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ここ数十年で、最も深刻な混乱に直面しているリテール
バンキング業界 

銀行業界では、顧客ニーズの変化やデジタル

ネイティブ世代によってウェブサービスが生

まれ、従来の銀行の仕組みに対抗するため

に、確立済みのモデルを変え始めています。

徐々に変化がみられるようになってから数年

後に、急速なデジタル化とデータドリブン化

が進んだため、銀行はオペレーション業務の

見直しをする必要性に迫られています。つま

り、常に顧客が情報とリソースへアクセスで

きることを期待しています。

このことは、現在の経済や社会的要因がコロ

ナウイルスの影響を受けるかなり前から明ら

かになっていました。実際、デジタル化した

より良い顧客体験の必要性は、家にいる消費

者、銀行支店へ訪れる顧客数の減少、自宅待

機や解雇により不安定な財政状況に陥ってい

る人々により、具体化かつ加速しています。

つまり、お金に簡単にアクセスできることが

必要不可欠になっています。

コールセンターの負担は増えており、銀行は

デジタルサービスの需要に応えることができ

ず、顧客満足度は下落しています。
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社員を雇うとコストがかかったり、トレ 

ーニングやオンボーディングに時間がかか

るため、コールセンターの場所やこれらの要

因の組み合わせによっては、実用的とはいえ

ません。 

その結果、多くのリテールバンクでは、カ

スタマーケアやコールセンターの運営を促

進するために、今まで以上にテクノロジー

に依存しています。特に、銀行の顧客と直

接やり取りができ、ファーストタッチでの

対応、問題の解決、取引の実行、また必要

に応じて人へ段階的に提案ができる対話型

AIアシスタントが挙げられます。リテール

バンクは、顧客の待ち時間の縮小、銀行業

務の改善、全体的な顧客経験の向上のため

の重要な手段として、このようなデジタル

レイバーに期待しています。

本紙では、デジタルバンキングが数年間でどの

ように進化しているか、テクノロジーとAIが担

う役割について述べています。また今日の仕事

や今後において、デジタルバンキングが顧客

サービスを維持したり改善する場合に、特に対

話型AIエージェントがどのくらい重要であるか

について、述べています。
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デジタルバンキングの現状 

リテールバンキングでの消費者関係は、そ

れほど強くはありませんが、マッキンゼー

がミレニアル世代を対象に行った2017年の

調査によると、今日主要といわれている10

の銀行のうち、4つの銀行について親近感

を持っていないことが明らかになりまし

た。このことは、2007年に始まった金融

危機とつながっているかもしれません。

この調査から数年が経過していますが、

今日の世代は、依然として学生ローンや

個人での借金が増えていることから、不

信感が高まり、若い顧客が持つリテール

バンクへの信頼性が損なわれています。

その結果、今日のオンラインでの取引を

好む顧客は、小切手、銀行の支店、ATMを

利用するよりも、クラウドファウンディ

ング、仮想通貨、オンライン決済アプリ

と個人の資金を紐づけています。

フィンテック企業やスタートアップ企業

の増加により、全ての業界で競争が激化

しています。このような背景において、

顧客ロイヤリティや顧客維持は、成功す

るために不可欠な条件になり、リテール

バンクがビジネスモデルを迅速に変革す

ることが重要になっています。マッキン

ゼーの調査によると、顧客満足度の高い

顧客は、ただ満足している顧客と比べ

て、既存の銀行で新規口座や商品を利用

