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１．はじめに

　銀行などの金融機関、その他さまざまな金融各業態が提供するサービスは｢金融サー

ビス」という語でひとくくりされるが、その種類や性格は多様である。本稿は、金融

サービスの中でも、リテール金融サービス1、すなわち対個人、対中小企業の銀行サー

ビス、証券サービス、保険サービス、について、主に金融機関から見た商品・サービ

スとしての特徴、販売方法の特徴について情報技術との関連で考察し、整理する。

　わが国の金融の自由化は1990年代をもってほぼ完了したが、それに伴い、規制下で

の数少ない種類の金融サービスを全ての金融機関が均質的に販売するという状況から、

多数の複雑な金融サービス、特に元本保証のない外貨預金や投資信託などのように従

来商品とは性格が大きく異なるサービスも取り扱われるようになり、金融機関は、そ

れぞれに対する最適な販売方法を考える必要が出てきた。よって、本稿は、各金融サー

ビスにふさわしい商品開発、広告活動、営業方針などを論理的に、効率的に行うため

の第一歩となるであろう。

　リテール金融サービスだけについてみても、その中身は多様である。表１は日本の

都市銀行とアメリカのマネーセンターバンクが行っている標準的なリテール金融サー

ビスをまとめたものである。

　まず、資金運用手段についてみてみよう。数年前までは、わが国銀行における資金

運用商品は、個人、企業ともに預金と国債くらいしかなかったが、ここ数年の間に、

株式投資信託や生命保険の取扱いが解禁された。銀行等の株式投資信託の窓販は1998

年の秋に始まったが、直近の2002年11月における公募株式投資信託純資産残高に占め

る銀行の販売シェアは30.0％に達した2。このように銀行の販売力は強力であり、株価
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の値下がりがしばらく続いているにもかかわらず、長期的には、株式投資信託が日本

においても一般に普及が進んでいくと考えられる。このことから考えられることは、

2002年に解禁された保険の窓販についても、銀行の販売力からみて、長期的にはかな

りのシェアを獲得する可能性がある。

表１　銀行のリテール金融サービス

日本

運用 調達 決済サービスその他サービス

預金、投資信

託、保険、有

価証券売買

無担保ロー

ン、有担保

ローン、住宅

ローン

内国為替、

口座振替、

外国為替

↑

個

人

大　衆

富裕層 富裕層 ↑＋プライベートバンキングサービス

零細企業・中小企業

預金、投資信

託、保険、運

用アドバイ

ス、デリバ

ティブ

無担保ロー

ン、有担保

ローン

↑＋各種資

金取り立て

サービス

各種事務代

行（テーラー

メード型）

アメリカ

運用 調達 決済サービスその他サービス

預金、投資信

託、保険、有

価証券売買、

個人退職年

金

無担保ロー

ン（クレジッ

トカード、

カ ー ロ ー

ン）、有担保

ローン（モ

ゲージ）

内国為替、請

求書支払い、

外国為替、個

人間決済

アカウント

アグリゲー

ション

↑＋オンラ

インアドバ

イス

↑ ↑ ↑

個

人

大　衆

富裕層

富裕層 ↑＋プライベートバンキングサービス

零細企業・中小企業

預金、投資信

託、保険、運

用アドバイ

ス、デリバ

ティブ

無担保ロー

ン、有担保

ローン

↑＋各種資

金取り立て

サービス

各種事務代

行（レディ

メード型）

出所）主要金融機関ホームページのデータに基づき作成。

　次に、アメリカにおける資金運用サービスについてみると、種類的には日本と大き

な違いはない。ここで、最近注目を集めているものとして、インターネットのみであ

るが、オンラインアドバイスサービス3をあげておこう。これは、個人がＩＲＡ

（Individual Retirement Account、個人退職勘定）や401(k)の運用アドバイスをオンライ
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ンで受けるというものであり、預金、株式投資信託、保険などの「運用対象商品」で

はない。エンロン社の破綻の際、自社株に過大に投資していたエンロン社員の401(k)

が無価値になったために彼らが無年金者となってしまったことは社会問題化し、投資

アドバイスの必要性が見直されたが、大衆富裕層（mass-affluent）レベル（運用可能資

産10万ドル－100万ドル)の金融資産運用や401(k)などの年金の運用を人間のアドバイ

ザが行うのはコスト面からみて事実上不可能である。特に年金運用に関するアドバイ

スについては、以前は制度的な問題から年金事務取扱会社によるアドバイスが行われ

にくくなっていた。しかし、上述のエンロン等の問題を受けて、労働省年金福祉局

（Department of Labor, Pension and Welfare Benefits Administration，ＰＷＢＡ）は2001

年12月にコンピュータによるオンラインアドバイスを事務取扱会社が提供できるよう

に従来のルール解釈を変更した4。これにより、個人は、401(k)やＩＲＡについて、事

務取扱会社が提供するオンラインアドバイスおよび付随する自動システム運用サービ

スを受けることができるようになった。これをきっかけに、今後、年金の運用、そし

て一般の金融資産の運用において、オンラインでの投資アドバイスおよび自動運用が

普及していくであろうと考えられる。なお、わが国のインターネット専業銀行である

ソニーバンクは2001年から日本で唯一の本格的なオンライン投資アドバイスサービス

を無料で提供している。これは、投資家の資産を自動運用するような最新の機能はな

いが、わが国の都市銀行や証券会社はせいぜい基本情報を提示するだけで、具体的な

ポートフォリオ構築のためのアドバイスを行うものはないことを考えれば、大変に画

期的なサービスである。

　では資金調達面についてみよう。まず、わが国おける消費者ローンは、無担保ロー

ン（証書式の各種目的ローンやフリーローン、そしてカードローン）と有担保ローン

（住宅ローンや住宅担保フリーローン）であるが、アメリカにおける消費者ローンは、

無担保資金調達としてはクレジットカードとカーローン、有担保資金調達としてはモ

ゲージ（住宅ローンや住宅担保フリーローン）である。アメリカの消費者の無担保資

金の調達は、商品の購入のたびにファイナンスを受けるというのではなく、クレジッ

トカードで購入し、クレジットライン以下であればその代金を銀行に返済しない、と

いう形式が一般的である。これは、アメリカのクレジットカード代金の返済は日本と

異なり自動引き落とし（すなわち自動返済）されないからである5。一般に、アメリカ

の金融機関の収益に占めるクレジットカードの重要性は高いとされているが、これは、

日本でいえば、消費者無担保ローンの収益に対応している。次に、零細・中小企業の

銀行からの資金調達手段についてみると、日本およびアメリカともに基本的に類似し
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ている。

