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第1章  はじめに 
大学に入学し、簿記や情報に関する講義を聞いている内に金融関係に興味を持ち始

めたのが今回のインターネット銀行をテーマに選んだ理由の一つです。 
 また私は就職活動をするにあたって、前々から興味を持っていたのもあり、金融業界

を志望して様々な業界研究や企業研究をしていく過程で銀行の事をもっと調べてみよう

と思いました。 
 本論文では、まずは銀行の歴史と時代の流れを考察していきます。ここでは銀行の起

源とシステムがどのようにして作られたかを説明します。 
 次にインターネット銀行について。従来の窓口に人のいる銀行システムを利用する

人も多いが、現在では無人のインターネット銀行を利用する人が多くなりつつありま

す。無人であり私的には心配の面もあると思う所もあり気になったので事例を用いて

ソニー・銀行インサイド・ストーリーについて調べて行きます。 
 
 
第２章  銀行の歴史・時代の流れ 
 
○２．１では銀行システムの起源となったものがどのようにして現在までに結び付い

たか、その歴史を振り返り説明していきます。 
 
２．１ 銀行の起源 

 
最初の銀行が作られたのが恐らく紀元前三千年頃の古代で宗教的寺院の中に設立

されていたようです。この時代ではお金が発明されておらず最初は穀物などの食料、

後に牛や農具等の食料を増やしていく術の物、やがては金の延べ棒や金の延べ板な

どが寺院に預けられていました。寺院や宮殿には絶えず人が警備をしており、建物

もがっしりとしていた為、金などの大切な物を預けるのに最も安全な場所とされて

いました。寺院は神聖な場所として、泥棒や盗みに入る者に対して抑止力がありま

した。この事に関してはバビロンの寺院聖職者から商人に対して書かれた紀元前 18
世紀頃の貸借の記録が存在します。ハンムラビ法典の時代には、銀行業務を定める

法律の公布を正当化するまでに銀行業務は発展しました。 
 
○２．２では銀行の発祥地となったイギリスと銀行という取引の形を作った人物を紹介

していきます。 
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２．２ 銀行発祥の地イギリス  

 
銀行発祥の地はイギリスでした。現在のような形態の銀行が誕生したのは、中世末期

のイギリスにおいてです。当時、主要な決済手段は金でした。貨幣経済の興隆に伴い商

業取引が増大し、多額の金を抱える者が出てきました。金を手元に抱え込むリスクを懸

念した金所有者は、ロンドンでも一番頑丈な金庫を持つとされた金細工商・ゴールドス

ミスに金を預けることにしました。ゴールドスミスは金を預かる際に、預り証を所有者

に渡しました。 
しばらくして、ゴールドスミスは自分に預けられた金が一定量を下回らないことに気

付きました。これは、支払いに用いられた金を、受け取った業者がすぐに預けに来るこ

とが原因であったのです。また中にはキリのいい単位で金を預け、その預り証をそのま

ま取引に用いる金所有者も現れました。ゴールドスミスは、預けられた金を運用して預

金支払い不能にならないことを知り、貸し出し運用を始めました。これが銀行の始まり

であり、この過程で生まれた預り証が、現代の紙幣の起源になります。紙幣（預り証）

は金の預金証書であり、価値の裏づけがなされているから価値を持つこと出来ました。

また、貸し出した金も再び預け入れられ再度貸し出しに回ることにより、預り証が大量

発行され、貨幣経済成長の原動力となりました。このように、預り証を保証する金より

も、預り証の量が多くなることを信用創造と呼び、現代の銀行においても重要な機能で

す。やがてイギリス全土に同業者が現れ、それぞれが独自の預り証を発行するようにな

り多種多様な紙幣が現れ始めました。しかし、それぞれの紙幣が業者の信用力に依存す

ることなったため、やがて預り証を発行する権限を持つ銀行が統合され、中央銀行とな

りました。それ以外の銀行は預り証を預かる商業銀行をして発展することになります。

増加した貨幣の価値を保証しているのは、借手の返済力である、このため、借手の経営

が危機に陥ると貨幣も信用喪失しました（金融危機）。そのため１９世紀から今日まで、

金融危機に端を発する恐慌が頻発している（１９２７年の日本における昭和金融恐慌な

ど）。 
日本では江戸時代に「両替商」と言う銀行に近い商売がありました。初の商業銀行は、

明治維新後に誕生した第一国立銀行（第一勧業銀行を経て、現在のみずほ銀行）となっ

ています。これは日本発の株式会社でありました。なお、銀行という言葉は中国語に由

来しており、行は会社・企業を意味します。現在、日本の企業で会社を意味する行を使

っているのは銀行と洋行（貿易会社）だけであると言われています。また現在、中国で

も行を使う会社は少なくなって来ています。 
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第３章 インターネット銀行 

