特集 多様性に応えるオリコ

クレジットカードの多様性に応える
東京オリンピック開催に向けて、クレジットカード市場は、決済方法の多様化を伴いながら、
その規模を拡大しています。変化の大きい市場においてこそ、
「豊かな人生の実現」
を常に念頭におき、
お客さまの多様なニーズに応えることが、オリコのクレジット事業の成長の原動力です。

カード推進グループ副担当
執行役員

小原 高之

クレジットカード業界の現状
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控

クレジットカード
ショッピング市場規模

約 1.4 倍

え 、政 府 主 導でキャッシュレス化が 推 進されています。
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済の導入、さらにはこれまでの金融サ ービスと ICT が結
びついた FinTech に代表される新しい決済ソリューショ
ンの登場などが想定されます。このことで 、現在 50 兆円
規模のクレジットカードショッピング市場は、東京オリン
ピック・パラリンピックが開 催される 2020 年には 75 兆
円規模の市場になると言われています。
市場規模の拡大によって、オリコのカード事業も順風満
帆であると言いたいところですが 、現実は戦国時代の様相
を呈しています。顧客向け事業では新規事業者の参入やプ
リペイドカード・デビットカードなどクレジットカード以外
でのショッピング、加盟店向け事業では新規事業者の参入
に加え、加盟店獲得競争による手数料率の低下、訪日外国
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自社調べ
参考：（株）矢野経済研究所「クレジットカードショッピング市場に関する調査結果 2015」
（一社）
日本クレジット協会「クレジット関連統計」
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人のインバウンド対応、さらには FinTech への対応など、
競争が激化しています。カード事業は決して参入障壁が
低い業界ではないのですが 、クレジット会員数や加盟店数

TVCM「オリコカードとApple Payで支払いを すばやく楽しく」公開中
https://youtu.be/T_esU3eSoNk

といった
「数」
がキーとなる事業だけに、ネットビジネス系

派遣しました。現在、最先端で活動する企業の調査は年間

など多くの登録会員数を持つ事業者が参入してきている状

1,000 社を超え、他社との共同事業の検討は 100 社近くに

況です。このような状況の中、市場規模拡大の恩恵をその

上ります。このような活動の成果として、2016 年 10 月か

まま享受できるというシナリオは考えにくく、私たち自身が、

ら日本でも開始されたアップル社による
「 Apple Pay 」の

お客さまへの最適なサービスや革新的なアイディアを常に

ファーストローンチパートナーとなりました。

考え、前進しなければ 、あっという間に淘汰されるという
危機感を持って臨んでいます。

また、ICT の進化は目覚ましく、AI を審査や利用促進、さ
らにはWebサイトやコールセンターなどに活用することで、
多様化するお客さまからのご要望に適切にお応えするこ

成長のカギは「多様性」
戦国時代到来といった現在の状況を踏まえ、中期経営計
画において、クレジットカード事業を
「成長エンジン」
とし

とが可能になると考えています。

本業での社会貢献

て徹底的に取り組むことを決めました。そして、この計画

このようなクレジットカード業界の現状を踏まえてオリ

において、多様化するお客さまの消費生活を一層便利にす

コの今後の成長を考えたとき、私は常にオリコの基本理念

る可能性が非常に高い FinTech への取り組みを重点施策と

に立ち返ります。
「お客さまの豊かな人生の実現」
をカード

しました。

事業を通じて少なからずお手伝いできているなら、私たち

2015 年 10 月、最新情報にアクセスするための海外活動

の事業が意義あるものと考えられます。

を開始し、本場であるシリコンバレー に社員 1 名を派遣し

では、
「豊かな人生の実現」
とは何か。私は 、消費生活を

ました。2016 年 4 月には FinTech 専 門チームを発 足、同

下支えすることと考えています。それは、お客さまの消費

年 10 月にはみずほ銀行サンフランシスコオフィスにも 1 名

生活におけるさまざまなニーズを、いかに便利に、タイム
リー にそしてスムーズに実現するか、すなわち、日々変化
するお客さまの
「こうなったら便利」に、いかに的確にかつ
スピーディに応えていくかということです。これが「豊か
な人生の実現」
という私たちの社会への貢献であり、また、
私たちの成長でもあると考えています。

2016 年 10 月25 日よりApple Pay への対応を開始
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人材の多様性に応える
2016 年 10 月1 日、オリコにダイバーシティ推進室が発足しました。オリコはダイバーシティを推進し、
多様な人材が輝くことで
「強いオリコ」
の実現をめざします。

人事部 ダイバーシティ推進室
室長

オリコのダイバーシティ

白倉 里美

企業活動を行ううえでの課題として、激しく変化するビジ

オリコのダイバーシティ推進体制

ネス環境、多様化する顧客ニーズなどの外的要因に加え、少
子高齢化による人材不足や社員自身の文化的多様化などの

人事部内での連携

内的要因にも、企業は直面しています。このような事業環境
の中、人が財産であるオリコにとって、社員一人ひとりがい
かに輝くかが、中期経営計画の
「人事・風土改革」
の要であり、

