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第Ⅰ章 序論 

1996 年 11 月 11 日に日本版ビックバンと呼ばれる金融制度改革が進められました。

バブル崩壊以降、景気の回復としてだけではなく、不良債権に苦しむ金融業界を

刺激し、東京の金融市場の活性化を狙い行われた金融制度の改革である金融ビッ

クバン以降、銀行法の一部が改正され、外資系企業、異業種企業の銀行業務の参

入が緩和されるようになり、改正が行われてから今日までにインターネット上で

銀行サービスが利用できるインターネット銀行が数多く設立そして開業した。こ

れらの新形態の銀行の参入が相次いでいる背景には銀行法の改正による規制緩和

の他に、今現在は飽和状態になっているが各家庭のパソコンによるインターネッ

ト普及率の増加、情報技術の発達、インターネット利用による様々な消費者の資

金決済方式の多様化によるものであると考えます。 

インターネット白書 2004 によると、家庭からのブロードバンド利用者数 2,000

万人突破。インターネット利用世帯の 48.1％がブロードバンド接続であり、日本

のインターネット人口は 2003 年 12 月末で 6,000 万人を超え、2004 年 2 月調査時

点で 6,284 万 4 千人になりました。2003 年 2 月調査と比較して 639 万人増(＋

11.3%）と新規インターネット利用者数の伸びは鈍化しており、2004 年 12 月末で

は 6,700 万人となる見通しです。インターネット世帯浸透率（利用場所、接続機

器を問わずインターネット利用者がいる世帯の比率）は 78.1％となり、昨年の

73.0％から 5.1 ポイント増加しています。 

 また、インターネット世帯普及率（「勤務先／学校のみ」「携帯電話／PHS のみ」

を除き、自宅の機器でのインターネット利用者がいる世帯の比率）は今回初めて

50%を超え、52.1％となりました。 

そして、パソコンからのインターネットの利用用途に関する郵送アンケート調査

結果では、電子メールの送受信やホームページ上の情報検索との回答が主体(約 8

割)となっているが、音楽・動画配信やインターネットショッピングの利用の回答

比率も 3 割程度に達し、インターネットの利用用途として定着しつつあると考え

られます。インターネットの急速な普及とともにインターネットの利用方法が多

様化しつつあります。その時代背景を背負い現在に至るインターネット銀行の開

業が増していきました。開業された多くのインターネット銀行はある大手都市銀
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行や地方銀行による既存の銀行がインターネット上に支店をおくというインター

ネットの支店銀行の営業として開業したものがほとんどです。しかし、既存銀行

のインターネット上の支店銀行経営ではない、インターネット上でのみ銀行サー

ビスを専業で行う銀行も開業している。このインターナット上の銀行は法律の改

正で異業種参入が緩和になったことにより、開業した銀行であり、インターネッ

ト専業銀行とインターネット支店銀行の違いがあります。 

第Ⅱ章 インターネット銀行の仕組み 

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、入出金照会、口

座振込み、振替えなどのサービスを提供する銀行の事。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」、「専業銀行」の 2 つに分類でき、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あり、イン

ターネット専業銀行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。 

●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

行としてサービスを開始した銀行である。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になり、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は次のとおりである。 

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（東京三菱銀行） 

スルガ銀行ソフトバンク支店（スルガ銀行） 
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●インターネット専業銀行 