  
○３．１ではインターネット銀行の特徴と主な取引方法や銀行のタイプについて説明し

ていきます。 
 

３．１ インターネット銀行とは 
 
 インターネット銀行とはインターネット上で預金の残高照会、入出金紹介、口座振込み、

振替などのサービスを提供する銀行のことであります。店舗やATMに足を運ばなくても、
自宅や会社のパソコンから利用できるという利点があります。インターネット上で行う銀

行といっても「支店銀行」と「専業銀行」に大きく二つに分類することができ、インター

ネット支店銀行とは、大手都市銀行や地方銀行といった、既存の銀行がインターネット上

の銀行として支店営業するといったタイプの銀行です。インターネット専業銀行とは、異

業種出資参入で設立、開業され銀行としては店舗営業をしないことでコストを抑え、利業

者に有利な金利、手数料低料金化を目的に経営を行っているものであります。 
 
 

 

 

 

（図１ ネット銀行とメガバンクの手数料の比較） 

単位：円 東京三菱銀行 ジャパンネット銀行 

窓口の場合 840 0 

ATM の場合 630 0 

ネットバンキング 367 262 

 

 
他行あてに３万円以上の現金を振り込む場合 

インターネットバンキングのサービス比較 
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（年、％） 東京三菱銀行 ジャパンネット銀行 

普通預金 0.001 0.05 

普通預金 0.03 0.1 

（図２ ネット銀行とメガバンクの預金金利の比較） 

 

 

 

 

 

順

位 
項目 比率 

① 24 時間サービス（現金入出金、振込み、決算等 32.1%

② 預金金利の高さ 19.7%

③ オンライン決算の安全性確保とカード盗難・偽造保険 13.9%

④ ATM 利用手数料や振込み手数料等の低さ 12.7%

⑤ インターネットを通じた金融取引（振込み、公共料金支払い、ローン申込み等 6.3% 

⑥ 利用可能な ATM の数 4.0% 

⑦ 特に期待しない 3.9% 

⑧ 利用に応じたポイント・サービス 3.8% 

⑨ ローン金利の低さ 2.7% 

⑩ インターネットを通じた情報提供・相談サービス、その他 0.9% 

  合計 100.0%

（図３ 利用者がネット銀行に対して期待しているサービス） 

 

 

○インターネット支店銀行 
 
 大手都市銀行や地方銀行といった既存の銀行がインターネット上の支店銀行としてサー

預金金利の比較 

消費者がネット銀行や支店を持たない銀行に対して期待するサービス 
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ビスを開始した銀行です。利用については、既に利用している銀行がインターネット支店

も経営している場合はインターネット支店銀行を利用する申し込みさえすれば利用可能と

なり、インターネット上のサービスにおいては振込予約・残高照会といったものがメイン

である。主な大手銀行が経営するインターネット支店銀行が以下の通りです。 
 
三井住友One’sダイレクト  （三井住友銀行） 
UFJダイレクト       （UFJ銀行） 
みずほダイレクト      （みずほ銀行） 
東京三菱ダイレクト     （東京三菱UFJ銀行） 
スルガ銀行ソフトバンク支店 （スルガ銀行） 
       