　その他として、アメリカ金融機関での注目できるサービスとしては、個人に対する

アカウントアグリゲーションサービス（account aggregation service）の提供と、零細企

業に対するウェブ上での安価な各種事務代行がある。まずアカウントアグリゲーショ

ンから説明しよう。このサービスは、アメリカでは2000年の夏からシティバンクを皮

切りにマネーセンターバンクで次々に導入され、日本においても2002年の秋からジャ

パンネットバンクで導入された便利なサービスである6。内容は、インターネット上で、

アグリゲーションサービスプロバイダ（aggregation service provider，ＡＳＰ）が、他金

融機関や非金融機関のさまざまな口座データを一括して表示するというものである。

このサービスは「スクリーンスクレイピング」と呼ばれる技術を用いる。これは、ソ

フトウェアロボットが各金融機関サイトや非金融機関サイトに本人に成りすましてア

クセスし、データを取ってきて整理・表示するというものである。今後、アカウント

アグリゲーションは、将来的に異なる金融機関間、または金融機関と被金融機関間の

決済機能を提供するように発展するだろう。

　当初、このサービスは顧客にとってのみメリットのあるサービスであったが、最近

では、金融機関や非金融機関にとってもメリットのあるサービスへと変貌しつつある。

すなわち、アグリゲートする金融機関等は、顧客が保有する多くの他金融機関や非金

融機関の口座の情報を集めて分析し、自らの営業に生かすことができるようになった

のである7。

　次に零細企業に対するウェブ上での安価な各種事務代行として、ウェルズファーゴ

やバンクオブアメリカが行っている給料支払い事務ウェブアプリケーション8をあげ

ておく。これは、銀行のウェブサイトで従業員の名前や勤務時間を登録して、従業員

に電子的なペイチェック（給料小切手）を渡すことができるというものである。この

ようなサービスは日本にもないわけではないが、ウェルズファーゴやバンクオブアメ

リカのサービスが特筆できることは、ウェブ上のみで完結することと、月額が50ドル

（ウェルズファーゴの場合）というように極めて安価にサービスが提供されているこ

とである。

　このように、現在、わが国およびアメリカの金融機関は多くの種類のサービスを異

なる対象（個人やさまざまな規模の企業）に対して提供している。本稿は、適切な販

売戦略を考えるための基盤となるように、これらのサービスの性格を、特に「定型性」

に着目して考察する。

　この考察は、主に、日本とアメリカにおけるインターネット上でのサービスの提供
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のされ方にもとづいて行われる。たとえば、大手都市銀行やアメリカのマネーセンター

バンクの主要支店の店頭では、銀行が取り扱うことができるほとんどの商品・サービ

スが提供されている。しかしながら、インターネット上においては、その商品のイン

ターネット上での取扱いの難易度、定型性、顧客層などの違いのために、全てが必ず

しも提供されるわけではない。よって、取り扱われ方、品揃えをについて細かく見て

いくことにより、その金融サービスの基本的な特徴を洗い出すことができると考えた

からである。

　金融サービスの本質は、現在から将来までの資金や金融資産の流れについて約束す

ることである。金融サービスはサービス財の一種であるから、いわゆるサービスの特

性、すなわち「無形性」、「分割不可能性」、「変動性（不均一性）」、「即時消滅性」が多

かれ少なかれ当てはまる。ここでは、本稿の議論において重要な点であり、サービス

生産の効率化・質の向上に非常に重要な金融サービスの「変動性（不均一性）」9につ

いてみてみよう。金融サービスの変動性は、金融サービスの種類によって、その程度

は大きく異なる。たとえば、既存顧客からの窓口での現金受け入れは、全ての顧客に

対してほとんど全く同じ手続き、同じ労働量（現金を機械で勘定する場合）である。

証券業においても、顧客の売買注文の仲介は、アドバイスを行わない限りまさに機械

的である10。なお、用語の使い方として、預金取引のような金融サービスには変動性

がほとんどない、という状況については、預金取引は「変動性がない業務」というよ

り、「定型的な業務」というのが普通であろう。よって、本稿では、金融サービスの変

動性のことを「定型性」という。

　本稿の構成は以下の通りである。まず、第２節では資金運用取引について考察する。

第３節と４節はそれぞれ企業融資取引と個人融資取引について考察する。第５節は結

論である。

２．資金運用取引

　(1) 資金運用取引の定型性

　わが国銀行が行っている主な資金運用取引には、預金取引、証券投資信託販売、国

債販売、生命保険販売などがある。実際にはこのほかにも株式の仲介も含め、顧客の

要望があればさまざまな業務を行うが、それらは非定型的業務である。

　預金取引については、前項で触れたように定型的取引として分類することには異議

がないであろう。

　次に、証券投資信託販売について考えよう。証券投資信託の販売に際しては、投資
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家である顧客の保護のために、さまざまな購入候補投資信託の内容、目論見書の内容