 本来銀行業を営まない異業種参入の銀行であり、支店銀行を営業せず、預金以

外、振込予約、残高照会といった銀行取引をインターネットエクスプローラ、ネ

ットスケープ等の Web ブラウザで利用できるインターネット上のみ営業を行う銀

行である。サービスについては、振込予約、残高照会以外には各インターネット

専業銀行の提供するサービスはまちまちだが、カードローンや、定期預金等があ

る。このインターネット専業銀行の利点としては利用手数料の安さ、既存銀行と

比べ、金利が少し高く設定されているということである。また、同じインターネ

ット専業銀行の振込予約の利用は営業時間関係なく 24 時間利用可能であり、又、

既存銀行と比べ、手数料が 0 円もしくは、52 円と安いのが特徴である。 

インターネット専業銀行の主な銀行は次のとおりである。 

ジャパンネット銀行（主な出資：三井住友銀行、富士通株式会社、日本生命保険

相互会社等） 

アイワイバンク銀行（主な出資：イトーヨーカ堂） 

ソニー銀行（主な出資：ソニー） 

イーバンク銀行（主な出資：Turquoise International Finance Limited、大和生

命保険、ヤフー等） 

インターネット専業銀行比較 

銀行名 設立 資本金 主要株主 事業の特徴 

ジャパンネッ

ト銀行 

2000 年 9

月 

200 億

円 

三井住友銀行

富士通等 

日本発のインターネット

専業銀行、普通、定期預

金、カードローン等を取

り扱う 

アイワイバン

ク銀行 

2001 年 4

月 

610 億

円 

イトーヨーカ

堂 

セブンイレブン設置の ATM

に通じて、預金の入出金、

資本の決済を取り行う 

ソニー銀行 
2001 年 4

月 

187 億

円 
ソニー 

普通、定期預金、カード

ローン、投信を取り扱う 
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イーバンク銀

行 

2001 年 1

月 

223 億

円 

TIFL 

大和生命保険
小口決済業務に特化 

 

「E コマースサイトの評価ランキング」というサイトでオンラインバンクとネッ

ト専業銀行のランキングと評価をしている。これによると、オンラインバンクは

三井住友銀行が 1 位で、ネット専業銀行は、ジャパンネット銀行であった。 

一位の理由は、三井住友銀行のウェブサイトはサイトの使い勝手に手を加えてき

ている。サイト全体でも色々な部分で使い勝手やコンテンツのブラッシュアップ

がおこなわれている。ログイン後の振込取引画面においては、振込先の最終確認

画面で内容の修正作業を効率的におこなえるようにもなっています。従来にはな

い新しいタイプのポイント制・普通預金「One’s plus」の提供を開始した。同預

金口座は、ポイント制により様々な優遇がつく。預金・ローン・投資信託等の取

引に応じてポイントがたまったり、ATM 時間外手数料が無料になったり、ポイン

トを利用することで振込手数料が最大 3 割引になる。通常の口座を同ポイント制

の預金口座に変更したい場合、オンライン取引画面内で申込手続がおこなえると

ころも便利である。通帳についても通常の通帳発行と Web 通帳の選択ができ、Web

通帳の場合最大 13 か月分の履歴を閲覧可能。インターネット相談機能も充実して

ます。ログイン後取引画面でのローン相談機能も優れているが、オンラインバン

ク取引を申込んでいない人でも、同行の口座を持っている顧客であれば、口座番

号とキャッシュカードの暗証番号を入力すれば、インターネット相談ができるフ

ォームもパブリックページに設置されており、気軽に相談することが可能であり、

こういった他社との差別化を図っています。 

 