 
○インターネット専業銀行 
 
 利用者に対し直接現金や証券書類の受け払いを行う実店舗（窓口やＡＴＭ）を原則とし

て設置せず、営業上必要な拠点のみを設置し電話やインターネットを介し取引（インター

ネットバンキング）の提供に特化した銀行のことです。ネット銀行に属する銀行の中には

実店舗（窓口やＡＴＭ）を有する銀行もあり、必ずしもインターネットや電話のみという

わけではありません。（ジャパンネット銀行は窓口から振込もでき、窓口でないとできない

業務もあります）。 
 従来型の銀行の多くも、インターネット銀行を介した銀行取引サービス（インターネッ

トネット支店の場合）を行っているが、既存店舗の取引の延長線上にあるものが多くイン

ターネット銀行はネットが取引の主体であるため本質的には異なることもあります。顧客

側の利点としては簡単便利な口座開設や手続き、２４時間取引、手数料の安さ（手数料が

０円もしくは５２円と安いのが特徴である、有利な預金金利、特色ある金融商品などが挙

げられます。ただし、手数料に関しては、昨今インターネット専業銀行の手数料改悪が目

立ち（あるいは提携ＡＴＭが地域によって著しく偏りが生じていることも含め、結果的に

手数料が割り増しになるケースもあります。）また都市銀行の手数料の値下げやインターネ

ットバンキングが追加された結果、都市銀行の方が、手数料が安いという逆転現象が起き

ている反面、インターネットを通じた少人数による営業活動のため融資などの場面では弱

く、またシステムの脆弱性やインターネットそのものの信頼性に由来するリスクは事業運

営に大きく影響を及ぼす、ジャパンネット銀行のシステムにおいては、複数回にわたり長

時間のシステム停止が発生し、２００３年６月１２日に金融庁から業務改善命令が下され

たことがあり、その後１０月にもシステムの停止が発生している。インターネット専業銀

行は、存在の独自性から本質的に高いサービスの提供へと求められる企業価値や事業展開

の質より高く移行しています。 
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 ○日本に開業しているインターネット専業銀行 
 
 
    ジャパンネット銀行  （ＪＮＢ） 
    ソニー銀行      （ソニーバンク） 
    楽天銀行       （旧：イーバンク銀行） 
    住信ＳＢＩネット銀行  
    じぶん銀行 
 
○捕足 
  
 ジャパンネット銀行は主要出資である三井住友銀行がコンビニエンスストアのam/pmと
提携して展開するアットバンク、及びイーネット、ゆうちょ銀行ＡＴＭと提携している。

楽天銀行はイオン銀行と提携し、住信ネット銀行はイーネット、ローソンＡＴＭと提携し

ています。じぶん銀行は約過半数を出資する三菱ＵＦＪ銀行と提携しています。また各新

ターネット銀行はセブン銀行との提携もしています。 
 
 
 
 
  
 
第４章 ソニー銀行インサイド・ストーリー 
   
○第４章では戦後、一から銀行を設立した異例であり、当時の世間を騒がしたソニー銀行

について事例を用いて紹介します。 
 本文では主人公である十時裕樹（元ソニー会社の社員、ソニー銀行創立メンバーであり

ソニー銀行取締役）が主軸となり話が進んでいきます。 
 
 
４．１ 免許ください！ 
 ソニー銀行がインターネット銀行を作りたいと思ったのは１９９９年のことです。

何の準備もせずにただ漠然と銀行を作ろうというとこからこの話は始まります。この
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時点ではただ一つ、免許が必要であることだけは知っており、どうやったら免許がも