を理解させ、特に元本割れなどのリスクの大きさを投資家本人に確実に認識させなけ

ればならない。営業担当者が行う商品説明自体は定型的ではあるものの、店頭や訪問

での株式投資信託の販売には数十分の時間が必要となり、同じ資金運用商品である預

金とは大きな違いが生じる。実際、1998年の導入当初からしばらくの間は、協同組織

金融機関などを中心として証券投資信託の取扱いに消極的なところが多く、その理由

をヒアリングすると、営業担当者の不慣れに加え、元本割れリスクの説明の手間があっ

た。

　しかし、営業担当者が行わなければならないことをよく考えてみると、顧客のポー

トフォリオ構成の相談などは行わないで単に投資信託を販売する場合には、商品の内

容やリスクに関する定型的な説明のみを時間をかけて行うだけである。この特徴はイ

ンターネット上での販売、すなわち機械化に向いている。すなわち、顧客にウェブ上

で目論見書などの定型的な文書を読ませることで、人手による説明を省略できるから

である。このように、証券投資信託販売は一見手間と時間がかかる業務であるが、機

械化が容易であり、機械化によって著しく効率が改善するという点で、定型的業務の

一種である。よって機械化に非常に向いている業務であると結論してよいであろう。

　(2) 資金運用取引に関する日米間の比較

　日本においても、多くの銀行、証券会社がインターネット上で証券投資信託販売を

行っている。2002年末時点で全ての都市銀行でインターネット上での投資信託売買が

可能である。そもそも、都市銀行は、投資信託に限らず、わが国の金融制度上許され

る範囲の全てのサービスを店舗で提供している。資金運用手段についてみると、保険

商品を除き、店舗で提供されるもののほとんどがインターネット上においても提供さ

れる。都市銀行においては、もはや単純に資金運用商品の品揃えを比較してもそれほ

ど意味がない。

　他方、わが国インターネット専業銀行においては、表２からわかるように、ソニー

バンクのみで株式投資信託売買が可能である。このことは、インターネット上での投

資信託販売を行うか否かは技術的な問題に依存するわけではなく、ソニー銀行以外の

３銀行は少額決済市場をターゲットにした銀行であるため、投資信託を購入するよう

な富裕層が少ないことによる。
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表２　日米インターネット専業銀行の業務の比較

単位：億円（邦銀）、100万ドル（米銀）

日本のインターネット専業銀行 アメリカのインターネット専業銀行

ジャパン

ネットバ

ンク

イーバン

ク

ソニーバ

ンク

アイワイ

バンク
NetBank

First
Internet
Bank of
Indiana

E*TRADE
Bank

American
Express

銀行業開始年月日

(MM/DD/YY)
10/12/00 7/23/01 6/11/01 5/7/01 3/22/88 12/28/98 6/23/55 3/20/89

預金残高 797.1 23.7 1,064.7 354.9 1,731.8 209.5 9,083.1 4,184.4

貸出・リース 16.9 0.0 6.3 0.0 1,700.2 109.0 7,035.1 14,351.5
対
個
人

住宅ローン3)

無担保ローン4)

0.0

16.9

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

1,203.9

2.3

81.7

22.0

5,471.6

1,552.6

95.7

10,318.6

貸借

対照

表の

概要
1)

対
事
業
者

不動産ローン

事業ローン

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

121.1

35.1

0.8

2.2

16.7

10.6

0.0

4,483.7

外貨預金

投資信託

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○5)

×

○

×

○

×

○

個人住宅ローン

その他個人ローン

対事業者ローン

×

○

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

○

○

△6)

○

○

×7)

○8)

○8)

×7)

○

○9)

○

取扱

い

サー

ビス
2)

保険(長期の生命保険) × × × × × × △ △10)

１) 貸借対照表のデータは2002年３月末。邦銀の単位は億円、米銀は100万ドルである。
２) 2002年12月末に行われているサービスである。○はウェブで取引が完結するもの、△はウェブで申し込みが
できるかまたはウェブに商品説明等が掲載されているものである。

３) 米銀の個人住宅ローンは、１世帯住宅ローンに加え４世帯集合住宅までのローンである。
４) 米銀の個人無担保ローンにはクレジットカード残高も含む。
５) オンライン証券会社Ameritradeへのアウトソーシング。

６) 事業用不動産のほかにはリースのみ。電話での申し込み。
７) 対事業者ローン残高は残っているが、現在は行っていない。
８) E*TRADE Mortgage Corporationが行う。

９) 個人無担保ローン10,318.6百万ドルのうち、カード残高が9921.2百万ドルを占める。
10) ウェブページ上で説明が詳しく掲載されているが、申し込みは各地域のAmerican Expressの専属のフィナン

シャルアドバイザにコンタクトする。

　外貨預金についてみると、やはり全ての都市銀行とソニーバンクで取り扱われてい

る。外貨預金と投資信託販売の取扱いの共通性からわかることは、わが国銀行におい

ては、資金運用手段としてどちらも重要なものとして位置づけられ、かつ機械化に乗

り易いものと考えられていることがわかる。

　アメリカのマネーセンターバンク、すなわちCitibank、Chase、Bank of America、Wells

Fargo、Bank One等においては、リテール市場向け商品については、店舗上、インター

ネット上ともに考えられる限りの商品を提供している。預金、株式、ＩＲＡ（Individual

Retirement Account、個人退職年金）などはインターネット上で取引が完結するが、保

険についてのインターネット化のレベルはさまざまである。たとえば、2002年12月の

時点で長期の生命保険についてみると、上述の都市銀行の中で、CitibankとChaseにお

いてはオンラインでの申請機能はない。Bank of America、Wells Fargo、Bank Oneにお

いてもオンラインでは完結しないが、年齢、性別、郵便番号（zip code)、喫煙習慣の
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有無を入力すると、いくつかの保険会社についてのプランが表示される。そこで好き