人材開発
チーム
キャリア
開発室

「強いオリコ」
を実現するための重要なファクターです。
オリコは女性活躍推進をはじめ、障がい者の雇用や介護

外国人

人権啓発室

支援など、人材に関する多くの活動をこれまでも行ってき
ました。これらの活動をさらに総合的に推進していくため

シニア

人材配置

人事ブロック

ダイバーシティ
推進室

女性活躍推進

LGBT

障がい者雇用

福利厚生

総務・厚生
チーム

には 、専門的に取り組む組織的機能が必要であると考え、
ダイバーシティ推進室が発足しました。
制度設計

ダイバーシティ推進室は「すべての社員が互いを認め、尊
重しあい、一人ひとりが 、持続的に活躍・成長できる企業

人事企画
チーム

風土と働く環境の確立をめざします」をビジョンとして掲
げています。性別や年齢、障がいの有無といった外見だけ
ではなく、性格や価値観・考え方といった内面も尊重し、
日々の業務に活かしていけるようにサポートしていきます。
現在、私を含めて3 名でダイバーシティ推進に関する各種
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ダイバーシティ推進室のビジョン
すべての社員が互いを認め、尊重しあい、一人ひとりが、持続的に活躍・
成長できる企業風土と働く環境の確立をめざします

基本方針
1. 違いを受け入れ、認め、活かすことができる、多様性受容の実現
2. 社員の長期的なキャリア継続を支援するための風土改革・意識醸成
3. 働きがい、働きやすさを実感できる職場環境の実現

女性活躍に関する行動計画
2018 年 3 月31 日までに管理的地位※1 にあたる女性社員を18% 以上
2018 年 3 月31 日までに支店長クラス※2 に占める女性を20 人以上
※1 営業店課長以上に相当 ※2 支店長、副支店長、本社課長

施策の企画・立案などを担当し、具体的な活動は人事部内

管理職の地域ネットワーク
「 Orico Women ʼs Network 」の

で連携して行っています。

充実など、
「さらなる高みへの施策」
を今後も継続して実施し
ていきたいと考えています。

制度の充実よりも理解の浸透を

Orico Women ʼs Network

さまざまな施策の企画や制度の充実もさることながら、
なぜダイバーシティが大切なのかという本質的な理解を浸
透させることが最も重要であると感じています。ダイバーシ
ティ推進室の目下の最大の使命は 、この本質を社内に啓発

同じ立場ならではの
悩みや経験を共有し、

支店の
上司

気軽に相談し合える場

していくことです。オリコにおけるダイバーシティは、社員
がお互いの個性を認めあい、受け入れ、尊重しあうことで、
課長

輝く個性を十分に発揮させることです。輝く個性の集まり
が強いオリコをつくり上げ、将来を切り開くことにつなが
るということを、社員全員に浸透させたいと考えています。

さらなる高みへの施策を継続

近隣支店
の先輩

人事部
サポート役

Orico Women ʼs
Network

オブザーバー

サポート体制

女性活躍推進を加速させるために、以前から人事部にあっ
た女性活躍推進チームの役割をダイバーシティ推進室が引

また、仕事・育児・介護という視点に立てば、女性社員に

き継ぐ形で、各種施策に取り組んでいます。金融関連企業

限らず、男性社員も含めた制度の改善・充実をすることな

の女性比率は他の業界よりも高く、オリコにおいても女性

どが重要になってきます。女性の活躍のためには男性の理

です。女性の活躍を推進
比率は 43.4%（2017 年 3 月時点）

解と協力も必要であると言われますが、そうした幅広い視

するうえで、現在のオリコの各種制度はほぼ整っていると

点で施策を考え、制度を充実させていきたいと考えています。

考えていました。しかし、専門的な視点で取り組んでみると、

さらに、障がい者雇用や LGBT への対応についても、受

改善の余地がたくさんあることに気付きました。
私自身、これまで Webマーケティングの部署で業務を行
いながら、子育てをしてきました。どのようにすれば女性

け入れ体制や職務内容、配属先の検討、配属先への指導、
対応マニュアルの制作など、しっかりとした仕組みづくり
を行っていきます。

が活躍しやすくなり会社がより活性化されるのか、どうすれ

このほかに、2017 年4 月に世界を目指すトップアスリート

ば双方にとって良い結果になるのかについて、仕事と育児を

を2 名採用しました。この採用は、高みを目指して挑戦する

両立した経験を活かしながら、ワーク・ライフ・バランスの

仲間を全社で応援することで、社員同士の絆を強化し一体

問題や子育・介護の両立支援など
「働くためのベースづくり」
、

感を醸成することを目的としています。この2 名のバックアッ

さらには女性のキャリア形成支援のための研修や、女性

プもダイバーシティ推進室の役割の一つです。
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