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なっている。しかし、
NFCに よ る 決 済 サ
ービスを利用するに
は、ス マ ホ 自 体 が
NFCに 対 応 す る 必
要がある上、小売店
にNFCの 読 取 端 末
が必要となるため、
サービスが一般化す
るには今しばらく時
間がかかる。その一
方で、スマホを用い
た決済サービスの分野では、より簡易な方法
でサービスを提供する事業者が多数誕生して
おり、その動向に注目が集まる。

モバイル決済サービスは、利用者が利用す
るサービスと加盟店が利用するサービスに大
別される。現在、モバイル決済サービス分野
で急成長しているのは、加盟店側のサービス
であり、Squareが先駆的な存在として名を馳
せ て い る。Squareの 加 盟 店 向 け サ ー ビ ス

「Square Register」では、スマホのイヤホンジ
ャックに差し込む形のカードリーダーを無料
で提供し、クレジットカードの決済端末とし
て利用する。

加えて、クレジットカード決済時に徴求す
る加盟店手数料を通常の半分程度に抑えた。
Square Registerは、手数料の高さや端末導入
コストの面からクレジットカード決済の導入
を見送っていた個人事業者に大きく支持され、
利用者は既に200万人を超えるまでに成長し
た＊３。同様のサービスは、世界中で導入され、
日本でもソフトバンクがPayPalと提携して類

似のサービスを提供している（図表１）。
また、Squareでは、利用者向けの決済サービ

スも提供し、決済シェアを拡大している。こ
のサービス「Square Wallet」では、スマホのGPS

機能を活用して、利用者の周辺にあるSquare

の加盟店を表示する。利用者は訪問予定の加
盟店をスマホ上で登録し、訪問した加盟店で
は、自分の名前を伝えるだけで、登録したク
レジットカードから自動的に決済が完了する。

Squareの決済サービスは、利用者、加盟店
双方の決済機会を拡大するのみならず、斬新
で利便性が高く、利用してみたいと感じさせ
るものであることが特徴である。

スマホで広がる家計管理サービス
スマホの普及により、にわかに脚光を浴び

たサービスに家計簿サービスがある。これま
で家計簿をつけるには、保管したレシートを
後ほどPCやノートで記録するなど手間がか
かっていたが、スマホを用いることで購入直
後に費目を記録できるなど日常生活でも使い

スマートフォン（スマホ）の急速な普及に

伴い、国内外の金融機関がスマホでのサービ

ス対応を進めている。海外の先進的な金融機

関では、スマホ上で単なるモバイルバンキン

グの延長線上にはない、利便性の高いサービ

スを提供している。本稿では、スマホの持つ

機能をフル活用し、顧客経験を改善させる革

新的なサービスを紹介することで、次世代の

スマホバンキングのあり方について明らかに

したい。

生活に密着した最も重要な接点
スマホが急速に普及している。我が国のス

マホ普及率は40％に迫り、近いうちに携帯電
話所有者の過半数がスマホを持つとの観測が
ある＊１。こうした動きに合わせ、多くの金融
機関でスマホに対応したサービスの提供が始
まっている。米国では、2016年までにモバイ
ルでの金融サービスの利用者が、現行の3,300
万人から9,600万人と約３倍に増加すると見

込まれている＊２。今や国内外を問わず金融機
関にとって、スマホによる金融サービスの提
供は、必須のものとなっている。

スマホは、個人にとって最も身近で、接触
時間の長いメディアであり、金融機関と顧客
をつなぐ重要な接点である。こうした観点に
基づき、海外の先進的な金融機関では、スマ
ホ上で単なるモバイルバンキングの延長線上
にはない、利便性の高いサービスを提供して
いる。これら金融機関は、決済、家計管理

（PFM）、そして音声認識といった最先端のサ
ービスを提供し、店舗やATMなど他の接点で
は提供できない、より生活に密着した顧客経
験を利用者に提供することを目指している。

急成長するモバイル決済サービス
次世代の近距離無線通信規格であるNFC

（Near Field Communication） がAndroid OS

において採用されたこともあり、スマホを用
いた決済サービスは最も注目を集める分野と

図表１　世界各国の主な加盟店向けモバイル決済サービス
地域 サービス名 事業者 初期費用 決済手数料

北米

Square Register Square 無料 2.75%

PayPal Here eBay（PayPal） 無料 2.7%

GoPayment Intuit 無料 2.75%

MobilePay Bank of America 無料 2.7%

欧州

iZettle iZettle 無料（別途カードリーダー代が必要） 2.75%

Payleven Payleven 無料 2.75%

streetpay streetpay 無料 1.9%

mPowa Powa 無料 2.95%

日本

PayPal Here ソフトバンク、PayPal 無料（別途カードリーダー代が必要） 5.0%

楽天スマートペイ 楽天カード 2,980円（カードリーダー代含む） 4.9%

Coiney コイニー 無料（2013年１月現在サービス申込
一時停止中） 4.0%

出所：各社商品紹介サイトより筆者作成。	 	 	 	

＊１  インプレスR＆Dプレスリリースより（12年11月20日）http：//www.impressrd.jp/news/121120/kwp2013
＊２  Aite Groupプレスリリースより（12年12月17日）http：//www.aitegroup.com/Reports/ReportDetail.aspx ？ recordItemID＝1020 ＊３  Squareプレスリリースより（12年10月24日）https：//squareup.com/news/releases/2012/square-arrives-in-canada
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こうしたセルフ取引の拡充といった延長線上
に位置づけられるものである。
「Nina」と名付けられたこのアプリケーシ