2.各インターネット銀行の特徴 

店舗や窓口が実在しない分、営業関連のコストが下げられ、振り込み手数料、貯

金・ローンの金利、決済の自由度などにメリットがあるのが特徴です。公共料金

の引き落としが利用できる銀行や、外貨預金・住宅ローンが有利な銀行、インタ

ーネットの決済に特化した銀行など、インターネット専業銀行にも色々と特徴が

あります。 



卒業論文 
A1P21128 手島雄司 

7 

2-1.イーバンク銀行 

■イーバンク銀行の特徴 

 『イーバンク銀行』は、2001/07 に開業した日本初のインターネット決済に特

化したネットバンクです。『送金手数料無料』『口座開設簡単』『セキュリティ保障

つき』『口座維持手数料無料』『モバイルバンキング OK(ｉモード・J-スカイ・

EZweb)』というとても便利な銀行です。オークションやショッピング、ゲームコ

ンテンツ等の決済に利用できます。イーバンクの特徴は、日本初のメール送金サ

ービス「メルマネ」があることです。相手の口座番号を知らなくても、「メールア

ドレス」と「名前」だけで送金ができます。Yahoo! Japan、楽天を初めとして 2, 

000 以上のショッピングサイトと提携しています。 

■イーバンク銀行の金利・手数料について 

 手数料についてですが、自分のイーバンク銀行口座へ入金する場合の手数料が、

毎月 1 回目のまでキャッシュバックされます。つまり、実質月 1 回までは入金手

数料が無料ということです。そして、イーバンクへの振り込みにあさひ銀行のネ

ットバンキング「あさひダイレクト」を使うと、振込手数料をキャッシュバック。

しかも、イーバンクからあさひ銀行への出金は無料です。最近、口座開設後に自

分の郵便貯金口座(ゆうちょ)を登録しておく事で、ゆうちょから入金・出金でき

る。その際の手数料は下記の通りです。 

入金：無料  出金：100 円 

他の銀行への振込手数料が金額に関わらず一律 250 円というのも、イーバンク銀

行の特典です。大きな金額を振込む場合には、イーバンク銀行を利用すべきであ

る。他の銀行よりも安い料金で振込みをすることができます。 

■イーバンクカードを使えば、ATM 利用料が月 5 回まで無料 

イーバンクカードは、郵便局、アイワイバンク銀行 ATM(全国セブンイレブンに設

置)で使用できるキャッシュカードです。発行料や年会費は一切無料で、クレジッ

トカード機能が付いています。イーバンクカードは、日本信販と提携しているの

で､日本国内 123 万店の NICOS カード加盟店、および、2,948 万店の国内外の VISA

加盟店で利用する事ができます。そして、NICOS カードの様々な特典も受けられ

ます。 
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さらに、月 5 回までイーバンク口座の入金・引出が無料になります。ただし、6

回目以降の利用は、1 回毎に 200 円(税別)の利用料が必要となるので、パソコン

や携帯から自分の郵便貯金口座に振込をしてからお金を引き出した方が有利で、

なお、イーバンクカードの利用開始日は下記のようになっています。セブンイレ

ブンに設置してあるアイワイバンクの ATM を使えば 24 時間引出が可能ですし、ク

レジットカード機能も備えているのでとても役立ちます。 

■イーバンク銀行の定期預金で安全に資産運用 

定期預金はかなりの高金利です。0.35%(1 年)0.45%(3 年)インターネット決済に特

化した銀行から、貯蓄にも使える銀行に変化していくと思います。 

お預入金額・お預入単位 ： 10 万円を一口とし、一口単位で受付けます。 

お預入限度額      ： お預入金額に上限はありません。 

お預入期間       ： 1 年、3 年 

適用金利 1 年      ： 0.30%(固定金利) 

適用金利 3 年      ： 0.40%(固定金利) 

お預入金額・お預入単位 ： 100 万円を一口とし、一口単位で受付けます。 

お預入限度額      ： お預入金額に上限はありません。 

お預入期間       ： 1 年、3 年 

適用金利 1 年      ： 0.35%(固定金利) 

適用金利 3 年      ： 0.45%(固定金利) 

■イーバンク銀行の口座開設の仕方 

口座開設は下のように簡単にできます。 

①インターネットで名前などを登録する 

②その登録した情報が書き込まれた口座開設書が送られてくるので、そこに印鑑

を押して、身分証明のコピーを一緒に送られてきた返信用封筒に入れて送る 

③後日郵送されてきた封書の指示に従い、インターネットでパスワードなどの設

定を行います。 
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2-2 ジャパンネット銀行 

■ジャパンネット銀行の特徴 

『ジャパンネット銀行』は、2000 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ネットバンクです。公共料金の引き落とし

や、給与の振込もほとんどの企業・地域で利用できます。なので、普通の銀行と

同じ感覚で利用できる銀行です。 

他のネットバンクと同じようにネット専業銀行としての強みも備えています。例

えば、残高や振込回数によって ATM の利用料が無料になるサービスや、Yahoo!オ

ークションを初めとする多くのネットオークションのオフィシャルバンクとして

決済にも便利です。現在は、携帯電話 i-mode(NTT ドコモ) J-sky(J-PHONE)、

EZweb(au)が金額にかかわらず振込手数料 10 円です。 

また、口座維持手数料 105 円(税込)については、下記条件の中のどれか 1 つでも

満たせば無料になります。一番簡単な方法としては、10 万円以上を口座に入れて

おけば、口座維持手数料は無料となります。 

■前月中の預金平均残高(普通預金＋定期預金) ： 10 万円以上 

■前月中の口座への振込入金金額の合計    ： 3 万円以上の場合  

■前月中の口座への振込入金回数       ： 2 回以上の場合  

■前月中の口座からの振込利用回数      ： 2 回以上の場合  

■カードローンまたは目的型ローン      ： 前月中に契約有り  

 

■ジャパンネット銀行の各種ローンについて 

また、各種ローンが利用できるのもジャパンネット銀行の特徴の一つです。借入

額が決まっている目的別ローンと、枠内で借入額は自由に決められるカードロー

ンがあります。カードローンの場合だと、最短の審査時間はたったの 30 分で、審

査結果をメールで送信してくれます。普通の銀行だと、審査に一週間以上かかる

ことを考えると、かなりの短い時間で済むことが分かると思います。また、金利

も下記のように消費者金融などと比べると、かなり低くなっています。 

また、現在他の消費者金融などから借り入れをされている方は、ジャパンネット

銀行のキャッシングに借り換えを検討されてみてはどうでしょうか。『借り入れお
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まとめローン』は、利用限度額が最高 300 万円な上に、実質年率 15.0%とかなり

