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フィンテックによる業界革新

洗練されたユーザー体験、金銭管理の様々な側面における確固たるコントロー
ル、そして充実したセキュリティ機能を提供するー最新のフィンテックアプリ
は私たちの個人財務管理の新しい基準を打ち立てています。フィンテック業界
に参入する企業が続々と登場し続けているおかげで、競合するアプリの数と質
は時代とともに高まってきており、私たちのお金との関係性を再定義してくれ
る重要なものとなっています。

洗練されたフィンテックアプリの急増により、従来のファイナンス‧銀行業界
関係者は近い将来、モバイル開発の手法を見直し、新しいテクノロジーを採用
せざるを得ない段階まできています。

本レポートでは、����年のファイナンス‧銀行サービスアプリの現況について
考察し、フィンテックがどのように、そしてなぜ業界を革新しているのか、主
要な調査結果を紹介します。また、製品に関する開発過程のベストプラクティ
スや、規制の厳しい環境においてアプリがセキュリティとイノベーションを両
立させる方法についても掘り下げます。

また、モバイルに特化したツールの採用による品質とユーザー体験の向上な
ど、今後戦略を立てる上で刮目すべき重要なトレンドも紹介します。
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成功するフィンテック企業が歩む、
段階的な収益化への道

革新的なフィンテックアプリは、通常、同様の軌跡をたどります。新たな需要を生
み出す、または従来型銀行のオープンなエコシステムに入るかのいずれかの手法
で、業界に参入します。新興企業のマネタイズ戦略は、未来志向で競争力のあるサ
ービスをデジタルを駆使して提供し、それによる顧客生涯価値を高めることにあり
ます。その結果、コア市場を超えて規模を拡大し、ユーザーベースを広げることが
できています。

Source: Capgemini Financial Services Analysis, 2021
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アプリファーストの考え方により、急速に
シェアを伸ばすフィンテック企業の台頭

日本の金融サービスにおいては����年に資金決済法が施行され、銀行以外の一般事
業者が資金移動業を創設が可能となりました。事業者は安価に手数料を設定できた
り、テクノロジーを生かした機能性の向上など、ユーザーにとって利便性の高いフ
ァイナンスサービスを提供することができるようになりました。

また同施行では前払式支払手段に関しても整備が行われ、電子マネーが急速な広が
りを見せています。日本国内におけるファイナンスアプリのダウンロード数ランキ
ング*によると、上位��社のうち�社が電子マネーを扱うアプリで占めています。デ
ジタル時代以前から存在する伝統的な銀行系列が開発するファイナンスアプリも存
在する一方で、��年代以降に創立された「テクノロジー重視」の新興フィンテック
企業の台頭により、ますますアプリの重要性が問われています。

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ

*引用: App Storeにおけるファイナンスアプリダウンロード数ランキング (2月末現在)
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超成長を促進し、格差を広げるデジタル
トランスフォーメーション

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、金融‧銀行業界の挑戦者たちに大きな
利益をもたらします。フィンテックのトップアプリは、ユーザーベースの成長で従来
の銀行アプリを上回っています。そして金融アプリの登場で、年々大幅にダウンロー
ド数も増加しています。

Amplitude社のレポートによると、フィンテック系アプリのデイリーアクティブユー
ザー数は、2020年�月から2021年10月までに337%増加しました。

今後数年間、アナリストは、フィンテックアプリの数と提供するサービスの幅がさら
に拡大し、特にモバイル決済は4兆6000億米ドルの収益に達すると予測しています。

フィンテック市場の成長
フィンテック製品のデイリーアクティブユーザーの増加率%

Source: Amplitude
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時代遅れの手法やツールから脱却する
既存企業が今後競争から一歩抜け出す
可能性?

多くの銀行では、迅速なイテレーションに必要なアジャイルインフラがまだ不足し
ています。顧客はリアルタイムのアクセスや機能を提供するアプリやサービスを求
めており、それではますます限界に近づいてしまいます。

ランキング上位のファイナンスアプリに注目してみると、従来の銀行とフィンテッ
クのモバイルでのリリース方法には顕著な違いがあります。モバイル革命以前に設
立された金融機関は、����年代以降に設立された金融機関に比べ、リリース回数が
約半分になっています。

遅かれ早かれ、伝統的な銀行は自分たちが使っている時代遅れの技術プログラムは
持続不可能であることに気づき、新しいツールを採用することでフィンテックに追
随し始めるでしょう。

