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銀行業を取り巻く破壊的な様相が、銀行の存続を脅かして
います。それが、各国に所在するリテールバンキングや
コマーシャルバンキングでITおよびデジタル領域の上級意思
決定者を務める280人が発信しているメッセージです。

アバナードは、技術市場の独立調査専門会社である
Vanson Bourne社に委託して、銀行業界の変革する環境について
調査を行いました。この調査では、IT意思決定者にとっての課題
と優先事項についても考察しています。

破壊的なデジタル競争が、銀行業界の競争を根底から変えて
います。現存する銀行にとって、そのソリューションはレガシー
ITシステムの現代化、業務の最適化、そしてカスタマー・
エクスペリエンスの再構成という三点にあります。

変革期の到来 ̶ 銀行業を再構成するのは今。
調査から、ITおよびデジタルの上級意思決定者が致命的な競争
脅威を認めていることは明らかです。彼らに求められているの
は変化をもたらすことですが、飛躍的改革を実施するための
ビジネスサポートや戦略、技術は持ち合わせているのでしょ
うか？デジタル・ディスラプションが雪だるま効果を呼び、
数多くの古くからある銀行は、デジタル対応で顧客により良い
サービスを提供（して保持）するという競争で、店舗を閉鎖
するなどといった劇的な措置を検討する羽目になっています。
とは言え、ほとんどの銀行は、IT予算の大半を吸い上げてしまう
レガシーシステムの維持に凝り固まっています。こうした状況
が、ひいては新技術やイノベーションに投資する対応力の制約
となっているのです。

銀行業の未来
フィンテックの絶え間ない台頭は、従来の銀行の将来的な成功と
存続にとって重大な脅威となっています。調査回答者の多くは、
そうした新規参入者が自行よりも革新性や機敏性に優れコスト
効率も高いと認めています。

現代化で手にする利益は小さくありません。
ITシステム現代化の方向に舵を切る銀行にとって最も魅力的な
恩恵とは、大幅な収益増と経費削減効率です。そうした技術が
業務の基礎となり、銀行は反撃する段階へと歩を進めて新たな
デジタルの波に対抗することができるのです。

そこに行き着くための三つのポイント：
この新しくダイナミックなデジタル環境を受け入れるために
重点的に対応すべきポイントは以下の通りです。

・ITシステムを現代化し、レガシー・テクノロジーに対する負担
を軽減することで、ビジネスの変革に必要な時間や資金、
リソースを確保する。

・効率性や生産性の向上を推進する新技術とスキルへ投資して
業務を最適化する。

・カスタマー・エクスペリエンスを再構成して顧客満足度を
高め、破壊的脅威に対抗する。

本レポートで考察するポイント：

技術によりもたらされる
銀行環境の大転換

レガシーITシステムを現代化するうえでの
複雑な課題と、得られる多大な恩恵

技術と能力への投資を通した
喫緊の業務最適化に対するニーズ

顧客需要の変化と競争脅威への直面で高まる、
カスタマー・エクスペリエンスの
再構成を迫る圧力
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重要ポイント

銀行業界が直面している世界的に深刻なディスラプション（破壊）
・ディスラプション：回答者のほとんど（87%）が、技術の
飛躍的変革により銀行業の伝統的手法が破壊的競争の不意
打ちに見舞われていると言っています。

・顧客の姿勢：10人中9人（90%）が、顧客の姿勢と期待が変わり
つつあり、伝統的な銀行サービスが時代遅れになっていると
回答しています。

・実店舗：回答者の三分の一（33%）が、所属する銀行では、
今後10年間で実店舗の多く、またはすべてを閉鎖して、
よりデジタルに軸足を移す計画を立てています。

・人の対応：過半数の回答者（61%）が、今後10年間でリテール
バンキングでは人の対応が必要ではなくなると考えています。

レガシーITシステムの現代化が多大な利益をもたらすカギ
・投資の必要性：回答者のほぼ全員（94%）が、高まるデジタル
要件に歩調を合わせたITシステムの現代化で、年間のグロー
バル収益が平均14%、約4億米ドル増えるとの見解で一致
しています。

・過度な支出：ほとんどの回答者は、自行がレガシーITシス
テムの維持で他の伝統的銀行（55%）や破壊的競争者（65%）
よりも多くの資金を支出していると考えています。