なものを選択すれば、保険会社への申請書が送信される。

　アメリカのインターネット専業銀行11の保険の取り扱いをみると（表２）、まず、

NetBank12とFirst Internet Bank of Indiana（FirstIB）13はウェブ上で保険を提供していな

い。E*TRADE Bank14のみがBank of America、Wells Fargoと同程度のインターネット化

を行っている。他方、American Express15はCitibankやChaseと似ている。すなわち、同

社の保険は、ウェブ上では細かい説明が提供されるものの、本契約は各地域の専属フィ

ナンシャルプランナーと会って行う。なお、American Expressの大衆富裕層戦略は、大

衆富裕層の上層部分(運用可能資産50-100万ドル)をオンラインからヒューマンタッチ

へ移行させるという、常識と逆行する戦略である16。

　しかしながら、アメリカの銀行における生命保険販売は苦戦している17。その理由

として、銀行員が生命保険を販売するときには申請者の健康状態を問いただすことに

なるからである。それだけで銀行員は躊躇するだろう。顧客にとっても、銀行に自分

の健康状態を開示するのは気分がいいものではなく、また、後に融資を受けるときに

マイナスに影響するかもしれず、できれば生命保険会社のみに告知するだけで済まし

たいと考えるだろう。さらに、もし生命保険会社が保険加入を拒否した場合、顧客と

銀行の関係が破綻してしまうことも銀行を臆病にしている。これに対し、生命保険会

社は銀行の窓口担当者が困惑しないようなシステムの開発を行ったり、銀行窓口担当

者を教育したりなどして支援を続けている。また、銀行専用の保険商品の開発も始め

られており、たとえばHartford Financial Services Group（コネチカット州Hartford）は、

2002年７月から、健康調査を行わないなどの簡単なフォームで生命保険に加入できる

「Simplified Issue」を販売している18。

　さらに、アメリカの銀行は、生命保険販売の困難さを認識しているため、内部者の

みで販売能力を強化するのではなく、代理店の買収を行う場合が多い。表３から、保

険代理店の買収者として銀行がとても多いことがわかるであろう。

表３　アメリカにおける保険代理店の買収

2000年 2001年 2002年

総数 183 170 190

銀行による買収 77 59 82

同業者による買収 66 72 85

保険会社による買収 35 22 8

出所）American Banker October 1 2002から作成。
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　保険販売についてまとめると、金融機関が販売する金融サービスの中で難易度は非

常に高いといえよう。また、この点で、保険販売は、証券投資信託よりも、住宅ロー

ンと似た性格を持っている。すなわち、保険商品と住宅ローンについてはいまだに人

による接触が必要とされる。しかし、後述するように、アメリカでは住宅ローン（モ

ゲージ）のインターネット化が進みつつあるので、現時点で、個人向け金融サービス

の中では、保険はインターネット化・機械化にもっともなじみにくいサービスである

といえよう。

３．企業融資取引

　(1) 企業融資取引の定型性

　融資取引は、まず事業者融資と個人ローンに分けることができる。さらに事業者融

資は、対象別に大企業、中堅企業、中小企業、零細・個人事業に分けることができる

し、資金使途別でも、運転資金、設備資金、輸出入金融などさまざまに分類できる。

さらに、同じ種類の融資取引に対して、金融各業態、すなわち都市銀行、地方銀行、

協同組織金融機関（信用金庫や信用組合）によって営業方法などの対応は異なるため、

同じ種類の融資取引に対して各業態の業務の定型性は異なるかもしれない19。

　融資判断の基本は、借り手の返済能力と金融機関自身の財務上の戦略や制限である。

前者だけを考えても、その結論に到達する審査の流れは多面的である。事業内容の理

解、キャッシュフロー、担保評価、さらには経営者の人格など、多方面からチェック

される。

　以下では、例として、協同組織金融機関の中小企業・零細企業への貸出機会発掘を

考えてみよう。優良な中小企業の確保は都市銀行、地方銀行、協同組織金融機関にとっ

て、住宅ローン拡販と同様に非常に重要な経営目標である。

　ほとんどの協同組織金融機関において、企業融資取引は渉外担当者に主導される。

各地域に根をおろした渉外担当者が足繁く取引先中小企業・零細企業を回り、千差万

別なその事業内容を理解し、経営者や経理担当者の人柄や能力を査定するとともに、

彼らからの信頼を勝ち得ることによって貸出機会を発掘すること、すなわちリレー

ションシップに基づいた営業がなされている。極端な例として、帳簿の正確性がかな

り怪しいような零細企業の資金需要に対しては、その企業に普段から継続的に接して

いることから事業の健全性や経営者の資質を判断することが絶対条件である。また、

零細企業では、経営者が店員、職人、かつ財務担当者であるから、融資を申請するた

めに銀行店舗に足を運ぶことは仕事を休むことを意味する。よって、金融機関の融資
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係が支店に座ったままで借り入れ申し込みを待つ、またはウェブ上の申し込みがある

まで待つ、というような営業スタイルでは、零細企業融資取引を行うことはかなり困

難である。

　しかしながら、このような零細企業の資金ニーズは常に存在し、また、そのような

難しい貸出機会にこそ金融機関にとって収益に結びつくチャンスがあろう。零細企業

経営者にとっては、どの金融機関でも自分に融資してくれるというわけではないので、

融資してくれる金融機関との結びつきは強くなり、それが優良な借り手であれば、金

融機関にとっても長い期間安定的に収益をもたらす取引先となるだろう。このように、

インターネット時代においても、中小企業貸出の発掘には従来型の営業スタイル、す

なわち支店をベースとして渉外担当者が顧客を回るというような営業スタイルが依然

として主流であり続けるに違いない。

　このように、協同組織金融機関が行う優良な融資機会の発掘自体、渉外担当者が個

別に企業訪問することが必要なので、機械化、定型化とは正反対の位置にある。さら

に発掘後の事務処理として、審査を行わなければならないが、企業の業務内容、資金

使途、キャッシュフローはさまざまであるので、審査も非定型的である。審査が終わっ

たあとの事務処理、すなわち融資実行は定型的であるが、融資業務全体の中でのウェ

イトは小さい。このように、企業融資は融資機会の発掘、融資審査など、リテール金

融サービスの中で、もっとも非定型的なものの１つであろう。

　(2) リテール企業融資取引における日米間の比較

　このような企業融資取引の性格は、インターネット上での融資取引について明確に

現れている。わが国都市銀行等20において、融資取引をウェブ上で申請できるところ

はひとつもない。わが国のインターネット専業銀行の中で最大かつ業務範囲が最も広

いソニーバンクにおいても事業者との取引は行ってないので、当然、事業者融資も行っ

ていない。

　アメリカにおいては、Citibank、Wells Fargoなど、先に言及したマネーセンターバン

クについてみると、融資の申請は全て可能であるが、後述のモゲージと異なり、リア

ルタイムに結果が返ってくるということはない。

　次に、アメリカのインターネット専業銀行をみると、American Expressは、コーポレー

トクレジットカードを通じた企業への信用供与と、さらに、発行２年以上事業が継続

している企業に対するインターネット上でクレジットライン、ローン、リースの受付

を行っている。表２からわかるように、同社は事業者向け融資が全融資・リース額の
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約31％を占めており、日米のインターネット専業銀行の中では飛び抜けて事業者融資