「常に世界及び国内の情
報にアンテナをはり、社
内の関係者と議論を重ね
最良の方法をチームとし
て見つけて行く事が大事
かと思います。」
日本‧ファイナンスアプ
リエンジニア

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ
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アプリ開発リーダーに聞く、
ファイナンス‧銀行業における
モバイルアプリの影響力

過去数ヶ月間、私たちはファイナンス‧銀行業界におけるモバイルアプリの現状につ
いて、業界内の数百人のシニアモバイルアプリリーダーを対象に調査を実施し、協力
をお願いした600名のうち、���名から回答を得ることができました。アプリの収益
への影響、モバイル製品への投資、コンプライアンスや規制が市場投入のスピードや
時間に与える影響について、当事者の方たちから知見を得ることができました

次ページより調査結果をご覧いただけます。調査結果の一部はこちら:

回答者の少なくとも84%が、モバイルアプリ経由の収益が総収益の大きな割合を
占めていると回答しており、回答者全体の約半数が総収益の��%以上を占めてい
ると回答

モバイルアプリが総収益に大きな影響を与えるにもかかわらず、ほとんどのエン
ジニアチームは、モバイルアプリチームに予算の大部分を割り当てていない

回答者の半数以上が、業界の規制やお役所仕事が、新機能の導入を大幅に遅らせ
ていると回答

モバイルアプリが企業のビジネスの重要な部分を占めるようになると、規制やコ
ンプライアンス関連のボトルネックを管理することがさらに大きな問題になる

ファイナンス‧銀行アプリ開発
の成功へのカギ



9/27

Source: Bitrise
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モバイルアプリによってもたらされた、
または影響を受けた収益は全体の何％を
占めていますか?

クラッシュや時代遅れの
機能、ロード時間の遅れ
のない、完璧なモバイル
アプリ体験をユーザーに
提供できることが重要で
あることが明らかになり
ました。
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業界における規制やコンプライアンス要
件によるマイナス面や課題を感じていま
すか?

興味深いことに、�問目
の質問で売上の75�以
上がモバイルアプリの影
響を受けていると回答し
た人のほとんどが、業界
の規制に関する課題に直
面している傾向にありま
す。この回答者に絞った
場合、お役所仕事関連の
課題に直面していると答
えた人の割合は94%にの
ぼります。
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Source: Bitrise

特に課題は感じていない

使いたいSDKが利用できない

リリースにまつ
わる規制やお役
所仕事が課題と
なっている

クラウド型ツールへのア
クセスが制限されている
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プロダクトとエンジニアリングの総支出
のうち、モバイルアプリの開発費は全体
の何％を占めていますか？

ほとんどのチームでは、
主にエンジニアリングの
他の側面に投資が行わ
れ、モバイルアプリはま
だ優先されていないこと
が判明しました。一方
で、�問目の質問でわか
ったように、アプリはフ
ァイナンス‧銀行業の総
収入の大部分を占めてい
ます。
今後多くの企業がアプリ
の優秀性をビジネスへの
影響度につなげることが
できるようになれば、こ
の数字も変化し、モバイ
ルアプリ製品への投資も
増えるのではないでしょ
うか？
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フィンテック、UX、
そして洗練されたファイナン
スアプリ
先進的なフィンテック企業は魅力的なモバイル
体験をどのように構築しているのか？



ファイナンス‧銀行サービスのモバイル化と
モバイルファーストの進展

銀行サービスのデジタル化が進み、企業側は直感的でシームレスに統合された使いやす
いソリューションを採用しつつあります。顧客にとってもはや、最寄りの支店に足を運
んでサービスを受けることが必要なくなってきているのが現状です。

レガシーバンクは実店舗で顧客対応しているという性質上、業務スピードの低下、柔軟
性の低下、手数料の増加、不必要な事務処理に本質的に対処しており、これらはすべ
て、個人が財産管理をする上での効率性とユーザー体験に決定的な影響を与えていま
す。

競合他社との真の差別化を図るためには、フィンテック企業も先進的な既存企業も、消
費者インサイトを活用し、顧客のために高度なソリューションを展開するための適切な
ツールを装備する必要があります。リリース戦略を最適化し、優れたユーザー体験を確
保することが、これらの目標を達成するための最良の方法です。

13/27ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ
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27%

