の口座引落しデータは予

測である（公式データは中国人民銀行によってまだ発表され

ていない）。2005年から現在までのドイツのデータは、ECBに
よってアップデートされ、WPR 2011で使われたデータとは異

なっている。2007年から現在までのECBのアップデートされた

データが採用されており、決済手段レベルの2005年と2006年
の予測データは2004年～2007年の年間成長率を複利計算し

たものを採用している。これらのドイツの数字は全ての分析で

用いられている。ドイツ以外では、調査方法に関する大きな変

更はない。また、その他のすべての国については、以前の年の

データが置き換えられていても、公表されている最新データを

用いている。

BISレッドブックの米国のデータには、プリペイドカードのデー

タが含まれていない。これは、中央銀行からのデータに含まれ

ている。

調査方法論
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ABI
イタリア銀行協会

ACH
自動クリアリングハウス

AML/ATF
マネーロンダリング防止/ 
テロ資金供与の防止

A/P/A/R
買掛金勘定/ 
売掛金勘定

ATM
現金自動支払機

B2B/B2C
企業間の/ 
企業・消費者間の

BAFT-IFSA
金融貿易協会と国際金融サービス協会

BIS
国際決済銀行

BRIC
ブラジル、ロシア、 インドおよび中国の4
ヵ国を総称したものをいう

CAGR
年複利成長率

C2B/C2P
消費者・企業間/ 
消費者・公共セクター間

CEMEA
中央ヨーロッパ、中東、アフリカ

CHAPS
クリアリングハウス自動決済システム（英

国）

COIN
利益団体ネットワーク；CPNを参照

CPN
共通決済ネットワーク、利益団体ネットワー

クとしても知られる（COIN）オーストラリア

決済システムのメンバーの間の2点間接続

に代替手段を提供する

CPSS
支払決済システム委員会

CT
口座振込

CUP
中国銀聯

DD/DDA
口座引落し/DD認証

DMF
債務者委任フロー

EBT
電子福祉手当送金

EC
欧州委員会

ECB DWH
欧州中央銀行の統計データウェアハウス

（DWH）、EU加盟国での主要決済と	

安全な支払システムをカバーする公式	

ECB発行物

EEA
欧州経済地域（EU加盟国27ヵ国+アイスラ

ンド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）

Efma
ヨーロッパ金融マネジメント・マーケティン

グ協会

電子政府

政府が情報通信技術（ICT）を使用し、市

民やビジネスに対して情報やサービスを提

供するもの

電子請求書

紙媒体の請求書を発行することなく、電子

手段で請求書を送信・保存したりする

電子委任

電子委任を発行する目的は、債務者と債

権者が完全な電子手段で委任状を交換す

ることを可能にすることである

EMD
電子マネー指令（EU）

EMV基準

EuropayMasterCardVisa－クレジットカ

ードとデビットカード決済に関連したカー

ド、POS、ATM端末のためのグローバル

基準

eペイメント

eコマース取引のためのオンライン決済

EPC
欧州決済評議会

電子調達

供給品やサービスの購入、もしくは、公共

事業の入札時に、政府機関とその他の公

共セクター組織が使用する電子通信と取

引処理。

e-SEPA
SEPAフレームワーク内において、事前決

済、決済および/もしくは事後決済サービ

スに関する高度な情報とコミュニケーシ

ョン技術を提供するサービス

ESMA
欧州証券監督機構

EU
欧州連合

ユーロ圏

ユーロ圏は、国家通貨としてユーロを採用

したEU加盟国から成る。本レポートの最

初のセクションにおけるユーロ圏データ

では、2007年時点で加盟国であった13ヵ
国をカバーしている（オーストリア、ベルギ

ー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシ

ャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブル

グ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スロ

ベニア）。その後、キプロス島とマルタ島、

スロバキア、エストニアが加盟し、2012年
7月時点ではユーロ圏加盟国は17ヵ国とな

った。

用語集
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FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法；