低くなっています。しかも、今までの利用実績等に関わらず、融資枠を限界まで

利用でき、もちろん即日振り込みも可能です。複数のローンをまとめて、借り換

えをする。結果、低金利ローンとなるので、借り換えはお得です。さらに、借り

換えで支払いの方も一本化できて、ローン返済も簡単になります。 

■カードローンの金利 

10 万円 ～ 20 万円 ： 13.5%  

30 万円 ～ 40 万円 ： 12.5%  

50 万円 ～      ： 10.5%  

■目的別ローンの金利(利用限度額：100 万円) 

教育・自己啓発・資格取得/自宅改築・修繕 ： 13%～16% 

自動車（新車・中古車）          ： 13.5%～16.5% 

オートバイ、旅行、結婚、引越、医療、葬儀、墓石、不動産、車検・メンテナン

ス、楽器、パソコン関連、カメラ、電気機器、家財道具 ： 13%～17%  

借り入れおまとめ ： 15.0%  

フリーローン     ： 18% 

■ジャパンネット銀行の『クラブオフ』について 

また、ジャパンネット銀行には『クラブオフ』という、特典サービスを提供して

います。特典の内容は、ジャパンネット銀行と提携している宿泊・海外旅行・ス

ポーツクラブの料金が割引されたり、引越し料金の割引やリフォームに関するサ

ービスも受けられたりします。受けられるサービスの種類がとても豊富な上に、

クラブオフの特典を受けるためには、口座に 10 万円以上預けておけばよいだけな

ので、とてもお得なサービスだと思います。 

詳細→『クラブオフ Web サイト』 
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2-3 新生銀行 

■新生銀行の特徴 

口座維持手数料、ATM 利用料、他の銀行へのネット振込手数料が無料。という銀

行です。 

■インターネットで振り込めば、すべての銀行口座の振込手数料が無料インター

ネット経由で振込みを行えば、全国どこの銀行への振込みも手数料は 0 円です(厳

密に言うと、振込手数料が全てキャッシュバックされる)。金額に関わらず。ただ

し、銀行営業日の 14：30 以降、または銀行休業日に振り込みの手続きをした場合

は、翌営業日の振込みになり、また、モバイルには対応していないので、携帯電

話や PDA などの携帯端末からの利用はできないようになっています。 

■ATM の利用は 24 時間 365 日無料 

新生銀行 ATM、セブン-イレブン等にあるアイワイバンク銀行 ATM なら、24 時間

365 日いつでも手数料無料で引出しができます。さらに、ゆうちょ・全都市銀行(東

京三菱・みずほ・UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな)・信託銀行 5 行(中央三井・

三菱・住友・みずほ・UFJ)・あおぞら銀行・商工中金の ATM を利用した場合でも、

1 ヵ月分をまとめて、翌月初旬に自分の新生銀行口座に手数料がキャッシュバッ

クされる仕組みなので、実質、無料です。 

そして、新生銀行 ATM、セブン-イレブン等にあるアイワイバンク銀行 ATM、ゆう

ちょから、新生銀行の自分の口座へ入金をする場合も手数料が無料です。ただし、

上で紹介した全都市銀行・信託銀行・あおぞら銀行・商工中金からは、新生銀行

口座へ入金をすることはできません。 

■住宅ローン。繰り上げ返済手数料 0 円、保証料 0 円、保証事務手数料 0 円。 

新生銀行のホームページ上で、数字を入力していくだけで、自分が住宅ローンを

いくら借り入れできるかが簡単にチェックできます。また、借入期間中、変動金

利と固定金利を自由に選べます。さらに、現在利用している住宅ローンからの借

り換えにも対応しているという、至れり尽くせりの住宅ローンです。1 年：固定

0.95％、5 年：固定 1.50％で住宅ローンを利用できます。 

口座開設の方法ですが、インターネット上で個人情報を入力し、後日、新生銀行

から送付される口座開設申込書に書込みをし、本人確認書類を返信用封筒に入れ
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てポストにいれます。後は、新生銀行からキャッシュカード等が送られてくれば