する可能性が2.5倍高いことが分かってい

ます。1

銀行では、影響力の高い金融商品を優先

し、一から商品を組織的に再設計するこ

とがカギとなります。そのプロセスに

は、3、4ヶ月必要ですが、顧客満足度が

最低でも15〜20%上昇するといわれていま

す。2 顧客体験の質を犠牲にするコスト削

減策は、資産を増やすための代替案を持

つ顧客から過剰な反発を得ることになり

ます。
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また、コンプライアンス規制の進展に関連

する実行費用や、コスト負担のような継続

的な負担もあります。

これらの競争圧力が重なることで、現状に

おける重大な脅威となっています。 

このような背景と共に、AIアシスタントとコング

ニティブ・コンピューティングを活用する取り組

みが継続し、従来の銀行、ネット銀行、金融機関

での導入に関して、ある転換点にたどり着いてい

ます。 銀行及び多くの業界と関わりを持つ企業

では、実際のビジネスの場面において、デジタル

レイバーと人間の労働者が協力し合うハイブリッ

ド型労働が今後必要不可欠となり、長期的に無関

係と解釈するよりも、この傾向を先取りして維持

するほうがいいと実感しています。 
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デジタルレイバーとのハイブリッド型労働

は、年間における世界のGDPのうち、0.8〜

1.4%の生産力を生み出していると推測され

ています。”労働代替効果のみで考える

と、2065年までに自動化によって（G19と

ナイジェリアにおいて）世界最大の生産力

を生み出す可能性があると予想していま

す。これは、11〜23億のフルタイムワー

カーの生産力に相当します。”3 対話型

AIは銀行業のようなレガシー業界におい

て、今までになかった成長の可能性を秘め

た運用変更について促進するでしょう。

デジタルレイバーは、幅広い知識労働を自

動化したり、同じ情報を利用しつつ記録的

なスピードと容量でデータ管理できる可能

性があります。

人間の労働者からこれらの仕事を取り除く

ことで、銀行員はより価値の高い仕事に取

り組むことができるようになります。新し

い知識ベースのソリューションは、より先

見性があり、個人の顧客体験をより低コス

トで実現できます。これは高速で知識を構

築したり、自然言語を理解したり、忠実に

運用プロセスを実行する対話型AIの能力に

よって行われます。 
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迅速に価値を最大化できる新機能のおかげ

で、銀行は、人口統計学、地域市場、社会

経済グループの顧客間で広く受け入れられ

ているフィンテック企業やスタートアップ

企業と競合したり、チームを組むこともで

きます。 

業界を変革するAIの全体的な可能性について、

対話型AIソリューションを利用している銀行で

は、クロスチャネル、ターゲット商品、オンタ

イム商品、サービスにより、顧客体験を向上す

る利点を得ています。

しかし、対話型AIの整備には、あらゆるソ

リューションが適切な利用ケースに相当してい

たり、顧客の抱える問題に対処してしたり、ビ

ジネス価値をもたらしていることを確実にする

ため、フレームワ ークを構築する必要があり

ます。

銀行には、特に運用、顧客、サービスの提供、

カスタマーサービスにおいて、対話型AIが同時

に影響を与えるような計画をよく考える必要が

あります。

AIは、銀行業のような
レガシー業界におい
て、今までにない成
長を可能にする、業
務の変革を促進する
でしょう
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対話型の銀行取引で、顧
客ロイヤリティを獲得 