らえるかを調べました。しかし、どうやって？どういった方法で免許を取得をすれば

いいのかなどわからず、もちろん免許の取得方法などはホームページやインターネッ

ト上にも載っていません。そこで悩んだ挙げ句に考えついたのが「免許を交付してくれ

る所に行こう」という斬新な思いつきでした。 
 当時の免許交付の場所は金融監督庁でした。そこで銀行を一から設立するには＊い

くつかの条件＊を満たさなければいけないということを教えてもらったのです。金融

監督庁の担当者の方に「銀行を作りたいのですが？」と聞くと唖然とした反応が予想通

り返ってきたのです。その理由は戦後新しく銀行を作った例がほとんどなく、その頃

はそんな斬新なことを考えたり口に出したりする会社があるなんてまったく＊想定さ

れていなかった＊からなのです。担当者は六法全書を取り出し、銀行を作る為のいくつ

かの条件を教えました。 
   
免許：銀行の業務などを定めた法律が、「銀行法」。銀行法第四条第一項にいわく、「銀行業

は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができません」。この免許を得て

いないのに銀行を名乗ったり、銀行に類した業務を行ったりすれば、三年以下の懲役また

は三百万円以下の罰金に処せられます。 
 
金融監督庁：いわゆるバブル経済の破綻にともなう金融界の不良債権問題、そして欧米で

進む銀行・証券業の自由化を受けて、日本政府は戦後半世紀にわたって行われた金融行政

の根本的見直しを迫られました。この流れの中で１９９８年６月に創設されたのが金融監

督庁です。金融監督庁は大蔵省の下部組織であったが、２０００年７月、改組みされて独

立の「金融庁」となりました。 
 
＊想定されてなかった：戦後日本の金融行政は、かの悪名高き「護送船団方式」を主軸と

していて、銀行業や証券業への新規参入を実質的に阻んでいたので「異業種の参入」つま

りソニーのような企業が銀行を作ることは不可能だとされていました。事実、金融当局が

異業種の参入について前向きに検討し始めたのは２０００年になってからのことです。著

者が免許の相談に行ったのは、その１年も前の話だから担当者が絶句したのは当然のこと

なのです。 
 
資本金は１０億円：銀行法第五条一、「銀行は、資本の額が法令で定める額以上の株式会社

でなければならないのです。二、前項の法令で定める額は、１０億円を下回ってはならな

いのです。 
 
フリーフォーマット：銀行業の参入については、いくものハードルが設けられています。
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銀行の業務を行うに足りる財政的な基礎があること、業務計画がしっかりしていて収益を

上げる見込みがあること、銀行業務を行えるだけの知識や経験を有していることなど。預

金者の保護や金融秩序の維持といった観点から見れば、こうした条件の設定は当然のこと

です。新しく銀行を興そうとすれば、これらのポイントをクリアできることを証明しなけ

ればならないのです。 
 
４．２ 社長さんは派遣社員？ 
 ２００１年１月、ソニー銀行は金融庁に予備免許申請を提出しに行きました。その時に 
ソニー銀行の社長が発表されました。社長の名前は＊石井茂＊といい、元・山一証券の企

画室に在籍していた経歴があり山一証券が経営破綻したあとは、サラリーマンをするつも

りはなかったがソニー銀行の会長に就任した伊庭保ソニー副会長と出会う機会がありその

人柄に惹かれてソニー銀行に来ることになりました。 
 しかし、派遣社員という社長なのです。石井茂は元・山一証券のエリートであり、その

キャリアを考えると派遣社員というのはおかしい話だが、それを希望したのは石井茂本人

なのです。さらに本人の希望で勤務時間が午前中だけであり社長という肩書だが、まるで

アルバイトのようです。そんな条件をだしていたが、それでも誘ったのはソニー側なので

す。「新しい金融ビジネスをする体制ができているから、少し手伝ってほしい」と口説いた

のです。 
 
石井茂：１９５４年生まれ。東京大学経済学部を経て、１９７８年、山一証券に入社。

山一証券経済研究所、米国留学ののち、１９９３年３月、同社経営企画室部長となります。

ちなみに、経営企画室とは「経営の参謀本部」。経営企画の策定などを行う、重要なセクシ

ョンです。しかし、石井が部長に就任してとき、すでに山一証券は巨額損失のために「危

険水域」に入っていました。１９９９年、山一証券は経営破綻するのだが、その際、事務

方として当時の大蔵省に「営業休止届」を提出したのが、他ならぬ石井でした。 
 
 
４．３ インターネット銀行を作ろう 
 もともとソニー生命などの金融ビジネスやっていたのですが、それが次第に大きくなる

につれて、今後のインターネット銀行のような事業をどのような方向に展開するのかを考

えなければならなくなってきました。そこで、著者である十時裕樹が在籍していた財務部

に「勉強するように」という宿題がふってきたのです。 
 十時裕樹が主担当となって検討作業をするようになったのですが、他にも仕事を抱えて

いるし、そもそも一人ではどうにもならない状態だったのです。そこで社内外の様々な方

からアドバイスをもらうようにしました。そのけ結果、証券会社を始めてはどうだろうか

というプランが出てきました。＊ソニー生命＊もコンサルティング・セールスを中心に据
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えているし、日本の年金問題に関連して個人の資産運用ニーズが高まっているという背景