・レガシー技術のコスト：IT部門にとって、レガシー技術の
維持コストが非常に高く（47%）、維持に重点を置きすぎている
（40%）と答えています。

新技術への投資で業務を最適化
・現在の投資対象：クラウド（68%）、最新コンピュータハード
ウェア（58%）、および分析（55%）が現在の主な投資対象です。

・新規投資分野：今後投資が計画される可能性が最も高い
技術は、コグニティブオートメーション（66%）や、機械
学習（61%）およびロボティックス・プロセス・オートメー
ション（RPA）（60%）が挙げられています。

・外部サポートのニーズ：ほとんどすべての回答者（99%）
が、フレキシビリティの向上（58%）や、業務の最適化（57%）、
より広範な専門性の利用（50%）、そしてイノベーションの
優先（50%）といった新技術の導入において、外部業者への
サポート依頼が効果的であると考えています。

破壊的競争者に直面する中でカスタマー・エクスペリエンスを
再構成する喫緊のニーズ
・パーソナル化：回答者の大半（89%）が、自行のカスタマー・
エクスペリエンスは、顧客への対応を個客化することで改善
できると考えています。

・一貫性のあるエクスペリエンス：10人中7人超（71%）が、
一貫性のあるエクスペリエンスの提供に苦労していると回答
しています。

・フィンテック・ディスラプション：10人中8人（80%）が、
フィンテックのスタートアップ企業といった破壊的競争者が
銀行業にもたらす影響について懸念を示しています。

・高まるカスタマー・エクスペリエンス支出：ほとんどの
回答者（91%）が、フィンテックのスタートアップ企業のような
破壊的企業に競い勝つには、カスタマー・エクスペリエンス
面への投資を増やすことが必要と回答しています。
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変わりゆく環境に
影響される
銀行員の姿勢

 
回答者の 61%が、今後 10 年間でリテールバンキングにおいて
人の対応が必要ではなくなると考えています。
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現在：破壊的競争者が台頭
こうした動きから逃れる術はありません。当社が話をしたIT
およびデジタル上級意思決定者の大半（87%）が、技術面での
飛躍的変化に拍車がかかり、銀行業の伝統的手法が破壊的競争
者の不意打ちに見舞われていると考えています。

意思決定者のほぼ半数（48%）が、今後の12ヶ月間において
新技術を受け入れることは、従来の成功指標であった利益性
向上（41%）やセキュリティ改善（34%）よりも自行にとってカギ
を握る戦略的優先事項であると述べています。

今後12ヶ月間のカギを握る優先事項

10人中6人（60%）の回答者が、顧客はより革新的で個客化
されたデジタル体験を求めていると答えています。デジタルに
長けた現在の顧客は、店舗の種類を問わずどこでも同じ
クオリティのユーザー体験をますます求めるようになって
います。また約半数（48%）が、フィンテックのスタートアップ
企業や、非金融サービスのデジタル競合者との競争が拡大して
いるとの見解を示しています。10人中約8人（79%）が、Google
やAmazon、Appleといったビッグブランドが銀行業分野に参入
し、伝統的銀行の市場シェアと利益性を脅かしていると見て
います。

将来：デジタルがオフライン業務を消滅させる
今後10年間で組織をデジタル時代に適した編成にするにあたり、
約半数の回答者 （47%）が実店舗とオンラインサービスの連携を
可能とするデジタル技術への投資を挙げました。

回答者の約20%の銀行において、よりデジタル対応を図る
動きの一環として実店舗閉鎖の計画がありますが、実店舗を
すべて閉鎖して完全にデジタル化へ移行する計画を立てている
のは1割を少し上回る程度（12%）です。

ほとんどの回答者が、銀行分野で中心的役割をテクノロジーが
果たすと認めています。その理由として半数以上（61%）が、
今後10年間でリテールバンキングでは人の対応が必要ではなく
なることを挙げています。

それでは、デジタル化はどこから始めればよいのでしょうか？
順応性や機敏性を向上させデジタル化へ至る目標でより競争力を
高めようとする銀行にとって、その答えは自行内にあります。

デジタル「軍拡競争」が銀行業界を席巻し、その競争環境を
書き換えています。約9割（86%）の回答者が、台頭する金融
スタートアップ企業が急成長を遂げ未だかつてない勢いで顧客
を取り込んでおり、その結果ほとんどの回答者（90%）が、顧客
の姿勢と期待が変わりつつあり、伝統的な銀行サービスが時代
遅れになっていると認めています。