魅力的な金利と手数料 口座開設の利便性 他とは違った革新的な
商品‧サービスの存在

より良い体験、製品機能
、サービスの質

20% 18%
12%

新参のフィンテックサービスを利用する理由
新参フィンテックの利用者がそのサービスを使っている理由

Source: Ernst andYoung

ファイナンスアプリを選択する際の
主な判断材料となるユーザー体験

フィンテックアプリ企業が金融サービス分野に革命を起こした大きな理由のひとつは、
顧客第一主義を強く意識したことにあります。

EY社によるGlobal FinTech adoptionに関する調査書によると、エンドユーザーが金融
‧銀行アプリを選ぶ際の一番の決定要因は、魅力的な手数料、口座開設の容易さ、革新
的な商品‧サービスへのアクセス、ユーザー体験の質であることがわかりました。

しかし、アプリのユーザーを満足させ続けることは、顧客満足度だけでは不十分です。
評価が下がれば、通常、ユーザー獲得コストが増加してしまいます。適切な開発ツール
に投資することで、ユーザーを獲得‧維持する能力が大幅に向上します。

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ
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生体認証技術によるUXとセキュリテ
ィの両立

デジタルファーストで革新的なファイナンスアプリは、エンドユーザー体験の簡素化
を目指しますが、セキュリティに関する独自の懸念があります。このような懸念を払
拭するために必要とされるセキュリティは多くの場合、時間がかかり複雑なユーザー
体験をもたらすことになります。日本のあるファイナンス系企業の開発者に向けた
Bitriseの最新の調査によると、「ユーザーはより簡単かつセキュリティの高いセキュ
リティを求めるようになると思う」と述べられています。

しかし、高度な生体認証技術がその解決策になるかもしれません。ベルリン発のベン
チャー企業であるN26社のプリンシパルエンジニアであるDamjanovic氏は、生体認証
が今後のキーになると語っています。

「フィンテック商品やトラストが市場に出回るようになり、人々がデジタルファース
トの企業に預けるお金や資産の量が増え、それに伴い、デジタル金融犯罪も増加して
います。人々を詐欺にかけようとする犯罪者と、製品を安全なものにする企業との間
で、常に争いが絶えません。セキュリティの向上は、ユーザー体験とシンプルさを犠
牲にすることが多くなっています。生体認証技術には、この両者の長所をもたらすチ
ャンスがあると信じています。」

ファイナンス‧銀行アプリ開発
の成功へのカギ
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レーティングはユーザー獲得や
コンバージョンに大きな影響を与える

アプリストア最適化ツールAppFollowのベンチマークレポートによると、ファイナ
ンスカテゴリにおける広告のインプレッションからアプリインストールへの転換率
は、1.6%から38.4%に及ぶことが明らかになりました。この大きな差は、ユーザー
の意思決定プロセスが主にアプリストアの評価に基づいており、アプリの所有者が
誤ったリリースとその結果に対して脆弱であることに起因しています。

低く見積もっても、評価が�段階下がるとコンバージョン率は��%下がります。つ
まり、2500万円のユーザー獲得予算内で同じ成長を維持することは難しく、倍の
5000万円必要になります。

特に、モバイルアプリを重視する銀行やサービスプロバイダーは、迅速かつ効率的
な新しい顧客体験の実現に重きを置いています。

一方、高評価でレビューの高いアプリは、レビューの低いアプリから離脱したユー
ザーの流れを追加することで、アクティブなユーザー獲得活動を補完することがで
きます。

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ
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5.0 | ユーザーに優しい 1.0 | 話にならない

良い例

この銀行アプリのおかげで、日々の金銭管理をすべて一括でできるようにな
り、間違いなく便利になりました。このアプリの存在にもっと早く気づいて
いたらよかったです。

ログインが全くできません。ログイン情報を入力してログインボタンを押して
も反応なし。請求書の支払いも銀行管理も全てこのアプリで済ませているの
で、すぐに対応してもらわないと違う銀行を見つける必要がありそうです。

悪い例

この新興企業は...

• 2ヶ月に6度のリリース頻度
•機能追加のための定期的なリリース
• 88�以上が星5の評価
•現在の平均評価は星4.8/5

この既存企業は...