もあるので、ディスカウント・ブローカーを含めた証券会社で話を進めていったのですが

理解されずにいました。これには二つの理由がありました。一つ目はソニーがやる必然性

がないことと、二つ目はやっている本人に迫力を感じないことでした。調べ物をし、それ

をただ伝えるといった感覚でやっていたのであまりにも本気の気持ちが相手に伝わらなか

ったのです。そこからしばらくして、金融は「情報」だということに気がついたのです。

金融サービスは情報のやり取りであって「物」のやり取りではありません。しかも、とて

もプライベートなことですから、他人にあまり知られては困ることも多いものです。「やっ

ぱり家でやりたい」「情報のやり取りだからシステムで完結する」こうした結論にたどり着

いたのです。こうして、銀行のサービスをインターネットだけで提供するチャレンジが始

まったのです。 
 
 
ソニー生命：ソニー創業者の一人である盛田照夫（後述）は、早くから「ソニーが企業

として伸びるためには、金融機関が絶対必要だ」と考えていました。その「夢」が最初に

実現したのが、ソニー生命です。１９７９年、ソニーはアメリカ最大の保険会社プルデン

シャルと提携して「ソニー・プルデンシャル生命保険」設立します。ソニー・プルデンシ

ャル生命は１９８７年、「ソニー・プルコ生命」に社名変更したのち、１９９１年、ソニー

の１００％子会社「ソニー生命」となりました。 
 
 
４．４ ブランド 
 開業を一カ月後に控えた2001年5月10日、記者会見を行いました。発表会ではソニー銀行
のコミュニケーション・ブランド「MONEY Kit」(マネーキット)が正式発表になりました。     
お金について便利な道具をどんどん作っていきたいという願いを込めてこういった名前に

なりました。ブランド名を考える過程ではいくつかの有力候補がありました。その一つは

「f/air」(フェア)でした。Finance（ファイナンス）のfとair（空気）を引っ掛けたのです。
石井は「何事もフェアに」がモットーであり、空気は透明感にもつながって、商品や企業

としての透明性、分かりやすさとの関係ということでした。 
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第５章 各インターネット銀行の特徴 
 
○第５章ではジャパンネット銀行・ソニー銀行・楽天銀行のそれぞれの特徴などを説明

していきます。 
 

５．１ ジャパンネット銀行 
 ジャパンネット銀行は、２００２年１０月に開業した貯蓄からローン、決済までが利用

できるバランスの良い総合型のインターネットバンキングです。公共料金から引き落とし

や給与の振込もほとんどの企業・地域で利用可能です、なので、普通の銀行に近い感覚で

利用できるインターネット銀行です。 
 だが、ジャパンネット銀行は口座維持手数料が必要になり、振込手数料も他のインター

ネットバンクに比べると不利になるが（それでも一般の銀行より割安です）、手数料外のサ

ービスの充実振りに注目があります。ジャパンネット銀行は、携帯電話でのモバイルバン

キングに対応しています。振込みや残高照会だけでなく、定期預金口座の開設、クレジッ

トの申し込みなどパソコンでの利用と同等のことが携帯電話で可能になる。（イーバンク銀

行の場合はここまでの利用はできない）。ＮＴＴドコモ、au、ソフトバンクなどの三大メー
カー全てに対応しているので、ほとんどの人が利用可能になります。パソコンの前にいな