現在の主な課題

国別の傾向
・イタリア、スイスおよび日本では、全回答者が銀行業の
伝統的手法が破壊的競争者の不意打ちに見舞われて
いると回答しました。

・ドイツ（75%）とオーストラリア（67%）では、カギを
握る戦略的優先事項として新技術の受け入れを最も多く
挙げています。

・米国では、全支店閉鎖の計画が最も多く挙げられて
いました。（28%）
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フィンテックのスタートアップ企業および
デジタル競合者からの競争拡大

図 1：「貴行にとって今後 12 ヶ月間でカギを握る戦略的優先事項は何ですか？」、
第一位、第二位、第三位となった回答の組み合わせから。（回答者数：280 人）

図 2：「貴行が現在直面している主な課題とは何ですか？」、第一位、第二位、
第三位となった回答の組み合わせから。（回答者数：280 人）
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現代化で見込まれる年間収益増加率
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レガシーITシステムの
現代化が投資解放には
不可欠

ITの年間予算のうち、平均19%がレガシーシステムの維持に
拠出されています。

デジタル変革を減速させるレガシーシステムという足かせ
相当な金額がレガシーシステムの維持に依然として拠出されて
おり、年間のIT予算のうち平均19%が費やされているという
結果が出ました。現実では、ほとんどの銀行でこの平均を
上回っており、40%の銀行がレガシーシステムの維持に20%
以上のIT予算を費やしていると回答しています。

同業者と比較した場合、55%の回答者が他の伝統的銀行よりも
レガシーシステムの維持に多くの資金を投じていると考えて
おり、この数値は回答者がフィンテック・スタートアップ企業
といった破壊的競争者と比較した場合はほぼ三分の二（65%）に
まで高まります。

ITの現代化が増収とコスト削減を推進
回答者のほぼ全員（94%）が、高まるデジタル要件と歩調を
合わせ、自行のITシステムを現代化することにより収益が
高まると考えています。その増益率は平均14%、金額で言えば
年間約4億米ドルを生み出す可能性を秘めているであろうと
予想しています。また、現代化の恩恵は収益面以外にももたら
されると回答者は答えており、86%が事業費を平均13%削減
できると考えています。

経営陣からの需要がモダン・ソフトウェア・アプローチを推進
企業運営において、最も共通して求められているものとして、
ダウンタイムの削減（70%）や、改革がもっと容易であるべきと
いう考え方（62%）などがあります。また、同程度の回答者（65%）
が、クラウドへのより早い移行をステークホルダーが望んで
いると答えています。そのため、ほとんどの銀行では
モダン・ソフトウェア・エンジニアリング（MSE）を取り入れ、
それぞれのデリバリー能力をサポートし強化しています。

10人中4人以上が、DevOpsチーム（44%）やクラウドファース
ト（41%）を採用しており、また35%の回答者が、すでにアプリ
ケーションのアジャイル開発手法の活用を始めています。採用
される可能性が最も高い手法としては、ともにDevOpsオート
メーションを中心とした継続的デリバリー（63%）とテスト／
QAオートメーション（63%）が挙げられています。

インフラとアプリケーションの課題がクラウド化の妨げに
インフラ
回答者が在籍する銀行では多額のIT予算をレガシーシステムの
維持に拠出しており、この維持とレガシー技術が技術インフラ
の問題として挙がった回答の大半を占めています。

約半分の回答者（47%）が、レガシー技術は維持費が高すぎると
回答しています。そして、40%の回答者はIT部門がレガシー
システムの維持にこだわりすぎていると考えています。それ
故、28%の回答者がイノベーションに専念する時間がないと
答えており、こういった背景が事業面での制約となり、十分な
時間とリソースを開発に振り分けられないという悩みとなって
います。

さらに、回答者は新技術が自行で採用されていない（35%）か、
自行のIT部門にはインフラ変革を実施するために必要な能力が
ない（35%）と認めています。それだけでなく、27%はクラウド
への統合や導入での問題に直面しています。