の比重が高い。しかし、これはもちろんコーポレートクレジットカードの貢献と考え

られるので21、他の一般的な銀行とは異なる特殊な事例である。また、カード保有者

への信用供与のために、預金額よりも貸出・リース額がずっと大きいのが特徴である。

　NetBankは、事業者に対してはリース（レッサー）としてのみ資金供与する。しか

しながら、表２からわかるように、このような方法では、なかなか事業者向け貸出・

リースが伸びない。First Internet of IndianaとE*TRADE Bankは、事業者向け融資は現在

は行っておらず、個人融資のみである。

　このように金融機関のサービス提供状況から考えてみると、リテール企業融資取引

の性格に関する両国での違いはそれほどないと思われる。まず、わが国都市銀行の店

舗は都市部において稠密であり、事業者の情報を得るために事業者を直接銀行店舗に

来させることにそれほど不都合がないこと、最近では、不良債権問題や自己資本比率

向上のために、都市銀行が中小企業や零細企業に対する融資に消極的だったことなど

から、インターネット化が後回しになっていた。アメリカのマネーセンターバンクに

おいては、基本的にあらゆる金融取引をウェブ化する方向で考えてはいるものの、や

はり企業融資取引の複雑さのために、他の分野に比べるとインターネット化、機械化

は遅れているし、実際にインターネット化を行っても顧客の獲得にはつながりにくい

ようである。特に、インターネット専業銀行においては、日米ともに、事業者向け融

資、もしくは対事業者預金取引を行わないという特徴は、特殊ケースであるAmerican

ExpressとNetBankを除き明白である。

　以上のことから、対事業者融資は定型性が低いため機械化しにくく、また事業者取

引も全体として機械化しにくいといえよう。

　しかしながら、融資以外のサービスにおいては、アメリカのマネーセンターバンク

はインターネット上での中小企業・零細企業向けの新サービス開発にしのぎを削って

いる。これは表１におけるレディメード型の各種事務代行である。現在、給料支払い

ウェブアプリケーションやインターネットショップ構築・運営代行（どちらもBank of

AmericaとWells Fargo）などがある。このような事務代行だけであればインターネット

専業銀行も理論上は取り扱い可能であるが、中小・零細企業取引においては融資取引

が必要不可欠であるため、融資を行っていないインターネット専業銀行に融資以外の

サービスのみを求めて法人顧客が来ることはないであろう。よって、ほとんどのイン

ターネット専業銀行は法人市場を切り捨て、個人のみに絞っているのである。
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４．個人融資取引

　(1) 金融機関からみた個人住宅ローンの特徴

　最初に見たように、個人へのローンは、無担保ローンと有担保ローンがある。表２

からわかることは、American Expressを除いて、無担保ローンは総じて有担保ローン（モ

ゲージ）よりも総額がかなり小さいことである。日本のインターネット専業銀行は、

2001年度中はソニー銀行も住宅ローンを行っていなかったので、無担保ローンのみわ

ずかに残高がある。このことから、対個人の無担保ローンは、インターネット化、機

械化に向いている業務であるが、一件あたりが少額のため、残高としては大きくなり

にくいといえよう。

　次に、個人ローンの中でもっとも重要な住宅ローンについて考えよう。住宅ローン

の交渉は、わが国においては、特に最終的な契約においては、いまのところ、ほとん

ど全て店舗または住宅ローンセンターなどでface to faceで行われる。ソニーバンクの

み、インターネットおよび電話、郵便だけで契約することができるが、これは例外で

ある。他のインターネット専業銀行は住宅ローンを取り扱っていない。この理由は、

住宅ローンが担保評価など人手による作業が多いため、インターネット専業銀行に

とって無担保ローンに比較すると相対的に面倒な業務であるから、後回しにされたの

であろう。また、都市銀行では、インターネットでの新規住宅ローン、借り換えロー

ンの申し込みは可能であるが、全て最終的には店舗または住宅ローンセンターで契約

することになる。

　個人住宅ローンの特性を理解するために、サラリーマン（ウーマン）が住宅ローン

を借り入れようとした場合を考えてみよう。住宅ローン金利や諸手数料は、民間金融

機関によって少しずつ異なる。借入額が大きいと、借り入れ金利が0.1％違っていても、

毎月の元利金支払いはかなり違ってくる。さらに、給料の自動振込みが一般化してい

るので、住宅ローンの借り入れと返済、という面に限ってみると、金融機関の物理的

な位置はあまり関係ないので、低金利で借りられるのならば、金融機関はどこでもよ

い、ということになる場合も多いだろう。また、個人に対する融資審査は金融機関間

でかなり似通っており、審査の過程も企業貸出に比較すると大幅に簡単である。その

ため、ある金融機関で住宅ローン借り入れ適格となった人に対しては、他のほとんど

の金融機関でも借り入れ可能である場合が多い。このことは、自店舗のテリトリーの

住宅ローン顧客だからといっても、遠くの金融機関に取引をもっていかれることが決

して少なくないことを示している。

　インターネット専業でない民間金融機関は総じて個人住宅ローンを何とか拡販した
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いと考えている。その理由は、安全性、規制面、の２点から生じる。まず、安全性と