くても、振込みや残高照会ができるというのは、一旦使いだすと二度と手放せなくなる位

に便利です 
 また、振込みの日時を指定することも可能である。忙しい時には、あらかじめ指定日前

に振込み予約を入れておけば指定日にきっちりと振込んでくれるのでとても便利な機能と

いえる。２４時間取引可能であり、それ以外にも常時システムを稼働させることで従来に

ない利便性を提供しようという狙いがあります。既存の都市銀行などで提供されているイ

ンターネットバンキングサービスでは、夜間に取引ができる場合でも実際に振込んだ代金

が入金されるのはシステムが動き出す翌日になってからだが、ジャパンネット銀行では同

行に口座を持っている業者からインターネット上でモノを購入にて代金を振込む場合、夜

間でも瞬時に入金を完了させることが可能であります。 
 また、ジャパンネット銀行のユーザーはインターネットを使い慣れている２０代・３０

代の比較的若い層を中心に注目を集めて、現在までに４０万口座を獲得している。利用時

間には、会社での昼休みとなる午後１時前後、会社の仕事を終える午後７時前後、そして

午後１０時から翌朝の２時にかけての深夜の時間帯と３つのピークがある。従来の銀行の

営業時間では使いにくいというユーザーのニーズにしっかりと対応している。 
 そしてもう一つ、ジャパンネット銀行のユニークな特徴として、公共ギャンブルとの提

携があります。従来の携帯電話とインターネット投票だと、投票専用口座を開設してレー

スの前営業日までに入金しておくことが必須であった。しかしジャパンネット銀行なら、

普通預金口座がそのまま引き落とし口座として利用可能である。競輪・競艇に続いてとう
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とう中央競馬（JRA）とも提携することが決まったようだ。（２００５年６月から）購入代
金の引き落としだけでなく、払い戻しにも対応し当日の全レースが終了しなくても払い戻

し金額を口座から引き落とすことも可能になる予定であります。 
 
 

 

（図４ ジャパネット銀行の利用情報） 

 

 

 

５．２ ソニー銀行 
  ソニー銀行は２００１年４月２日に、ソニーと三井住友銀行が出資して設立したイン

ターネット銀行である。現在はソニーグループのソニーファイナンスの１００％子会社で

ある。同年６月に開業した資産運用に使えるインターネットバンクです。 
 ２００７年１０月に、ソニー銀行の持株会社であるソニーフィナンシャルホールディン

グス株式会社は、東証一部に上場しました。ソニーフィナンシャルホールディングスは下

図のような格社で構成され、金融の持つ「貯める・増やす・借りる・守る」という機能を

融合してお客様に一人ひとりのニーズに応えることを目指します。 
家庭用ゲーム機のプレステーションや携帯ゲーム機のPSPなどで有名なソニー株式会社

が出資しています。他のインターネットバンクと違い、外貨預金や住宅ローンも扱ってい

るという、資産運用向きのインターネット銀行というところが特徴的です。 
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 普通預金の金利は０．２％とインターネット銀行の中では低い水準ですが、定期預金の

金利はオンラインバンクにも引けを取らない高水準の利率を設定していてかなりお得にな

っています。ソニー銀行は入出金手数料が無料である。入出金手続きは提携ATMで利用で
きて、インターネット専業銀行にも関わらず楽天銀行やジャパンネット銀行と違い入金は

無料でも出金もセブン銀行なら無料というかなりの好条件です。 
 

 
（図５ ソニーグループの組織図） 

 
ソニー銀行のセキュリティ 
セキュリティではソニー銀行は SSL128bit暗号化通信を採用している。SSL（セキュア・
ソケット・レイヤー）128bit 暗号化通信を採用することで、お客様に関する大切な情報が
盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。この SSL128bit の暗号化通信を解読
するのは実質的には不可能とされています。 
 
○捕足 
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 SSL128bit（目的は不正アクセス防止） 
 
SSL128bit とはセキュア・ソケット・レイヤーの略であり、インターネット上でデータ
通信を行う際に利用に利用される暗号通信方法のひとつです。この暗号化通信を解読する

のは実質的に不可能とされています。また、SSL に対応したブラウザを使っていれば特別
な設定をすることなく必要なときに自動的に SSLが使われ、インターネット上でお客様と
の情報のやり取りが安全に行われます。 
 
 
ベリサイン発行のデジタル証明書（フィッシング詐欺対策） 
 ソニー銀行では、グローバル・サーバーIDのクラス 3証明書という日本ベリサイン株式
会社の定める高度な認証基準に基づき発行されるウェブサーバー用デジタル証明書を取得

し、安全なウェブサイトを運営しています。このデジタル証明書はインターネットからの

お客様に対してウェブサイト運営主体であるソニー銀行の実在性を証明し、ウェブサーバ

ー/ブラウザ・携帯端末の通信を保護する SSL暗号化通信を利用可能にします。 
 
 
○捕足 2 
 ：デジタル証明書とはソニーバンクのウェブサーバーは、日本ベリサイン株式会社のデ

ジタル証明書により認証されます。このデジタル証明書は、インターネットからのお客様

に対してこのウェブサイト運営主体であるソニーバンクの実在性を証明し、ウェブサーバ

ー/ブラウザ・携帯端末間の通信を保護する SSL128bit暗号化通信を利用可能にします。ソ
ニーバンクでは、グローバル・サーバーIDのクラス 3証明書というベリサインの定める高
度な認証基準に基づき発行されるウェブサーバー用デジタル証明書を取得し、安全なウェ