ほとんどの回答者が、大半のインフラ（69%）が未だオンプレ
ミスであり、プライベート（19%）またはパブリック（12%）の
クラウドに展開しているのはごく少数です。企業がそれらを
サポートするには、確信や根拠がない一か八かの判断を要する
ことになります。

図 3：IT システムの現代化により年間収益が増える（262 人）、または事業費が
減る（241 人）との見解に同意した回答に基づいた、平均想定影響度の分析
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インフラの課題

47%

40% 

36% 

35% 

35% 

28% 

27% 

26% 

14% 

規制やコンプライアンス

予算不足

インフラ調達の仲介排除（直接投資）

Infrastructure challenges

図 4：「貴行の IT 部門が技術インフラに関して見舞われている主な問題とは
何ですか？」（回答者：280 人）

アプリケーション
インフラと同じ問題が、アプリケーションでも持ち上がって
います。ほぼ全員（97%）が、その管理の難儀さを訴えています。
ここでもまたクラウドの課題が浮き彫りとなっており、約半数の
回答者（52%）はクラウドへの移行が原因であると答えています。
多くの銀行では、各アプリケーションで保有するデータの
量（5 5%）や、アプリケーションを常に最新に保ち、
セキュアで信頼できる状態に保持するか（54%）、あるいは
アプリケーションが規制を遵守しているか（33%）といった点で
四苦八苦しています。

クラウドの導入は、セキュリティや移行、規制、そして信頼性
への懸念から少数の提案にとどまっています。平均して、
アプリケーションポートフォリオの72%がオンプレミスのまま
であり、プライベートクラウドは18%、そしてパブリック
クラウドはわずか10%となっています。

回答者の30%は、アプリケーションの使用や需要における変化
への確実な対応を困難に感じているものの、クラウド導入により
もたらされる機敏性や拡張性といった恩恵が、銀行にとって
多大な利益となると考えています。

国別の傾向
・レガシーシステムに費やされるIT予算の平均割合は、
スイス（23%）やフランス（21%）が一番高くなっています。

・ITシステムの現代化による年間収益増加率を最も高く
予測したのは米国（17%）でした。

・レガシーシステムの維持費が高すぎると最も考えて
いるのは、英国（66%）とスイス（65%）でした。

・オーストラリア（60%）、フランス（60%）、イタリア
（60%）およびスイス（60%）では、クラウドへの移行が
自行のアプリケーション・ポートフォリオの難点と
いう回答を最も多く挙げています。

レガシー技術の維持費が高すぎる

維持にこだわり過ぎている

新技術が採用されていない

IT部門に対応する能力がない

イノベーションを図る十分な時間がない 

クラウドへの統合／導入
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職場効率の改善

増収

競争上の優位性獲得

事業費削減

自動化の拡大

新商品発売への加速化

ビジネスイノベーション向上

規制コンプライアンス遵守の高まり

Benefits of new technologies
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デジタル・ディスラプションで成果を上げる：
銀行分野で遅れをとらないための方法

業務の最適化が
生産性とイノベーションを
推進

クラウドが新技術投資の原動力
これまで求められていたスピードや容易さ、信頼性といった
要件に加えて、さらに顕著なのは、業務の効率化（81%）と、
生産性の向上（79%）で、コストを削減し、収益を増加させると
いうニーズです。業務の最適化を目標とする中、クラウド
（68%）は回答者が投資対象として最も挙げた新技術でした。
さらに、半数以上が組織全体でモダン・コンピュータ・ハード
ウェア（58%）とアナリティクス（55%）に投資しています。

これからは、自動化（66%）や機械学習（61%）、RPA（60%）と
いった、人工知能（AI）が牽引する複雑な技術へ顕著に移って
いくでしょう。多くの回答者が、こうした技術が他行との競争
において優位性をもたらすと認めています（コグニティブ・
オートメーション［89%］、機械学習［84%］、RPA［86%］）。

また、回答者の約半数（53%）は、職場における効率の改善を
新技術投資によってもたらされる恩恵として捉えると同時に、
増収（44%）や事業費削減（44%）も好ましい結果として挙げられて
います。