いう点では、個人住宅ローンは、個人に対する貸付であることから、法人に対する貸

付よりも安全であると考えられるからである。なぜなら、法人の場合はその事業が崩

壊した場合は収入がなくなるが、個人の場合は失業しても次の就職先を見つければ、

たとえ収入が低下したとしても収入が再び発生する。このような個人住宅ローンの安

全性は国際的にも認識されており、現行のＢＩＳ規制においても住宅ローン残高に対

して必要とされる自己資本が事業融資に比較して50％で済むようになっていることか

らもわかる。なお、ＢＩＳ規制が設けられたため、逆に各金融機関が住宅ローンの優

先を加速するという効果も生じたと思われる。

　(2) 住宅ローンとインターネットの親和性

　このような個人住宅ローン市場の特性のために、従来から、都市銀行、地方銀行を

中心として、個人住宅ローンの拡販に対してはダイレクトマーケティング（すなわち

見込み客を発掘して手紙を送ったり電話をかけたりする）が行われてきた。

　このことから、個人住宅ローンマーケティングは、インターネットとの親和性が高

いと考えられる。わが国において、どのようなインターネット技術が個人住宅ローン

拡販にもっとも効果的であるか、ということはいまだに不明ではあるが、予想される

ことは、今後の住宅ローンの主戦場はインターネット上に移行するだろう。

　また、過去に高コストをかけて新規獲得した住宅ローン顧客との取引を深めること

により継続的につなぎとめたり（リテンション）、再度住宅ローンを販売したりしてい

くことはコスト的に非常に重要である。そのために顧客を手厚くケアすることにより

ブランドロイヤルティを高めることが重要であるが、一般的な住宅ローン顧客すべて

に対して人手をかけることはコスト的に困難である。ただし、最初に説明したように、

顧客は金利に対して大変に感応的であり、優良な顧客であればあるほど多くの金融機

関から融資実行の承認を得られるので、リテンションはなかなか困難であろう。

　インターネット技術は、広域を対象とするダイレクトマーケティングの新しい方法

としてだけでなく、従来は個別の手厚いサービスやケアができなかった顧客層までの

コンピュータ化された（みかけ上の）個別サービス、ケア、囲い込み、すなわち、流

行語となった「One to Oneマーケティング」の実現可能性、という点においても非常

に有望である。たとえば、Citibankは、アカウントアグリゲーションをリテンションの

ための重要なツールとして位置づけているのである22。
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　(3) アメリカのモゲージ銀行

　アメリカにおいて、住宅ローンの実行、すなわちモゲージのオリジネーションは、

モゲージ銀行（モゲージをオリジネーションして売却する金融機関）、モゲージブロー

カー（モゲージ銀行と住宅購入者を仲介する企業や人）によって主に行われる。これ

らのモゲージ銀行やブローカーは、「レンガとセメント（brick and mortar)」店舗を持

つもの、インターネット上のみで営業するインターネット専業モゲージ銀行、さらに

レンガとモルタルおよびインターネットの両方で営業する「クリックとセメント

（“click”and mortar)」モゲージ銀行がある。2002年において、インターネット上のみ

でのモゲージオリジネーションのシェアは４－５％といわれている23。

　(4) アメリカにおけるモゲージ銀行の審査

　特筆できることは、モゲージ銀行、一般の銀行ともにモゲージの審査スピードが非

常に早いことである。たとえば、インターネット上でのモゲージ銀行No.２のIndyMac

Bank（カリフォルニア州Irvine）においてはオンライン上で申請を行うと５分以内に結

果が送られてくる。一般の銀行であるNetBankでも10分以内である。

　モゲージの審査は本人の審査と物件の審査に分かれる。まず、本人の審査は民間企

業である「信用情報報告機関（consumer reporting agency）」が作成する信用履歴の評価、

すなわち「消費者情報報告（consumer report)」に依存する。信用情報報告機関は、わ

が国における「個人信用情報センター」（銀行による個人信用情報収集機関）、「ＣＩ

Ｃ」（クレジット会社による個人信用情報収集機関）、「全国信用情報センター連合会」

（消費者金融会社による個人信用情報収集機関）に相当する。わが国と異なり、消費

者情報報告は、信用履歴だけでなく性格、評判、ライフスタイルなども含むという違

いはあるものの、本人審査の重要な部分が信用情報によってなされるという点は両国

の融資審査に共通である。

　大きく異なるのは物件審査である。わが国においては、物件の担保評価は貸出を行

う金融機関の関連会社である信用保証会社が行う（もちろん、借り手本人の審査も行

う）。金融機関本体のみならずその関連会社が物件評価と借り手の評価を行うのは、融

資実行と審査を切り離す（アンバンドリングする）ことにより、審査が甘くなるのを

防ぐためである。信用保証会社は基本的には自ら物件まで出向いて物件を確認し、ま

た法務局に行き登記簿を確認する。そのため、遠くの物件に関する融資はコスト的に

見合わないのであまり行われない。インターネット専業銀行を含む各金融機関の住宅

ローンの説明を見てみても明らかなように、全国を対象にしている住宅ローンはない。
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　他方、アメリカのモゲージ銀行はモゲージをオリジネーションすると直ちにモゲー

ジを売却する。売却先は、モゲージ買取機関であるFannie MaeやFreddie Mac24の買取額

の範囲（2002年においては30万700ドル以下）であればモゲージをこれら買取機関に売

却し、それ以上であれば市場で売却する。このような仕組みにおいては、モゲージ銀

行の融資に対するチェックはモゲージ買取機関または市場が行っているようなもので

ある。すなわち、モゲージ買取機関や市場が購入しないようなモゲージをオリジネー

ションしてしまったら自分の首を絞めることになるが、このことは、それらがチェッ

ク機関として機能していることを意味するので、アメリカのモゲージ銀行においては

自社内でアンバンドリングする必要がなく、そのため信用保証会社が用いられない。

　よって、形式的には、アメリカのモゲージ銀行は内部で物件審査を行うが、常に外

（モゲージ買取機関と市場）を見ながら評価することになるので、独自の評価という

ものは実質的に存在しない。そのため、専門の担保物件評価サービス会社が活動する

余地が生まれる。モゲージ銀行はこのような評価サービス会社に評価をアウトソーシ

ングする場合が少なくない。アウトソーシング先の例としてＬＳＩ（ペンシルベニア

州Coraopolis）をみてみよう。同社はプエルトリコも含む全米の居住者用物件の担保評

価で主要モゲージ銀行25社のうち22社を顧客にしている。同社は全米の独立した鑑定

士と提携し、定期的に彼らから情報を得てデータベースを作成し、それに基づいてモ

ゲージ銀行の問い合わせにオンラインで回答する。このような企業としては、他にも

First American Real Estate Solutions（カリフォルニア州Santa Ana）、eAppraiseIT（カリフォ

ルニア州Poway）などがある。

　評価システムはデータベースに基づきコンピュータが行うＡＶＭ（automated valuation

models、自動評価モデル）によって行う場合と、人間が行う場合があるが、いまのと

ころ前者のウェイトは低く10％程度といわれている25。ＡＶＭの例として、eAppraiseIT

のＡＶＭ、「Eagle Cert」をみてみよう。2002年に導入されたこのシステムは、評価の

誤りに起因する損失について保険がついている自動評価システムである。評価対象に

は、第一順位抵当権、評価額の80％までが保険の対象、＄425,000までの物件が対象な

どの制限がある。

　この例からもわかるように、現在のＡＶＭは全ての物件に対応するということはな

い。ＡＶＭがもっとも有効に機能するのは、そのエリア（neighborhoods）が均質的で、

かつその州で不動産登記情報にアクセス可能である場合である。反対に、そのエリア

で物件価格が大きく異なったり、制度的に不動産登記情報にアクセスできない場合、

特殊な建物の場合にはＡＶＭは機能しにくい。実際には、モゲージ銀行やモゲージブ
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ローカーは、２社以上のＡＶＭを用いて評価額を決定する場合が多いと考えられる。

