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顧客に対して全てのチャネルを統合的に提

供するオムニチャネルでは、デジタルとリア

ルの両面から顧客にリーチし、金融ニーズの

早期把握と長期的なリレーション構築を通じ

た収益の最大化を狙う。我が国金融機関にお

いては、オムニチャネル化を競争優位確立の

好機ととらえ、早期に、戦略的に取り組むこ

とで真に顧客目線で生活上のニーズを満たす

サービスを生み出すことが期待される。

オムニチャネルとは何か？
近年、顧客との関係性構築を目的に、金融
業界においても「オムニチャネル」と呼ばれ
る概念が注目されている。オムニチャネルと
は、「全ての」を意味する接頭語「Omni-」と
「Channel」を融合させた造語で、顧客に対し
て全てのチャネルを統合的に提供し、インタ
ーネットやモバイルなどのデジタルチャネル、
ATMや店舗などのリアルチャネルといった
あらゆるチャネルを駆使して、顧客にとって
最適なサービスを提供することを意味する。
オムニチャネルは、2011年ごろより流通業

を中心に提唱・実践されてきた概念であり、
インターネットやスマートフォンの普及に伴
う顧客購買行動の変化によりもたらされてい
る。米国のメイシーズやウォルマートなど店
舗を多く展開する伝統的な大手流通業は、
2000年代よりアマゾンなどのECサイトの浸
透に伴い、その存在感が低下しつつある。
これらECサイトは、インターネットやスマ
ートフォンの活用により、顧客がいつでもど
こでも思い立った時に商品を検討、購買する
機会を提供している。これに伴い、ECサイト
のみで購買プロセスが完結したり、実店舗で
商品を確認し、ECサイトで現物を購入する
「ショールーミング」が一般化したりし、実店舗
での売上が低下するといった問題が生じる。
存在感を高めるECサイトに対抗するため、
米国の大手流通事業者は、次の２つの施策を
中心にオムニチャネル化を進めている。一つ
は、従来の実店舗に加え、EC・モバイルサイ
トを拡充し、いつでもどこでも自社チャネル
で購買活動を完結できるようチャネルを多様
化すること、もう一つは、EC・モバイルサイ

トと実店舗をシームレスに連携し、購買行動
に関するデータを収集・分析することで顧客
の購買ニーズを早期に把握し、最適な購買チ
ャネルへ誘導することである。
いずれもECサイトで既に実施されている
施策に近いが、実店舗という伝統的なチャネ
ルを有するこれら流通業では、店舗への来店
時にスマートフォンにクーポンを配信する、
店舗で実商品を確認し、帰宅後にインターネ
ットで商品を購入するなど既存チャネルを組
み合わせることで、より効果的な顧客アプロ
ーチを可能としている。

金融業におけるオムニチャネルの重要性
このようにオムニチャネルは、専ら流通業
においてオンライン事業者への対抗策として
生まれた概念である。金融業界においては現時
点ではさほどオンライン事業者の存在感が大
きい訳ではないが、12年ごろから米国を中心
にオムニチャネルというキーワードが広がっ
てきた。背景には、伝統的な金融機関が「デジ
タル世代」と呼ばれる若年層とのリレーショ
ン構築に課題を有していることが挙げられる。
少子高齢化が進む我が国金融機関にとって
も、若年層へのアプローチは重要な課題とな
る。既に地方の金融機関においては、高齢な
親世代から子・孫世代への相続時に預金流出
が顕在化しつつあるが、このような傾向は人
口動態上、今後より一層強まる。これら子・孫
世代はスマートフォンを駆使し、ネットワー
クを通じて様々なサービスにアクセスするデ
ジタル世代と呼ばれる世代であり、従来とは
異なる購買行動を有していると言われる。
一方、伝統的な金融機関は実店舗を中心と
したリアルチャネルでそのサービスを提供し

てきた。1970年代以降のCDやATMなどのセ
ルフ化、90年代後半以降のインターネットバ
ンキングに代表されるオンライン活用などい
わゆる「マルチチャネル」化を通じその顧客
接点は拡大したが、これらは主として取引の
効率化を目的としたものであった。金融機関
はマルチチャネル化を通じて顧客対応コスト
の効率化を実現したが、その反作用として顧
客とのリレーションが希薄化していった。
今後、デジタル世代が我が国の人口動態上
の中核となり、相続預金の受け皿となる中で、
金融機関のチャネル戦略は大きく見直しを迫
られている。これまで効率化のためのチャネ
ルであったデジタルチャネルは、デジタル世
代にとってのメインチャネルとなる。関係強
化のためにデジタルチャネルの位置付けを変
革し、より利便性が高く、顧客の生活ニーズ
に即したものとする必要がある。加えて、こ
れらデジタルチャネルから、実店舗を中心と
した人的チャネルへの導線を確立し、デジタ
ルとリアル両面で顧客にリーチし、金融ニー
ズの早期把握と長期的なリレーション構築を
通じた収益の最大化を図る。

オムニチャネル化により
収益拡大を図る海外金融機関
オムニチャネル化を積極的に推進する海外

金融機関では、その施策を通じて顧客との関
係を強化し、収益拡大を図っている。海外金
融機関におけるオムニチャネル化は次の特徴
を有する。一点目は、顧客の日常生活に密着
し、金融サービスが利用される状況にリーチ
するもの（生活シーン連携）、二点目は、デジ
タルチャネルにおいてもリアルチャネルと変
わらず手厚く、顧客一人ひとりの好みや行動
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銀行では、スマートフォンとBluetooth通信を
行う「ビーコン」と呼ばれる端末を店舗に設置
する。来店した顧客は、スマートフォン上に
店舗からのメッセージを受信すると共に来店
目的を店舗側に送信する。顧客はワンタッチ
で来店目的にあった最適な接客を受けられる。