新技術がもたらす利点

国別の傾向
・現在の投資対象としてクラウドを最も挙げたのは米国
の回答者（86%）であり、日本は最も低く32%でした。

・スイスでは、第三者介入の主な利点として高度な専門
性（70%）が最も挙げられました。

図 5：「新技術への投資にどのような利点があると見ていますか？」、第一位、
第二位、第三位となった回答の組み合わせから。（回答者数：280 人）

外部からのサポートは必要不可欠
社外の専門スキルを利用することは業務変革の過程で役立つの
でしょうか？端的に言えば、その答えは「はい」です。回答者の
ほぼ全員（99%）が、新技術の導入・活用において外部からの
サポートに利点があると考えています。

また、ほとんどの回答者が専門ベンダーの介入により、柔軟性
の改善（58%）や、運用の最適化（57%）が実現すると考えて
います。多くの回答者は、スキルやシステムの維持に関する
課題への対処には、第三者がより高レベルの専門性をもたらし
（50%）、それによりイノベーションの優先化が可能になる（50%）
と答えています。

では、そうしたベンダーを利用するのはどのような場合なので
しょうか？また、優先事項はどういったことでしょうか？そこ
で予測されるのは、クラウド（71%）が最も現在利用されている
分野だということです。

ほぼ半数の銀行が、将来的に外部のサポートを借り、RPA（52%）
やコグニティブ・オートメーション（49%）、機械学習（46%）を
導入し、より望ましい形でそれらを活用する計画を立てて
います。レガシーITの現代化や、業務の最適化、そして新技術
や専門性への投資は、どれもみな欠かせない要素ですが、カギ
となるのは顧客です。
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51% 

49%

47%

45%

45% 

32%

27% 

複数媒体で一貫性のある個客化された
カスタマー・エクスペリエンスの提供

アプリケーションの性能向上

顧客のニーズへの理解力改善

顧客が求めていることの従業員に対する教示

カスタマーサービス部門の改善

カスタマーエンゲージメント戦略への取り組み

より関連性がある商品による
顧客のターゲット化

Customer experience focus areas
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デジタル・ディスラプションで成果を上げる：
銀行分野で遅れをとらないための方法

カスタマー・
エクスペリエンスの
再構成が生き残りのカギ

カスタマー・エクスペリエンスが顧客満足度を押し上げる
回答者によると、銀行にとってサービスと商品の充実化が、
顧客満足度に最も影響を及ぼす（55%）要素であり続けています。

しかし、物事が興味深くなり、技術にますます競争性が加わる
のはその先です。回答者の43%は、顧客情報を安全に保管する
最新技術への対応が満足度に及ぼす影響トップ3の一つだと
見ています。

同じく、デジタルインターフェイスの取り込み（39%）やインタ
ラクティブなコミュニケーション方法（38%）も選ばれています。

一方、回答者の34%は、カスタマー・エクスペリエンスの個客
化が重要な要素だと考えています。驚くべきことに、これらの
デジタル需要は回答者が認識する重要性という意味では信頼性
（30%）のレベルよりも高いのです。

改善は技術革新に依存
そのため、より良いカスタマー・エクスペリエンスを実現する
ために、テクノロジーは不可避なテーマです。回答者の半数
以上（51%）が、複数の媒体を横断して一貫性のある個客化された
体験を提供できることを最優先事項としています。

この目標を達成するサポートとして、回答者はアプリケー
ションの性能向上（49%）や分析を通した顧客ニーズのより深い
理解（47%）も同様に見据えています。伝統的銀行がまだ保持
している数少ない優位性の一つは、すでに保有している膨大な
量の顧客データです。そうしたデータを活用して分析すること
が、改善を追求する過程でのサポートとして役立ちます。

89%の回答者は、カスタマー・エクスペリエンスの個客化を
改善できると考えており、71%の回答者は一貫性のあるエクス
ペリエンスの提供が困難な課題であると認めています。欠点を
認めるこうしたオープンさは、驚きであるとともに新鮮な感覚
を覚えます。

89%の回答者が、カスタマー・エクスペリエンスの個客化の面で
改善の余地があると考えています。

カスタマー・エクスペリエンスの重点分野

もう一つよく耳にする技術需要として、さらなるタスクの自動化
によるプロセスの簡素化（78%）が挙げられます。回答者の
ほぼ全員（99%）が、ビジネス全体の自動化を望んでいます。
アプリケーションの改善には、データ分析による顧客理解
（69%）やカスタマー・エクスペリエンスの個客化（56%）、
アプリケーションの現代化による基礎づくりへの重点対応
（54%）などが挙げられています。