• 2年間に6度のリリース頻度
•そのうち4回はバグ修正のマイナーリリース
• 40�以上の評価は星�
•現在の平均評価は星2.9/5

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ



フィンテック
モバイル開発チームに学ぶ
モバイルDevOpsによる、規制環境下でも迅速か
つ信頼性の高いデリバリーを実現する方法
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モバイルDevOpsが新興フィンテック企業の
迅速かつ自信を持った開発を可能にする

モバイル事業は、記録的なスピードで大企業への仲間入りを果たす可能性を秘めていま
すが、その分開発が困難なことでも知られています。顧客からの期待や業界で課される
要件が急速に変化する中、モバイルチームは非常に短い間隔で反復作業を行う必要があ
ります。

アプリの品質を維持しながら、このスピードを実現することは、開発チームにとって継
続的な課題となっています。モバイル特有の課題に慣れていないと、ビジネスチームや
製品チームは不満を感じてしまい、開発者は時代遅れのツールやミスを許さないプラッ
トフォームと格闘することになります。

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ
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ファイナンス‧銀行サービスアプリを取り巻く特殊な環境では、さらなる課題が発生
します。モバイル開発者の作業を支援するために設計されたクラウドベースのサービ
スに対して、組織はしばしば違和感を覚え、厳しいチェックと手続きによって、重要
なリリースが予定通りに行われないことがあります。

世界有数のフィンテック企業の多くでは、モバイルDevOpsの採用と適切なツールの
導入により、これらの問題の多くに対処することができています。しばしばDevOps
プロセスの生命線と見なされるCI/CDは、ビジネスで必要とされるチェックや手順に
合わせ、繰り返し行われるプロセスを自動化および標準化することが可能です。

「DevOpsの主な目標
は、機能の提供と迅速に
動くことのバランスをう
まくとりながら、長期的
にはチームが迅速に実行
できるようにし、技術的
負債を抑制することで
す。」
Spotify社
前 Lead iOS Developer

ファイナンス‧銀行アプリ開発
の成功へのカギ
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適切なツールにより、ファイナンス‧銀行
サービス業界のモバイルチームはより大き
な価値の提供が可能に

Gitのようなソース管理システムは、今日でも開発のバックボーンを形成していま
す。現在では、トレーサビリティの改善、スピードの向上、プロセスと開発段階間
の摩擦を減らすために、他のツールと統合されつつあります。

ソース管理がバックボーンであるならば、CI/CDは洗練されたモバイル開発チーム
の心臓部だと言えるでしょう。ソース管理システムをCI/CDツールに接続すること
で、チームはアプリ開発における多くの手作業を排除または削減することができま
す。

継続的インテグレーションおよびデリバリーツールは、計画から依存関係管理、統
合およびUIテスト、さらにテスターへのデプロイ、あるいはアプリストアへの直接
デプロイに至るまで、プロセスを自動化することができます

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ

「私たちは、オートメー
ション、フック、スクリ
プト、機能フラグをCI/
CDパイプラインと組み
合わせて使用していま
す。目標は、開発者が最
も重要なタスクに集中で
きるように、できるだけ
多くの労力を取り除くこ
とです。」

リード‧モバイル‧デベ
ロッパー
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SendaSlackmessage
3.1.3

SendaMicrosoftTeamsmessage
0.1.0

PostJiraComment
1.1.0

SendEmailwithMailgun
2.1.4

CommentonGitHubPull Request
0.9.3

「SendaSlackmessage（Slackメッセージの
送信）」はBitriseで最も利用されている通知機
能インテグレーションで、����年以降は
Microsoft TeamsがSlackに次いで多くの方に利
用されています。

モバイル開発では、ソース管理やCI/CDに加えて、コミュニケーションを円滑にす
るツールがますます重要な役割を果たすようになっています。

SlackやMicrosoft Teamsのようなリアルタイムコミュニケーション‧コラボレーシ
ョンプラットフォームは、COVID19が流行する以前からすでに人気を博していまし
たが、世界的に浸透しつつあるリモートワークの文化に不可欠なものとなっていま
す。高パフォーマンスのチームは、透明性があり直接的なコミュニケーション文化
を育んでいます。これは、多くの組織、特にファイナンスや銀行サービス部門のよ
うな規制の厳しい環境に置かれた組織において、重要な文化的変化をもたらしてい
ます。

リアルタイムコミュニケーションをCI/CDツールに接続することで、さらに速度を
向上させ、引き継ぎにおける摩擦を減らすことができます。

ファイナンス‧銀行アプリ開発
の成功へのカギ
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アプリのリリース戦略を最適化して、
モバイルでの競争力を高める

バグの修正なのか新機能のリリースなのか、その目的によって、適切なタイプのリ
リース戦略は、アプリ評価のマイナス傾向を好転させたり、アプリ評価のプラス傾
向を築き上げることができます。