また、ＡＶＭはパーチェス（purchase、最初の住宅購入）よりも、リファイナンス

（refinance、借り換え）またはホームエクィティ（home equity、住宅担保によるフリー

ローン）に向いている。なぜなら、リファイナンスやホームエクィティの場合は、そ

の物件が当初購入されたときの評価額を重要なデータとして再利用することができる

からである。

　コスト面では、人間による評価に関しては一件あたり数百ドルで時間も数日かかる

のに対し、ＡＶＭは20ドル以下で瞬時に評価できる。この点で、ＡＶＭは決して安か

ろう、悪かろうの、人間による評価の代替品ではない。ＡＶＭの低価格性およびスピー

ドという特徴は、保有するモゲージの評価に関する頻繁な再評価を可能にした。実際

に、ＧＭのモゲージ金融子会社GMAC Mortgageは、全ての過去のモゲージの再評価を

行っている。ＡＶＭを利用できない時代には、特に問題が大きいモゲージのみを選ん

で再評価することしかできなかったのに比較すると画期的な進歩である。

　(5) 住宅ローン取引の日米間の比較

　以上の分析を総合すると、住宅ローンは、企業ローンに比較すれば、機械化、イン

ターネット化の余地が大きいことがわかるであろう。またアメリカでは2005年くらい

までには審査の過半が自動化されるものと予想される。これは、モゲージ銀行がモゲー

ジ買取機関と市場を直視しながら担保物件や借り手の返済能力の審査を行う必要があ

ることから専門の評価サービス会社にアウトソーシングすることが一般化し、さらに

それら評価サービス会社間の競争（正確性の競争、価格競争、スピード競争）のため

に、ＡＶＭが開発され、一般化してきたからである。

　これに対して、わが国においては、各金融機関の保証会社はそれぞれ独立して担保

物件および借り手の返済能力の評価を行う。そのため、保証会社間での競争はないの

で（もちろん親会社の銀行間での競争はある）、審査の効率（特にスピード）は最近の

住宅ローン販売競争激化までなかなか向上しなかった。他方、借り入れ申込者の観点

からは、わが国の各金融機関の審査方法が多少似ているにしても、アメリカのように

ほとんど同じ審査基準ということはないので、融資の可否が境界線上にある消費者は

いくつかの金融機関に当たれば融資が可能となる場合も考えられるし、また、通常、

金融機関は住宅ローン債権を売却せずに保有し続けるため、「規格品」的な住宅ローン

債権に仕立てる必要はない。そのため、日本の銀行の中には、担保評価の200％まで貸

付するというような銀行もいくつかあったりするなど、住宅ローンの種類はアメリカ
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に比較して多様である。

５．おわりに

　本稿は、日米金融機関が行っているリテール金融サービスをサーベイし、個々の金

融サービスについてインターネット化との関係において詳しく見ることにより、その

性格を把握した。

　主な結果は以下の通りである。

　まず、資金運用サービスについて注目すべきことは、一見同じように見える証券投

資信託の販売と生命保険の販売とでは、銀行の取り組み方法が全く異なるということ

である。

　証券投資信託では、手間がかかる説明は、その定型性のために、インターネット化、

機械化に最適であると考えられる。反対に、生命保険の販売は、日米ともにface to face

で行われていることからわかるように、インターネット化、機械化に向かないという

点で、企業融資と同程度に人間が対応せざるを得ないこと、また、銀行の窓口で対応

するには、多くの理由から非常に扱いにくい商品であることがわかった。そのため、

アメリカにおいては、健康に関する質問項目がないなどの銀行専用の保険商品が生み

出されることになった。わが国においても、生命保険の販売には、銀行が取り扱いや

すい専用商品が必要であるかもしれない。

　次に、資金調達サービスについては、個人住宅ローンは、アメリカにおいては機械

化、インターネット化が進み、また、日本、アメリカともに顧客の奪い合いが激しい。

顧客の獲得も、企業融資と異なり、長期的なリレーションシップを築いて取引すると

いう形ではなく、今まで取引がなくても見込み客にダイレクトマーケティング攻勢を

かけるとか、または低金利攻勢をかけるなどの販売方法が主流になっているようであ

る。これに対し、企業融資取引は従来型のリレーションシップを重視するスタイルが

今後も続くと考えられる。

注

１　金融マーケティングの文脈において「リテール」とは個人、零細、中小企業対象の金融のこと

である。一般的な経営学用語での「小売業」という意味ではないことに注意。

２　 投資信託協会調べ。なお、 1999年には5.2％であった。

３　以下の詳しい経緯は宮村（2003）第４章を参照のこと。

４　Pension and Welfare Benefits Administration（2001）参照のこと。

５　クレジットカード代金の支払いは、銀行に小切手で支払うか、インターネット上で支払いを行
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うかのいずれかである。すなわち、原則として、自分から返済する行動を起こさないと返済され