図 6：「カスタマー・エクスペリエンスを改善するため重点対応する必要がある
主な分野は何ですか？」、第一位、第二位、第三位になった回答の組み合わせか
ら。（回答者数：280 人）
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デジタル・ディスラプションで成果を上げる：
銀行分野で遅れをとらないための方法

滅亡の不安を掻き立てるフィンテック
それでは、ここで競争状況に注目してみましょう。市場に照ら
して自行を評価するように求めたところ、回答者のほとんど
（70%）が自行のカスタマー・エクスペリエンスは他の伝統的
銀行よりも優れていると回答しました。

驚くことではないかもしれませんが、破壊的競争者を対象として
同じ比較を求めたところ、自行が優れていると自信を持って
言える向きはかなり下回ります（55%）。こうした自信の欠如は
ビジネス全体でにわかに高まっており、回答者の70%は顧客から
競合他社の方がより望ましいカスタマー・エクスペリエンスを
提供しているという苦情を度々耳にしていると答えています。

それでは、こうしたフィンテックへの不安や恐れを掻き立てて
いるのは何なのでしょうか？ほとんどの銀行にとって、それは
自行には無い特長です。回答者のほぼ全員（96%）が、フィン
テックのスタートアップ企業といった破壊的競争者が自行には
ない特別な能力を持っていると考えています。

それではその特別な能力とはどういったものでしょうか。最も
共通して挙げられたものは、革新性（56%）、費用対効果（54%）、
そして機敏性（44%）といった能力でした。さらに、約三分の一
の回答者が、フィンテック企業がすでにここで考察した二つの
鍵を握る課題での対処に優れており、個客化対応（36%）と
エンゲージメント（32%）を図る優れた対応力を備えていると
考えています。両分野とも、現在の顧客満足度に影響を及ぼす
主な要素です。

こうした状況に対抗するため、回答者の大多数（91%）が、
カスタマー・エクスペリエンスへの予算拠出を増やす必要が
あると考えています。しかし、年間の平均IT予算のわずか15%
しかこの分野の強化に充てられていません。それに対して
レガシーインフラの維持には19%が充てられており、ほとんど
の銀行にはそうした予算配分の調整が求められています。

それでも、すべてが悲観的だということではありません。
ほとんどの回答者（80%）は、破壊的競争者の銀行業界にもたらす
影響について懸念していますが、多くの銀行がそうした課題の
中に潜在する機会にも乗じています。回答者の89%は、破壊的
競争者の成長を認識しているか、その動向を追っていると答えて
いますが、75%はしかるべき時機にそれらの手法を活用すること
を見据えています。

96%の回答者が、直面する破壊的競争者が自行
にはない特徴を持っていると認めています。

国別の傾向
・日本（96%）およびスイス（95%）の回答者は、一貫性の
あるエクスペリエンスの提供に困難を見出していると
最も回答しています。

・カスタマー・エクスペリエンスへのIT予算の平均的拠出
額の割合が最も高いのは米国（19%）および英国（16%）、
一方、ドイツ（10%）が最も少ないという回答が得られ
ました。

・破壊的競争者が銀行業界にもたらす影響について懸念
を最も高く示した国は、シンガポール（93%）および
スイス（90%）でした。

91%の回答者が、破壊的競争者に対抗するために
カスタマー・エクスペリエンスへの投資を増やす
ことが必要だと考えています。
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対象国
 

回答者数 
米国・・・・・・・・・・・・ 50
英国・・・・・・・・・・・・ 35
フランス・・・・・・・・・・ 30
スペイン・・・・・・・・・・ 30
シンガポール・・・・・・・・ 30
イタリア・・・・・・・・・・ 25
日本・・・・・・・・・・・・ 25
ドイツ・・・・・・・・・・・ 20
スイス・・・・・・・・・・・ 20
オーストラリア・・・・・・・ 15
総計・・・・・・・・・・・・ 280
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デジタル・ディスラプションで成果を上げる：
銀行分野で遅れをとらないための方法

まとめ
既存の銀行は、成長だけでなく生き残るためにも素早い順応力
が必要とされています。

その意味で、意思決定を担う回答者のほとんどが現在起こって
いることを把握し、競争者や顧客に駆り立てられて行動する
必要性を認識していることは良い傾向と云えるでしょう。