利用できるようになります。  

2-4 ソニー銀行 

■ソニー銀行の特徴 

『ソニー銀行』は、2001 年 06 月に開業した資産運用に使えるネットバンクです。

ご存知の通り、プレイステーション 2 などで有名なソニー株式会社が出資してい

ます。他の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、ど

こか資産運用向きの銀行というところが特徴的です。 

■サービス利用手数料について 

サービス利用手数料については、ソニー銀行内と提携先 ATM による振込手数料が

違っています。 

■インターネットでの振込 ［ソニーバンク内］：0 円［他の銀行あて］： 210 円    

■提携先 ATM による振込［お預け入れ］      ：0 円［お引き出し］ ： 105 円 

※1 引出手数料は月 4 回まで無料。  

※2 キャッシュカードを使って振込みをする場合、「ATM 利用手数料」のほか、三

井住友銀行所定の「振込手数料」が必要となります。 

※3 郵便局の ATM からキャッシュカードを使っての振込はできません。 

■資産運用に適したサービスを提供 

ソニー銀行では、資産運用に使える「MONEYKit」「MONEYKit-PostPet」というサー

ビスを提供しています。どちらも簡単に言うと『資産運用の便利な道具』です。

MONEYKit-PostPet の方は、ポストペットの可愛いキャラクター達が資産運用を応

援してくれます。普段なら銀行の窓口まで行き資産運用の相談をするものですが、

これらのサービスを利用する事で、自宅にいならが簡単に自分の現在の資産状況

を確認＆診断することが出来るようになっています。 

■定期預金の金利が高め、外貨預金・住宅ローンも利用できる 

ソニー銀行は、円・ドル共に定期預金の金利が高めになっています。また、通常、

為替手数料がドルでは 1 円というのが一般的なのに、ソニー銀行では 25 銭と 4

分の 1 の為替手数料で済むようになっています。ちなみに為替手数料とは、円→

ドル、ドル→円に変える時に掛かる料金です。 
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円定期預金金利  ： 0.27% 

ドル定期預金金利： 1.09805% 

また、ソニー銀行はインターネット専業銀行の中で唯一、住宅ローンを利用する

事が出来ます。住宅ローンの相談、申し込み～融資までをインターネット上で行

うことができるので、わざわざ銀行の窓口に行く必要はありません。また、変動

金利型の場合、繰上げ返済は 1 万円からいつでも手数料なしで、何度でも利用す

る事ができます(参考：住宅金融公庫・財形住宅融資：手数料 5,250 円)。そして、

変動型から固定金利型への変更も無料でできる住宅ローンです。 

住宅ローンの金利は下記の三種類から選択することができます。一般的に住宅ロ

ーンは手続きが面倒な上に時間が掛かるものですが、ソニー銀行の場合はかなり

自由度が高くなっています。 

1.変動金利 

2.固定金利 2 年・3 年・5 年・7 年・10 年 

3.上限付き変動金利 5 年・10 年 

■カードローンの金利も低い 

ソニー銀行のカードローンは、他の消費者金融に比べると金利が低くなっていま

す。また、原則 365 日 24 時間サービスサイトから自由に借り入れ、返済ができる

ようになっています。もしくは、提携 ATM(三井住友銀行、コンビニの am/pm、フ

ァミリーマート、郵便局)から直接借りる事もできるようになっていて、利便性は

かなり高いと思います。 

各銀行の比較 

 イーバンク銀行 ジャパンネット

銀行 

新生銀行 ソニー銀行 

口座維持手数料 無料 105 円(条件によ

り無料) 

無料 無料 

振込み手数料（同

支店宛 3 万未満） 

無料 52 円 無料 無料 

振込み手数料（同

支店宛 3 万以上） 

無料 52 円 無料 無料 



卒業論文 
A1P21128 手島雄司 

14 

振込み手数料（多

行宛 3 万未満） 

250 円 168 円 無料 210 円 

振込み手数料（多

行宛 3 万以上） 

250 円 262 円 無料 210 円 

引出手数料（銀

行） 

250 円(あさひ銀

行は無料) 

157 円(条件によ

り無料) 

無料 105 円(月 4 回ま

で無料) 

引出手数料（ゆ

うちょ） 

100 円 105 円 無料  

円普通預金金利 0.1% 0.05% 0.001% 0.05% 

円定期預金金利 0.35%(1 年) 

0.45%(3 年) 

0.1% 0.03%(1 年) 

0.1%(5 年) 