外国金融資産と海外口座に関する税務	

コンプライアンスを向上するための米国

政府の取り組み

FATF
金融活動作業部会。政府間組織で、マネ

ーロンダリングとテロ資金供与と戦う政

策の策定と促進を目的としている

FI
金融機関

FMI
金融市場インフラストラクチャー

FSA
金融サービス機構（英国）

GDP
国内総生産

ICT
情報通信技術

IOSCO
証券監督者国際機構

インターチェンジフィー

アクワイアラがイシュアに対して支払う費

用で、決済保証、不正管理、イシュアの処

理コストに対するもの

IPFA
国際決済フレームワーク協会

IPP
インターネット決済プラットフォーム（米

国財務省の電子請求書発行処理ソリュー

ション）

ISO 20022
SEPA決済手段が使用するISOメッセージ

スキームに言及するための略語

ITT
業界変革動向

KRII
主要規制・業界イニシアティブ

KSF
主要な成功要因

従来型の決済

SEPA以前の国内決済手段を説明するた

めに使われる用語

mペイメント

モバイル決済；携帯デバイスを使った決

済

委任

決済では、「委任」は求められる許可を	

指す

MNO
モバイルネットワークオペレーター

MIF
マルチラテラル・インターチェンジフィー

NACHA
全米自動資金決済センター協会（米国）

NFC
非接触型決済に用いられる近距離無線通

信規格（短距離ワイヤレステクノロジー）

非現金決済

貨幣や硬貨以外の手段で行われた決済。

つまり、口座振込や口座引落し、クレジッ

トカードまたはデビットカード、もしくは小

切手などでの決済を指す

NPCI
インド全国支払公社

P2P
個人対個人

決済ハブ

決済ファクトリーの「ビジネスの進化」：

幅広いソーシング戦略や商品イノベーショ

ンを容易にするような、人々 、プロセス、

統合決済処理にも焦点を当てる

PI
決済機関

POS
店頭販売

PSD
決済サービスに関する指令

PSP/PSU
決済サービスプロバイダー/決済サービス

ユーザー

レッドブック

国際決済銀行（BIS）の公式刊行物

ROI
投資収益率

RTGS
即時グロス決済

SCT
SEPA口座振込

SDD
SEPA口座引落し

SEPA
単一ユーロ決済圏は、EEAがユーロでの

支払と回収を国内取引として処理できる

ように標準化している地域である

SMS
ショートメッセージサービス（テキストメ

ッセージとしても良く知られる）

STP
ストレート・スルー・プロセシング

SWIFT
国際銀行間通信協会

UCITS
譲渡可能証券の集団投資事業	

（EU指令）

用語集

用語集
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世界40ヵ国に120,000名を有するCapgeminiは、
世界有数のコンサルティング、テクノロジー、アウ
トソーシングサービスの提供者のひとつで、2011
年のグループの全体収益は97億ユーロでし
た。Capgeminiはお客様と連携し、お客様のニー
ズに合い、希望の成果をもたらすようなビジネスと
技術ソリューションを構築・提供しています。多文
化企業であるCapgeminiは、Col laborat ive 
Business ExperienceTMと呼ばれる独自の仕事の
進め方を開発し、Rightshore®と呼ばれるグロー
バルなデリバリーモデルを活用しています。当社
のより詳しい情報についてはウェブサイトをご覧く
ださい：www.capgemini.com.

Capgeminiのグローバル金融サービス部門は、業
界における豊富な経験と革新的なサービスおよ
び、次世代のグローバルデリバリーを金融サービ
ス業界に提供しています。世界各地の900を超え
る顧客にサービスを提供する21,000名の専門家の
ネットワークを擁し、銀行、保険および資本市場と
協働し、ビジネスとITソリューションを提供すると
ともに、具体的な価値を創出するソートリーダーシ
ップを提供しています。

ウェブサイト：�

www.capgemini.com/financialservices

Rightshore®はCapgeminiが所有権を有する登録商標
です。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドグループ（RBS）は、世
界有数の金融サービス提供者のひとつであり、英国、欧州、
中東、アフリカ、アメリカ大陸、アジアで2,700万を超える顧客
にサービスを提供しています。そのトランザクションサービス・
ビジネスは、トランザクション・バンキング・サービスの世界有
数のグローバル・プロバイダーと評価され、国内および国際決
済、キャッシュマネジメント、流動性管理、貿易金融ソリューシ
ョン、ならびに企業、金融機関、公共セクター組織に対する商
業カードサービスを世界各地で提供しています。

RBSのソリューションは、単一オフショア・クリアリング・アカ
ウントから、革新的な流動性ソリューション、短期投資ソリュ
ーション、そしてキャッシュマネジメントや貿易金融まで多岐
にわたります。37の主要貿易経済圏でのプレゼンス、そして世
界各地でのパートナー銀行協定により、RBSは顧客のビジネ
スを前進させるために必要な世界・地域における専門性を有
しています。世界各地を広範囲にカバーしていることにより、
様 な々通貨や地域での決済プロセスが簡単になるため、顧客
はRBSの実績ある貿易ソリューションを活用し、貿易フロー商
品や貿易金融取引を管理することができます。専門アドバイ
ザリーチーム、受賞経験のある商品、総合的な徹底したソリ
ューションにより、顧客の能力を強化するのに必要なツール
を提供しています。

ウェブサイト：www.rbs.com

Efmaは、世界的なNPO法人で、世界130ヵ国の3,300社を超
えるリテール金融サービス企業が加盟しています。世界の大
手リテール銀行の約3分の1が加盟するEfmaは、世界中の業
界にとって価値のある情報源になっており、加盟各社に対し、
様々なリソース、データベース、調査、記事、新しいフィードや
刊行物への独占的アクセスを提供しています。また、ワーキン
ググループやオンラインコミュニティ、国際会議を通じて、様
な々ネットワーキング機会を提供しています。

ウェブサイト：www.efma.com
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