とはいえ、計画を具体的な行動措置に転換させる大きな課題が
実際に存在しており、それはおそらくレガシーシステムを現代化
して維持費を削減するニーズと同じくらい大変です。

デジタル時代を見据えて業務を最適化するため、新技術への
投資はクラウドと人工知能に焦点が当てられていますが、
ほとんどの回答者が第三者の援助を取り込んでそうした新技術
を効果的に導入して最大限活用する必要性を認めています。

もちろん、顧客のことを忘れてはなりません。顧客はサービス
提供者に多くのことを求めており、銀行に対してもその例外で
はありません。顧客は、取引銀行からの個客化された一貫性の
ある体験を求めており、これが多くの銀行にとって悩みの種と
なっています。

ここで確実なのは、銀行としてこうした変化を受け入れITの
現代化に注力することで顧客への提供内容を変革し、その先頭
に立たなければならないということです。

調査対象および方法
レポートの元となった調査は、アバナードがテクノロジー市場
調査の専門企業であるVanson Bourneに委託し、各国でリテール
バンキングまたはコマーシャルバンキングを運営する、年間
収益1億ドル以上、かつ100人以上の従業員を擁している銀行の
ITおよびデジタル関連上級意思決定者280人に2017年6月から
7月にかけて聞き取り調査を行ったものです。

この調査は10ヶ国で実施され、各国の回答者内訳は以下の通り
です。

この調査は、オンラインと電話での聞き取りを交えて行われ
ました。全ての聞き取り調査は、複数段階の厳格なスクリー
ニングを通して選ばれた適正者のみが参加しています。別途
示唆されている場合を除き、本レポートで論じられている結果は
総回答に基づいたものとなっています。

アバナードの提言
アバナードは、銀行業界のお客様がこのデジタル世界で生き残る
だけでなく、顧客の期待を上回り競合他社との差別化を図るため
の変革や、お客様がこのデジタル化されたクラウドファースト
の世界で優位性を得る為に、以下3つの分野で貴行のIT部門が
新しいテクノロジー・モデルを生み出す為の手助けをいたし
ます。

1. レガシーITの現代化
・アプリケーションの現代化とクラウドへの移行による中核的
IT変革を迅速かつ費用対効果に優れた方法で実現し、銀行が
抱えるレガシー課題に対処します。

2. 業務の最適化
・機械学習能力や予測モデル、RPAを活用して、組織の効率や
顧客サービスを改善・向上しながらコストを削減します。

3. カスタマー・エクスペリエンスの再構成
・アナリティクスを活用し、優れた費用対効果、独自性、そして
迅速な市場対応を実現するデジタル・エクスペリエンスを
生み出します。



Vanson Bourneについて
Vanson Bourneは、テクノロジー分野における独立系の市場調査専門
企業です。同社の調査に基づく分析は、厳密な調査原則とあらゆる
事業分野や主要市場で技術・業務の職務を担う上級意思決定者への
取材力に裏打ちされており、その堅実さと信頼性で高い評価を
得ています。詳細はwww.vansonbourne.comをご覧ください。

本レポートは、当初アバナードが英語で制作および企画したものです。
最高の品質を確保するため定評がある言語翻訳パートナーによって
翻訳されていますが、一部の分野では内容が英語のオリジナル版と
異なる場合があることにご留意ください。

アバナードについて
アバナードは、コンサルティングとマイクロソフトエコシステムを
通して革新的なデジタル、クラウドサービス、ビジネスソリュー
ション、デザインがもたらすエクスペリエンスを提供するリーディ
ングプロバイダーです。アバナードのプロフェッショナルたちは
果敢で斬新な案と、テクノロジー、ビジネス、業界の知見を組み
合わせることで顧客とその先のお客様の変革と成長を支援します。
世界24ヶ国に点在する3万人の従業員がデジタル上で繋がり、多様性
と地域の文化を尊重するコラボレーティブな企業文化の下、お客様
に最善のソリューションを提供しています。アバナードは、2000年
に米国アクセンチュアおよび米国マイクロソフトにより設立され、
アクセンチュアが筆頭株主を務めています。
アバナードの詳細はこちらをご覧ください。
https://www.avanade.com/ja-jp

アバナード株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木1-8-7　MFPR六本木麻布台ビル
電話： 03-6234-0150
Eメール： tokyo@avanade.com