0.27% 

 

外貨預金 × × ○ ○ 

投資信託 × × ○ ○ 

公共料金の引き

落とし 

× ○ × × 

ローン ○ 目的別ローン・

カードローン 

住宅ローン 住宅・目的別ロ

ーン・ 

カードローン 

 

提携 ATM 

セブンイレブン

ATM・ゆうちょ ATM

三井住友銀行・

am/pm・ファミリー

マート・ゆうちょ

新生銀行 ATM 

・セブンイレブ

ン・ゆうちょ・全

am/pm・ゆうちょ

特徴 

日本初のメー

ル送金サービ

ス「メルマネ」

モバイルバンキン

グ 

口座維持手数料、

ATM 利用料、他の

銀行へのネット振

込手数料が無料。 

外貨預金や住

宅ローンも扱

っている 

（出所：各銀行ホームページを参考に作成） 
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3. コンビニエンスストア設置の ATM 

 現在、セブンイレブンや am/pm をはじめとするコンビニエンスストアに ATM が

設置されているまた、その ATM は各銀行とのサービス提携と共にインターネット

銀行とのサービス提携もしている。コンビニエンスストア設置 ATM の機能につい

ては、今はまだ万能とはいいがたいのである。各コンビニエンスストア ATM のサ

ービス提携がグループ企業銀行しか利用ができない事や、現在あるコンビニエン

スストアの全店舗に ATM が設置されているわけではない事である。都市部中心で

営業するコンビニエンスストア ATM の設置率が高いが、都市部以外のコンビニエ

ンスストア ATM の設置率はまだまだ低いと言えます。 

 

各コンビニ ATM と銀行の関係 

セブンイレブン設置のアイワイバンク銀行の ATM については、そのままアイワイ

バンク銀行利用者が利用可能である。ローソン ATM ネットワークスの ATM は三井

住友、東京三菱、三和銀行（現：UFJ 銀行）と提携があるがインターネット専業

銀行との提携はないようである。ファミリーマート、サンクス等のコンビニ設置

のイーネットの ATM は三井住友、東京三菱銀行との提携がありインターネット専

業銀行ではジャパンネット銀行の提携がある。am/pm 設置のアットバンクは三井

住友銀行の設置でジャパンネット銀行の口座所有者が利用可能であります。 

 

各コンビニエンスストアの ATM の設置関係 

 

ATM サービスの名称 設置コンビニエンス

トア

ATM 設置台数 

アイワイバンク銀行 セブンイレブン 9641 台（平成 16 年 12 月） 

ローソン ATM ネット

ワークス 

ローソン 2746 台（平成 15 年 4

月） 

イーネット ファミリーマート 

サ プ

4777 台（平成 15 年 4 月） 

@BANK Am/pm 1200 台（平成 15 年 4 月） 
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こういったコンビニエンスストアの ATM 設置が進んでいる背景には、既存の銀行