ない。

６　アカウントアグリゲーションの詳細は宮村（2003）第５章第１－７節を参照のこと。

７　アカウントアグリゲーションの大手Yodlee（カリフォルニア州Redmond）は、2002年５月に、「ビ

ジネスインテリジェンス（business inteligence，ＢＩ）というサービスを発表した。このサービス

は、アグリゲートされていればライバル企業に口座を保有するユーザのデータを時系列で蓄積す

ることができ、それをマーケティングに活用するというものである。宮村（2003）第５章第７節

を参照のこと。

８　宮村（2003）第４章第５節を参照のこと。

９　「変動性」または「不均質性」とは、たとえば、散髪のようなサービスでは、職人、客、季節

などによってサービスの内容がその場そのときで異なる、ということである。なお、本論の議論

とはあまり関係がないが、「分割不可能性」についても言及すると、金融サービスについては分割

可能なものと不可能なものがある。一回の手続きで100万円の定期預金を行った場合、１円ずつ解

約が可能であるのならば、１円の定期預金を100万口行ったとも解釈することができる。これは、

一回の契約で行った金融サービスが、100万口の契約で行われた金融サービスに分割できることを

意味する。これに対し、他人に１万円を送金するという内国為替サービスは、概念上、１円単位

でばらばらなものとして把握するのはあまり意味がないだろう。このように、金融サービスの中

には、分割不可能でないものもあるが、資金運用取引、資金調達取引の中には分割可能なものが

多い。なお、融資業務の分割可能性について考えると、貸出の種類によって異なるといえよう。

たとえば、当座貸越取引は１円単位の借り入れ・返済が可能という点で、分割可能性は高いが、

証書貸付、手形貸付、商業手形割引では一部返済は原則的にイレギュラーな取引となるので、分

割可能性は低いということができる。

10　証券仲介は、インターネット化により、従来一体化していた仲介事務手続きと投資アドバイス

がアンバンドリングされた。よって、投資家はアドバイスを必要としていても、仲介手続きを行

う証券会社以外にアドバイスを依頼することもできる。むしろ、委託売買手数料を稼ぎたい証券

会社営業担当者と不必要な委託売買手数料を支払いたくない投資家の間には利益相反関係がある

ので、仲介手続きを行う証券会社の営業担当者にアドバイスを受けることは基本的に問題がある。

そのため、わざわざ異なるソースから情報を得るように努力するほうが好ましいだろう。もしア

ドバイスが不要であればインターネット上の基本的な情報（たとえばYahoo!ファイナンスなど）

のみで投資することも可能である。このような背景があるので、主要国における証券仲介業は人

手による取引からインターネットに取って代わられることになった。

11　従来型銀行､すなわち「レンガとセメント銀行（brick-and-mortar bank)」の関連会社やその一部

門ではない、店舗を持たない銀行。数多くの淘汰が進み、1990年代後半に設立された銀行で現在

生き残っているのはこれだけである。なお、2000年以降には新しいタイプのインターネット専業

銀行も多く設立され始めた。宮村（2003）の第３章を参照のこと。

12　本部はジョージア州Alpharetta。1988年３月設立のAllatoona Federal Savings Bankが、1997年に

Atlanta Internet Bankという名称でインターネット専業銀行になる。その後、Net.B@ankという名称
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を経て2000年にNetBankとなる。

13　本部はインディアナ州Indianopolis。1998年12月設立の州法銀行。

14　バージニア州アーリントンの貯蓄金融機関。インターネット証券会社E*TRADEがインターネッ

ト専業銀行Telebancを2000年１月に買収してグループに加えた。

15　1989年にアメリカンエクスプレスがユタ州Midvaleに設立した産業融資会社（industrial loan

corporation）。正式名称はAmerican Express Centurion Bank。

16　American Expressの投資アドバイスサービスをみると、同社は何年も前からオンラインアドバイ

スサービスを行っていたが、利用度があまりにも低調なために、2001年中にサービスを停止して

しまった。そして、同社は、2002年１月からは、大衆富裕層の上層部分に対し、内部での呼称が

「Platinum Account」と呼ばれるサービスの提供を開始した。このサービスの契約においては、１

年間に何回、どこで顧客と専任アドバイザが会うか、そして何について話し合うか、といったよ

うな内容が盛り込まれている。アドバイザのバックアップのため、専用のバックオフィスが設け

られている。このように、オンライン専業に分類されるアメリカンエクスプレスでは、大衆富裕

層に対する投資アドバイスサービスと保険については「ヒューマンタッチ」を超えた、ヒューマ

ンそのものを前面に出している。American Banker August 20, 2002を参照のこと。

17　以下の議論はAmerican Banker October 1, 2002にもとづく。

18　The Hartford（2002）参照のこと。

19　都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合の違いとしては、従業員の賃金（都市銀行が最も高

い）、融資一件当たりの金額（都市銀行が最も高い）、平均貸出金利（都市銀行が最も低い）、融資

審査（都市銀行が最も柔軟性が低い）、商圏（都市銀行が最も広い）、中小企業取引における渉外

担当者の重要度（都市銀行が最も低い）などが考えられる。

20　みずほ銀行、東京三菱銀行、三井住友銀行、ＵＦＪ銀行、新生銀行、あおぞら銀行、住友信託

銀行

21　American Express Centurion BankおよびＦＤＩＣは対事業者信用供与のうちコーポレートクレジッ

トカードが占める額についての公表はしていないので、「事業者融資の多くの部分がコーポレー

トカードによるものである」というのは筆者の推測であるが、おそらく正しいであろう。

22　2002年７月の導入当初、シティバンクのアカウントアグリゲーション（「MyCiti」という）には、

１日平均2000ユーザが加入し、そのうちの11％は新規ユーザであるという目覚しい成果をあげた。

直近では、MyCitiのアクティブな客の50％は、もしアカウントアグリゲーションがなければシティ

バンクの客ではなかった客であった。American Banker May 28, 2002を参照のこと。

23　R. A. Beidl，“Comment: Web Lending: A complement, Not a Replacement”American Banker October 18,

2002

24　Fannie Mae（Federal National Mortgage Association）とGinnie Mae（Government National Mortgage

Association）は、1938年にFederal National Mortgage Associationとして設立された。その後一部民営

化された後、1968年に二つに分割された。名前を引き継いだFannie Maeは完全に民営化され、Ginnie

Maeは政府全額出資となっている（しかし政府からの補助金は受け取っていない)。両社とも本部

はWashington, DC。Freddie Macは1970年設立の株式会社。どれもモゲージを購入し、証券化して投
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資家に販売している。住宅購入者への直接融資は行っていない。なお、Ginnie Maeの主な役割は同

社公認のモゲージ金融会社が発行するモゲージ担保証券に保証をつけることである。

25　American Banker October 18, 2002
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