北京大学の研究論文「Towards release optimization for apps in Google Play」によ
ると、新しいアプリのリリース頻度は、ユーザーフィードバック、ひいてはアプリ
の評価と成功に因果関係があるとのことです。約�万件のアプリを対象に行われたこ
の研究では、開発者はアプリのランキング、評価傾向、更新の目的などを考慮した
上で更新間隔を決定し、アプリストアに新バージョンをプッシュする必要があるこ
とが示唆されています。

この調査では、当初は高ランクのアプリでも、その後のアップデートでさらに高い
スコアを獲得できる可能性がある一方で、すでに低ランクのアプリ評価は、頻度が
多すぎるアップデートによってさらに低下するケースが多いことがわかりました。

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ

「私たちのチームでは2
週間隔のリリースサイク
ルを採用しており、これ
が私たちにとってスイー
トスポットとなっていま
す。私はすべての開発者
にとって機能する最適な
リリース頻度というのは
ないと思います。1つの
問題のある機能がリリー
ス全体を危険にさらすこ
となく、有意義な一連の
変更をリリースできるよ
うなサイクルを目指して
努力すべきです。」
リード‧モバイル‧デベ
ロッパー
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「UIテストやスクリーン
ショットテスト用のエミ
ュレータ実行にも問題を
抱えていました。これ
らの問題を一括で解決す
る、オンデマンドの拡張
性を備えた低メンテナン
スでクラウドベースのプ
ラットフォームを探す必
要がありました。」

Wise×Bitriseカスタマー
サクセスストーリーより

クラウドベースのCIが、
よりセキュアなビルドを可能にする

料金を低く抑えることは簡単なことではありませんが、クラウドベースのCI/CDを活
用して享受できるメリットは即効性があり、大きなものです。ハードウェアのメンテ
ナンスから解放されるだけでも、組織にとって大きな負担軽減となりますが、多くの
クラウド‧ベンダーは、セキュリティに敏感なチームにとっても有益であることを証
明しています。

ほとんどのクラウドベースのCI/CDサービスでは、ビルドを容易にするために仮想マ
シンが作成されます。ビルドが完了すると、仮想マシンは廃棄され、ビルド中に使用
されたすべてのファイルや変更が消去されます。同じハードウェア上で仮想マシンの
作成と破棄を繰り返すことで、データが破棄されるだけでなく、上書きされ、残存す
るリスクをゼロにすることができるのです。

ファイナンス‧銀行アプリ開発
の成功へのカギ
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実行性とカスタマイズ性

ハードウェアやあらゆるメンテナンス

雇用とIT人材の必要性

性能チューニング

ネットワークとデータベースのアップグレード

ダウンタイム

問題の修正

プラットフォームへのアプリ移行やカスタマイズ

導入初期における学習段階

セルフホスト型CI/CD クラウド型CI/CD

ファイナンス‧銀行アプリ開発の成功へのカギ



BitriseはクラウドベースのセキュアでスケーラブルなモバイルDevOpsプラットフ
ォームで、業界をリードするCI/CDを中心に構築されています。私たちのミッショ
ンは、開発チームが一貫した品質の製品を迅速に提供できるようにすることであ
り、企業が革新的なアプリを作成できるように手助けすることです。

今日、世界で洗練されたモバイルチームの多くが、ビルド、テスト、デプロイのプ
ロセスを合理化するためにBitriseを利用しており、競合他社よりも優れた成果を上
げています。Bitriseが提供するネイティブおよびクロスプラットフォームのアプリ
開発用の300種を超えるインテグレーションにより、反復的な手作業を自動化し、
一貫した結果を保証するとともに、エンジニアリソースを解放して真のビジネス価
値の創造に役立てることができます。私たちは、お客様がより速くイテレーション
を行い、より高いアプリ評価を獲得し、モバイル市場での競争力を高めるお手伝い
をしております。日本を拠点とする企業を含む世界中の名だたるお客様から利用い
ただいており、Bitriseによって構築、テスト、デプロイされたアプリが、世界中の
何十億人ものエンドユーザーに届けられています。

www.bitrise.io

https://www.bitrise.io
https://www.bitrise.io/


人気アプリを支えるモバイルアプリエンジニアは、Bitriseを利用したビル
ドを始め、テスト、デプロイの各プロセスを効率化しています。メンテナン
スやエラー修正、パフォーマンスのアップグレードなど手動による作業を排
除することで、お客様のイテレーション作業を迅速化し、自信を持ったリリ
ースをBitriseは支援します。