サイドにおける、ATM 運営のアウトソースや顧客サービスの充実といったニーズ

の存在があるだろう。ただし現在「共同 ATM 運営会社」（ローソンが三菱商事、富

士銀行、東京三菱銀行、UFJ 銀行、三井住友銀行と共同でローソン店舗における

共同利用型 ATM の設置、管理、運用の受託を目的とする為に設立した共同 ATM 運

営会社「株式会社ローソン ATM ネットワークス」の事）等と提携している銀行の

大半は、コンビニエンスストアの共同 ATM を自行 ATM の代替と位置付けるのでは

なく、むしろ顧客サービス拡大の一環として、自行 ATM を減少させないケースが

多いとみられる。セブンイレブンが行っている公共料金や通信販売代金などの代

金収納サービスは、利用件数、金額とも毎年伸びており、利用者の資金決済方式

の多様化も、コンビニエンスストアの ATM 増加要因の一つになっていると思われ

る。ジャパンネット銀行はアイワイバンク銀行と 2005 年 4 月に提携し ATM 設置

地域や設置店舗を拡大していっています。  

ジャパンネット銀行の提携 ATM 網  

三井住友銀行 約 5800 台 

am/pm 約 1200 台 

イーネット 約 5000 台 
2004 年 6 月時点 

郵便局 約 25000 台 

2005 年 4 月時点 アイワイバンク銀行 約 9638 台 

 合計 約 46638 台 

第Ⅲ章 ジャパンネット銀行の現状 

1. ジャパンネット銀行の開業 

改正された銀行法第 4 条により、営業の免許を取得し、さくら銀行、住友銀行（現、

三井住友銀行）をはじめとし、富士通、日本生命、東京電力、三井物産、NTT ド

コモ・NTT 東日本（下記の表では東日本電話株式会社として示している）という、

三井住友銀行のグループを中心とし、多くの企業の出資により、2000 年 10 月よ

り、設立された日本初のインターネット専業銀行であります。三井住友銀行が合

併前の各株主の持ち株数は表を参照とし、2000 年 4 月三井住友銀行合併後の各株

主の持ち株数は下記表を参照とする。合併の結果として 60％近くを持株として三
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井住友銀行が所有する、合併前であってもさくら銀行が 50％持株を所有すること

になっている。これは完全な異業種参入銀行とは言えないのは確かである。そう

なると異業種参入による銀行の第 1 号はイトーヨーカ堂グループのアイワイバン

ク銀行となる。しかしジャパンネット銀行としては“日本初のインターネット専

業銀行”をかかげているので異業種参入ではないが、インターネット専業である

事が重要なのかもしれません。 

表  株主表-合併前 

株主名 所有株式数 持株比率（％） 

株式会社さくら銀 200,000 50 

富士通株式会社 40,000 10 

株式会社住友銀行 40,000 10 

日本生命保険相互 40,000 10 

東京電力株式会社 20,000 5 

三井物産株式会社 20,000 5 

株式会社 NTT ドコ 20,000 5 

東日本電信電話株 20,000 5 

（出所：「ジャパンネット銀行」“ディスクロージャー”ページを基に作成） 

表 4 株主表-合併後 

株主名 所有株式数 持株比率（％） 

株式会社三井住友 228,000 57 

富士通株式会社 40,000 10 

株式会社住友銀行 40,000 10 

日本生命保険相互 40,000 10 

東京電力株式会社 20,000 5 

三井物産株式会社 20,000 5 

株式会社 NTT ドコ 20,000 5 

東日本電信電話株 20,000 5 

三井住友海上火災 4,000 1 

三井生命保険相互 4,000 1 

住友生命保険相互 4,000 1 

（出所：ジャパンネット銀行“当社の概要”ページを基に作成） 
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本人認証の方法として「クレジットカード番号の登録」とジャパンネット銀行等

の「インターネット銀行による登録」の２種類方法があります。 

契約からサービスの利用まで申込み用紙を取り寄せ記入し、免許書か保険書のコ

ピーを送付した後に口座開設となりジャパンネット銀行のキャッシュカードが届

く。利用できる ATM、三井住友銀行の ATM もしくは、コンビニエンスストアの am/pm 

店内にある ATM サービス「@BANK」や、同じくコンビニエンスストアのファミリ

ーマート、サンクス、ミニストップ等に設置されている ATM サービス「イーネッ

ト」で預金した後に、i モード（10 円振込）、パソコンで 24 時間制限されずに

利用が可能になる。その時ログインし利用する際に入力するパスワードや取引情

報などの個人情報は暗号技術 SSL128bit セキュリティで保護されています。パソ

コン利用環境は Macintosh、 Windows の Web ブラウザは Microsoft Internet 

Explorer 5.0 以上または Netscape Communicator 4.7 以上の対応で、ブラウザ

の設定に関しては Java script 有効の状態で動作します。また振込時にはキャッ

シュカードと同時に利用者に配布された ID カードに記入された ID コードとい

われる 16 桁の数字が記入されており、その 16 桁の数字の中からランダムに選ば

れた 4 個の数字の入力を必要とするので、第 3 者にログインパスワードが知られ

た場合でも簡単には振込等のサービス利用がされ難い仕組みです。さらには、振

込や入金等取引があった場合は申し込みの際に記入した、E メールアドレスに取

引が行われたというメールの通知が届けられる。また、登録しておいたメールア

ドレス１つだけの登録のみではなく、複数のメールアドレスの登録も可能です。 
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図  ログイン画面 

 

 

図 振込画面 1 
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図 振込画面 2 

 

 

図 振込画面 3 

 

図 振込画面 4 
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（出所：ジャパンネット銀行ホームページ“振込”ページより） 
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第Ⅳ章 まとめ 