おわりに
これまで見てきたように、オムニチャネル
化を積極的に進める海外金融機関において
は、身近なツールであるインターネットやス
マートフォンを駆使して、顧客の日常生活に
密着したサービスを提供する。日常生活、す
なわち顧客が金融サービスを利用するコンテ
クスト（状況や文脈）までをカバーすること
で、何かと分かりづらいデジタル世代のニー
ズを早期に吸い上げることに成功している。
デジタルチャネルは、「One to One」 の各々
にあった手厚いサービスが提供されるととも
に、必要に応じて人的チャネル（コンタクト
センターや営業店）と連携し、生活シーンを
カバーするデジタルチャネルから金融機関と
して強みを持つリアルチャネルへの導線を確
立することが試みられている。
オムニチャネル対応で重要となるのは、生
活シーンから実店舗に至るまでシームレスに
連携し、得られたデータを活用することで、「カ
スタマージャーニー」と呼ばれる顧客導線を
とらえることにある。つまり、顧客がどのよ
うなチャネルにアクセスし、どのようなチャ
ネルから購買に至ったかを分析し、顧客が望
む最適なタイミングに、最適なチャネルを通
じ、最適なサービスを提供することを目指す。
海外先進事例を踏まえれば、不動産検索ア
プリの利用ログや家計管理アプリにおける貯

金の目標設定から住宅に強い関心があること
が分かれば、金融機関は住宅ローンのニーズ
をより早期に把握することができる。また、
インターネットやモバイルサイトがマイペー
ジ化され、「One to One」となれば、商品購入
前の検討状況についてログから分析すること
が可能となり、デジタルとリアル双方からよ
り確度の高い商品提案が可能となる。
オムニチャネル化は、ICTの進化や人口動
態上の構造変化に伴う潮流であり、時期の違
いはあれど、その対応は不可避である。金融
機関にあっては、これを競争優位確立の好機
ととらえ、より早期に戦略的に取り組み、顧
客の日常生活に密着し、他行に先んじて自行
の金融サービスへ誘導する仕組みを確立する
ことが重要である。オムニチャネル化は顧客、
金融機関双方の利益に適うものである。今後、
我が国金融機関から、ICTを活用し、真に顧客
目線で生活上のニーズを満たすサービスが誕
生することを期待したい。

特性に合ったサービスを提供するもの（デジ
タルチャネル活用）、三点目は、店舗など既存
のリアルチャネルとの連携を図ることで、そ
の顧客経験を向上させるものである（リアル
チャネル連携）。以下、オムニチャネル化を進
める海外金融機関の事例から我が国金融機関
に向けた示唆を得たい（図）。
◇生活シーン連携
オーストラリアの大手金融機関Common 

wealth銀行では、AR（拡張現実）を活用した
不動産検索アプリを提供する。売り出し中の
物件にスマートフォンのカメラを向けると、
その物件の販売価格を確認できる。更にはロ
ーンシミュレーションや担当者への面会をそ
の場で申し込むこともできる。実商品に興味
を持った顧客をその金融ニーズ発生の初期段
階から自行の購買プロセスへと連携させる。
米国の大手金融機関U.S. Bankでは、地元
のプロ野球チームと提携し、試合開催日に球
場内で提携カードと新規口座開設の勧誘を行
う。同サービスではタブレット端末を有する
U.S. Bankの行員が球場に出向き、その場で
免許証などをスキャンし、わずか数分で口座
開設とカードの申込が完了する。日常的に球
場に通う熱心な野球ファンにとって、応援す

る球団の提携カードがその場で簡単に購入で
きるメリットは大きい。U.S. Bankによれば、
従来の口座開設キャンペーンに比べ50％以上
も成約率が向上したとしている。
◇デジタルチャネル活用
ポーランドのネット専業銀行mBankは、実

店舗に見劣りしない手厚いサービスをデジタ
ルチャネルで提供する。同行のネットサービス
ではSkypeに似たビデオチャットにより、実
在の行員と相談できるほか、スマートフォン
から簡単に個人ローンが申し込める。mBank

は、これらサービスが若年層を中心に支持を
集め、新サイトの立ち上げからわずか２カ月
余りで約70万人の新規顧客を獲得した。
オランダの大手金融機関ABN AMROで
は、デジタルチャネルにおいて顧客一人ひと
りにパーソナライズされたサービス提供を目
指す。同行のネットサービスでは顧客の行動
データを収集・分析し、顧客一人ひとりに最
適な広告の表示やサービス提案ができるマイ
ページを提供する。複数のデザインパターン
があらかじめ用意され、顧客側でデザイン変
更やメニューの入れ替えが行える。
◇リアルチャネル連携
米国の軍関係者向け金融機関USAAでは、

iPhoneのSiriのように音声認識機能を
用いた自動応答サービスを提供し、ス
マートフォンに話しかけると音声に
よる回答が行われる。コンタクトセン
ターとの連携も強化され、複雑な質問
はコールセンター職員が対応するな
どデジタルとリアル双方のチャネル
を効果的に連携させ、顧客へのサービ
ス提供品質を向上させる。
オーストラリアの金融機関St.George
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図　オムニチャネル化における構成要素
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