ブサイトを運営しています。 
 
複数の暗証番号設定（第三者になりすましの防止） 
 お客様がソニー銀行のサービスサイトにログインしお引き取りしていただく際に、複数

の暗証番号入力をお願いしています。これはお引き取りしていただいているのが確実にお

客様本人であることを確認させていただくためのもので、これにより他人よるなりすまし

取引を防止しています。 
 
 
全国に拡がる提携 ATM 
 お金の出し入れは全国の提携 ATMで。お預け入れは無料であり、お引き出しは月 4回ま
で無料（＊）。セブン銀行 ATMでは手数料無料でいつでもお引き出しが可能です。 



 

16 
 

 ＜利用可能な ATM＞ 
 

○三井住友銀行の ATM 
○＠BANK（九州地区の＠BANKを除く） 
○三菱東京 UFJ銀行の ATM（病院・学校などに設置の一部の ATMを除く） 
○ゆうちょ銀行の ATM 
○セブン銀行 
○ローソン ATM（「ローソン ATMマーク」のあるローソンのみ） 
○イーネット ATM（「イーネットマーク」のあるファミリーマートなどの ATM） 
 
（＊）５回目以降は 105円（消費税込み）の手数料がかかります。 

 
 
 
 

（図６ ソニー銀行の利用情報） 
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（図７ ソニー銀行の円預金の項目欄） 

 
 
 
５．３ 楽天銀行（旧：イーバンク） 

 
 楽天銀行は日本最大級のインターネット銀行で、投資信託・外貨預金・FXなどの金融商
品のほかにもカードローン、海外でも使えるVISAデビッド機能付キャッシュカード、toto
の投票もインターネットバンキングで提供しています。 
 楽天銀行は２００８年８月に、楽天との資本・業務提携に合意、２００９年２月に楽天

銀行は楽天の連結子会社になりました。楽天グループの一員になったことで、楽天市場系

のサービスとの連携がスムーズに行なわれるようになりました。 
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 楽天銀行の各支店の名称は非常にユニークで「ロック支店」「サンバ支店」「ジャズ支店」

など音楽ジャンルを表す支店名になっています。楽天銀行口座同士の場合は、時間を問わ

ず手数料無料で振込みができ、振込み先に即時に反映されるようになっています。入金・

出金等の取引がある際には、即時にEメールを送信してくれるシステムになり確認が可能に
なっており便利です。 
 

 

（図８ 楽天銀行の利用情報） 
 
  
 
第６章 考察・まとめ 

 
６．１ ソニー銀行サービス 

ソニー銀行を利用するにあたっての最大のメリットは定期預金金利が他行と比べてもとて

も高く、利用すればするほどその金利が上がっていくシステムと他のインターネットバン

クと違い、外貨預金や住宅ローンも扱っているという、資産運用向きのインターネット銀

行というところが特徴的です。 
 
６．２ ソニー銀行のシステム上のセキュリティ 

 
また利用するお客様に安心してお金を預けてもらえるようなセキュリティシステムを採

用しています。ソニー銀行ではお客様に関する情報が盗まれたり改ざんされたりをするた

めに、実質的には解読不可能と言われているセキュリティシステム（SSL128bit 暗号化通
信）を採用しているのが特徴です。 
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IT 化が進みにつれて利用者にとって大変便利になり使いやすくなった反面その便利や手
軽さに付け込み、犯罪まがい等をする者が年々増えていっているのもまた事実です。振込

め詐欺や個人情報を盗み IDやパスワードを使ってのなりすましをする事件が相次いでいま
す。その犯罪防止の為に各企業は様々なセキュリティシステムを設置しています、中でも

ソニー銀行はそういった犯罪等にお客様が巻き込まれない様に解読不可能といわれている

完璧なセキュリティシステム（SSL128bit）を利用している理由です。 
 
６．３ ソニー銀行の取り組み 
 
 ソニー銀行の円普通預金を利用する際の特徴は、原則 365日 24時間システムを利用可能
なところです。ソニー銀行の取引では、まず円普通預金口座の開設から始まります。この

時には口座維持手数料はかかりません。口座の開設後は、円定期預金、外資信託、カード

ローン、振込みなどの取引を 365日 24時間利用可能になります。預金の内容が知りたい時
でもインターネットにログイン後「通帳」や「残高照会」などのツールからいつでも確認