ョンでは、例えば「今月のクレジットカード
の請求額は？」といった質問をスマホに話し
かけると、音声と画面で請求額を答える機能
が搭載されている。この際、あらかじめ登録
された利用者の声を認識して利用者が本人で
あることを確認している。USAAは、残高照
会や口座からの送金といった一般的なモバイ
ルバンキングの取引メニューが音声による指
示だけで完結できることを目指している。

この他、スペインの大手金融機関BBVAに
おいても同様のサービス導入が検討されてい
る。同行では、単に利用者の指示を忠実に実
行するだけでなく、利用者に対してより良い
サービスを提案するといった双方向型のサー
ビスとなることを目指している。音声認識サ
ービスの導入は、スマホを利用者の金融アド
バイザーといった位置に高める可能性を秘め
ている（図表２）。

おわりに
日本国内のスマホの急速な普及に伴い、我

が国の金融機関でも、スマホへの対応が相次
いでいる。ただし、その対応は単にホームペ

ージ上の情報提供やインターネットバンキン
グの機能をスマホに最適化して、提供するも
のにとどまるのが一般的である。

一方、海外の先進事例においては、スマホ
を金融機関と顧客をつなぐ、最も身近なメデ
ィアとしてとらえ、金融サービスそのものを
大きく革新しているのが特長である。本稿で
示した、決済やPFMといった生活に密着した
サービス、音声認識技術を活用した双方向型
のサービスは、いずれも、単に従来の金融サ
ービスをスマホに対応させるのではなく、そ
の機能や特長をフル活用し、顧客がより便利

に金融サービスにアクセスで
きるような工夫が凝らされて
いる。

我が国金融機関においても、
顧客経験価値向上という観点
から、従来の金融サービスにと
どまらない、スマホならではの
革新的なサービスを提供する
ことが望まれる。

やすいサービスが多数登場している。
米国の多くの金融機関では、自行のインター

ネットバンキングやモバイルバンキングにお
いて利用者の家計管理を行えるサービスが提
供されている。このサービスはPFM（Personal 

Financial Management）サービスと呼ばれて
おり、同種のサービスで成功例として取り上
げられるものにPNC銀行が提供する「Virtual 

Wallet」がある。
Virtual Walletは、08年よりサービスを開始

した若年層向けのネット専用口座であり、PC

やスマホでの利用に特化した点が特徴となっ
ている。Virtual Walletでは、利用者の口座間
の資金移動をスマホの画面をタッチするだけ
で行える。また、今後の決済予定金額を自動
的に集計し、現在どの程度の金額を自由に使
えるのかを画面に表示する。

この他、Virtual Walletでは、親子間で口座
情報を共有できるなど、若年層、特に学生に
支持されるサービスが提供されており、わず
か３年余りで100万人の新規顧客獲得につな
がった＊４。 

こうした家計管理サービスを提供する動き
は、PNC銀行のような比較的大規模な金融機
関から米国版信用金庫ともいうべきCredit 

Unionにまで広がっている。
PFMを提供する米国のベンチャー企業

MoneyDesktopは、10年の設立からわずか２
年余りで300以上の金融機関に採用されてい
る＊５。顧客の多くは、Credit Unionであり、比
較的小規模でIT投資余力の無い金融機関に
対して、シンプルで安価なPFMを提供してい
る点に強みがある。

金融機関がこうしたPFMサービスを提供
することによって、利用者は自身の銀行口座
と連動した使いやすいサービスを享受するこ
とができる。また、金融機関にとっても利用
者のお金の使い方を詳細に把握でき、より精
度の高いマーケティングが可能となる。

音声認識を用いた次世代の金融サービス
iPhoneでは、12年よりSiriと呼ばれる音声

認識アプリケーションが搭載され、大変な注
目を集めた。我が国でも、NTTドコモから
Android端末向けに同様のアプリケーション
が提供されている。こうしたアプリケーショ
ンが注目を集める背景には、音声で認識する
ことのハイテク感や斬新さに加え、従来の入
力方法と比較して簡潔に自分の行いたい操作
が行える点にあるといえよう。例えば、Siriで
は、「７時に起こして」とiPhoneに向かって話
すだけでアラーム機能が起動するなど、利用
したい機能やサービスを音声による指示で起
動する。

こうした入力操作の簡潔性は、金融取引の
ような複雑な取引の場面においてこそ真価を
発揮する。既に欧米の金融機関では、このよ
うな音声入力の可能性に目をつけ、スマホに
話しかけるだけで取引が行えるサービスを導
入する動きが出ている。

米国の軍人とその家族を主な顧客とする
USAAは、音声入力で金融取引が行えるアプ
リケーションを試験導入中である。同行では、
かねてより世界各地で勤務する米国軍人のた
めにPCやモバイルといったセルフでの取引
を充実させてきた。このアプリケーションも
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＊４  PNC銀行プレスリリースより（12年６月12日）http：//pnc.mediaroom.com/index.php ？ s＝3473＆item＝129427
＊５  MoneyDesktopプレスリリースより（12年８月２日）http：//moneydesktop.com/company/news/moneydesktop-acquires-moneyreef

図表２　金融アドバイザー型のスマホサービス
サービス 採用金融機関 概要

音声認識 USAA（米）
BBVA（スペイン）

スマホに音声認識アプリケーションを導
入し、利用者の音声による指示に対応し
たサービスを提供。将来的には、利用者に
対してお勧めのサービスを提案する機能
の導入が予想される

ビデオチャット ASB Bank
（ニュージーランド）

スマホを用いて銀行の行員とサービスや
商品購入についての相談・問い合わせが
行えるもの。利用者は、予め面会したい日
時と内容を伝えておき、面会時に特定の
サイトにアクセスすることで面談が可能

出所：各行プレスリリースならびにニュースサイト記事より筆者作成。	 	