1. ジャパンネット銀行サービス利用上での長所、短所 

利用者としての長所、短所を箇条書きで挙げてみる。 

l 長所 

・ 24 時間振込ができる。 

同じジャパンネット銀行宛なら振込後すぐに振込まれる事になり、まさに時間制

限のない振込が可能になる。 

・ 振込予約のキャンセルが可能である。 

振込予約は予約指定日の 1 日前までキャンセルが可能である。 

・ 振込手数料が安い。 

同行宛の振込手数料が 52 円、他行宛の振込手数料は 168 円であり、携帯電話 NTT 

ドコモの i モードから同行宛振込は 10 円と振込の低料金化を実現している。 

・ 提携 ATM からによる入金（預金）の手数料はかからない。 

・ 提携 ATM からの引出しも手数料はかからない。 

l 短所 

・ 預金や引き出しする場合の ATM 利用について 

口座預金と現金の引き出し関しては ATM を利用しなければならないので、預金、

引出しに関して利用者は制約されることになる。 

・口座維持手数料が必要である。 

「2001 年の 40 万口座突破」に伴って、口座維持手数料の大幅値下げで 105 円と

なったが、口座を維持するのに手数料が必要なのは変わらない。 

・ インターネット上利用での不安 

インターネット上でお金の行き来をくり返すので、セキュリティで守られた利用 

環境だとしても、利用者としては不安が否めないと考えられる。以上よりインタ

ーネット銀行の振込時間制限を受けないという最大の長所が、預金やお金引出す

ATM を利用する部分で結局時間制限を受けてしまう短所に繋がってしまう事が私

にとって一番致命的であるように感じました。 
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2. ジャパンネット銀行 今後の展望 

今後の展開としては、インターネット上のバナー広告のアクセス数の低迷などが

あるので、インターネット上の広告以外での広告活動で、ジャパンネット銀行の

ブランド戦略というネームバリューの浸透が重要な課題だと私は考えます。この

提携銀行 ATM さえ地方設置の少なさを補うために拡大することが早急に手をう

つべき点である。もしコンビニエンスストアの企業グループ関係なく ATM の利用

が可能になる事になれば、利用者として預金、引き出しの自由度が増し、よりイ

ンターネット銀行の利便性がさらに向上することになるだろう。 

しかしこのコンビニエンスストア ATM 利用の自由化が現実になれば、提携銀行の

ATM 設置をするような場所がなくてもコンビニエンスストアさえあれば設置でき

るのだから、最も簡単に ATM 設置を増やす事になると考えられる。企業グループ

関係なくどの銀行でも利用可能コンビニエンスストア ATM の設立が難しい問題

になるであろう。ATM 問題が解決したとしても、インターネット支店銀行もイン

ターネット専業銀行も結局のところ現段階では、利用者側のメリットという点に

関しては、金利の優遇、低手数料でサービスの利用ができる事が最大の魅力とな

っているが、金利で差別化できる期間はそうは長くありません。 

ネットショッピングやコンビニ ATM との連携を含めていかに顧客にとって利便

性を提供できるかが重要であり、インターネット上のみ利点をいかし従来銀行と

インターネット専業銀行の差別化を期待すべきだと考えます。また、インターネ

ット専業銀行のインターネット上以外での認知度が低い事が大きな問題です。や

はり企業戦略で展開によりどれだけ既存の銀行やインターネット支店銀行との差

別化が行えているかになると私は思います。結論としてはまだインターネット支

店銀行とインターネット専業銀行の差別化は現時点ではハッキリとした区別はな

い。区別をつけるならオンラインショッピング決済が行える、ジャパンネット銀

行はインターネット専業銀行としてインターネット上で利用する決済方法の一つ

として特化しているという事は言えます。インターネット専業銀行である利点が

金利と利用環境しか打ち出せていない。早急にインターネット専業銀行の特徴と

インターネット支店銀行との境界線をあらわにするべきなのだが、現在のように

ただ闇雲にオンラインショッピングとの提携の拡大だけを行っていくのは大きな
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問題です。インターネット上利用においての利便性は確かなものであるので、こ

のままインターネット専業銀行各社が倒れない事が望ましいが、現在考察できる

インターネット専業銀行の位置付けは不安定なものであり、インターネット支店

銀行の区別もあまりなく、既存銀行である大手都市銀行の銀行口座を所有した上

で、メインバンクではない二つ目の銀行口座としてインターネット専業銀行を利

用するといった位置付けになる。今後の展望としてジャパンネット銀行に限らず

インターネット銀行が発展するには、より明確なブランド戦略や他の銀行との手

数料以外での差別化を早く打ち出すべきであるという事が結論になります。 
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