することができて便利なっています。 
 お金の引き出しについては、ソニー銀行の店舗を設置せず、各種の提携 ATMから引き出
しや預金が利用できる点です。従来の銀行では窓口の受付時間を過ぎてしまうと利用でき

ないことや、わざわざ遠出をして銀行まで足を運ばなくてはいけないことがありました。 
 しかし、ネットバンクを利用することで近くのコンビニエンストアでの利用が可能にな

り利用者にとっては大変便利になってきたのです。 
  
 
６．４ ソニー銀行、顧客満足度で４年連続首位 
 
日本経済新聞社が三大都市圏の個人を対象に実施した第７回日経金融機関ランキング、

顧客満足度部門でソニー銀行が４年連続の首位になった。続いて２位に位置づけたのは

住信 SBIネット銀行で、３位に大手地方銀行の大垣共立銀行がランクした。（2011/01/08
付けの日経新聞） 
三大メガバンクと呼ばれる、みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京 UFJ銀行を抑えて
のランキング首位にランクした。みずほ銀行は８位（昨年１５位）、三井住友銀行は７位

（昨年１０位）、三菱東京 UFJ 銀行は１１位（昨年９位）となっている。ベスト２に入
っているソニー銀行と住信 SBI ネット銀行は両方ともインターネット専業銀行であるこ
とが共通している。またイオン銀行やジャパンネット銀行などもベスト１６位にランク

しており、インターネット銀行の勢いが増していることがわかる。 
   ソニー銀行はインターネット専業銀行でありながら、メガバンクをも凌駕する勢いを持
ち、それに見合うだけの努力と研究をし続けています。今後の展開ではメガバンクと肩を
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並べるくらいの銀行になり、行く末はメガバンクを超えていくインターネット銀行になっ

ていくでしょう。 
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ビス 2010/06/25） 
 
「ネット銀行 安心の新常識」（大学版日経ＢＰ記事検索サービス 2005/11/14 ） 
 
 「ネット銀行」（大学版日経ＢＰ記事検索サービス 2001/12） 
 
「銀行はいかにして作られたか？」 

   （矢沢サイエンスオフィス経済班編. 学習研究社, 2002.） 
 
「エッセンシャル銀行論」 
   （佐野勝次, 上田良光, 市川千秋編著. 中央経済社、2007） 
 
「銀行システム・発展と変容」 
   （舘野敏, 白石渉著. 東洋経済新報社, 1998） 
 
「銀行読本・第２版」 

   （北原道貫編. 東洋経済新報社, 1988(読本シリーズ) 
 
「銀行の知識・第２版」 
   （伊藤忠明著. 日本経済新聞社, 1999(日経文庫:455)）   
   
「銀行」 
   （野崎浩成著. 日本経済新聞社, 2006(日経文庫:1712, 業界研究シリーズ)） 
 
「日本の銀行」 
   （笹島勝人著. 日本経済新聞社, 2005(日経文庫:1075 ; A55)） 
 
「僕たちは銀行を作った。」ソニー銀行インサイド・ストーリー 
   （集英社 十時裕樹著 2001年 7月 10日発行） 
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 「図解動きだした ネット銀行のすべて」 
     （日刊工業新聞社 富士通総研著 2001年 9月 28日発行） 
 
 「インターネットバンキング」 サイト名：（Wikipedia） 

URL  
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%
BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%A
D%E3%83%B3%E3%82%B0） 

 
 「インターネットバンキングの種類と特徴」 サイト名：（ネットバンクランキング） 

URL （http://www.internetbank-hikaku.info/bank/netbank_tokucho.html） 
 
サイト名：（インターネットバンキング） 

URL （http://www.i.hosei.ac.jp/~kishimot/yamazumi.htm） 
 
「ジャパンネット銀行の特徴」 サイト名：（お金の百科事典） 
   URL（ http://homepage3.nifty.com/bom-money/bank/jnb.html） 
 
「ソニー銀行の特徴」 サイト名：（生活知恵袋） 
   URL（http://www.seikatu-cb.com/etc/sonyb.html） 
 
「銀行の歴史」 サイト名：（銀行あれこれ） 

URL（http://bankarekore.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/01/post_5a6e.html） 