AIは、顧客が積極的に利用したいと思って初

めて意味のあるものになります。そのために

は、このテクノロジーを最大限に活用するこ

とで、必要な情報やサービスが手に入ること

が理解されなければなりません。インター

ネットの出現によって、かつてないほど情

報に精通した金融サービス顧客の世代が生

まれました。デジタルネイティブは、従来

の金融機関よりも重要なマーケットシェア

を持つ、絶えることのない比較情報や代替

案となる金融ソリューションにアクセスし

ています。しかし、デジタルネイティブから

信頼性とロイヤリティを得ることはより難

しくなっています。つまり、競争の激化に

より、リテールバンクが価格や供給のみで

差別化を図ることがより難しくなってきてい

るといえます。

80%の顧客がより良い顧客体験ができる金

融機関に切り替えているという調査結果か

ら、銀行の顧客ロイヤリティは変わりやす

いといえます。4　顧客体験指標でリードし

ている銀行は、指標の下端にある銀行より

も、1.9倍高い推奨率、1.9倍高い預金シェ

アがあり、その銀行が提供する新商品や

サービスの利用率が2.1倍も高くなってい

ます。5

顧客体験が低下すると、預金シェアの最大

12.5%を失うリスクがあります。一方で、 

16.5%まで預金シェアが増加したという高

い顧客体験を持つ銀行もあります。6

成功しているフィンテック企業のイニシア

ティブを分析すると、顧客が望むことは主

に、 (1)クロスプラットフォーム、(2)年

中無休で利用できること、(3)使いやす

さ、(4)低コストの4つが挙げられます。

フィンテック企業では、消費者がお気に入りの

アプリやオンラインサービスに期待するのと同

じような金融サービス用のクロスプラットフォ 

ームを提供しています。

そのプラットフォームでは、時間、場所を問

わずにアクセスができることが第一条件で

す。顧客はわずかな時間で銀行口座を開設し

て、すぐにローンの申し込み確認ができま

す。それぞれのサービスでは、Facebookメッ

センジャーのようなサービスと同じような期

待ができるシンプルなプロセスを消費者に

提供しています。

デジタルバンキング：対話型AIによる優れた顧客サービスの提供 
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73%

18〜34歳のアメリカ

人の73%は、テック

企業から金融商品を

積極的に購入してい

る 

2x 

良い顧客体験を提供

する銀行では、通常

の2.1倍の顧客が新商

品やサービスを積極

的に購入している 

16.5%

顧客体験指数が高い

銀行では、預金のシ

ェアが16.5%にまで

増加している 

出典: “The Kantar 2018 Customer Experience Advantage Ranking” (Kantar); 

“Evolving the Customer Experience in Banking” (Bain & Company) 

フィンテック企業の提供価格は、一般的に

従来の銀行よりも低くなっています。サー

ビス自体で考えると、銀行にとって主要な

脅威ではないように見えますが、より広範

囲での提供商品に同化すると、その影響力

は一晩で変わることがあります。

競争の脅威となるもう一つの要因は、独自の

広範囲にわたるビジネス体験内で、重要な銀

行業務プロセスを完全にオンラインリテー

ラーに統合している、大規模なグローバル企

業にあります。これらの企業は、銀行規制の

範囲外になるため、銀行業務における管理を

最小限にしています。また、従来の銀行より

もはるかに低いコストで運営できるため、顧

客に低価格を提供できます。

Amazonのような大規模なグローバルB2B及び

B2Cプラットフォームでは、購入体験の一部

として融資商品を提供しています。これらの

組織が融資自体を負担でき、融資の必要な顧

客を探しています。今やWalmartのような巨

大な小売店でさえも、当座預金商品を提供し

ています。 

（Apple、Amazon、Facebookのような）確

立済みの巨大テクノロジー企業では、フィン

テック企業と同様に、新サービスを提供して

います。このサービスには、現金利用の減少

や、使用データによるクロスセリングのよう

な決済市場の規模が拡大する可能性を秘めていま

す。

これらをふまえて、銀行の利点について考え

てみましょう。1つ目はすでに述べているよう

に、新規参入企業がマーケット内でうまく

サービス提供をしていることからも、規制は

競争の場を超えていないのかもしれません。

2つ目として、銀行には貸付金の規模に見合った

資本金の目安がありますが、フィンテック企業は

銀行の先を行っています。例えば、現在利用可能

な低金利以上でキャピタルゲインを狙える商品で

は、年金やヘッジファンドから利益を得ることが

できます。

確立した銀行の3つ目の利点は、昔から銀行の

特性と言われている信頼が挙げられます。

しかしながら、現在は、銀行以外の金融サー

ビス提供業者に対する消費者の信頼性が高く

なったこともあり、この利点は失われつつあ

ります。2017年のBain/ Research Now 

Customer Loyalty in Retail Banking Survey

では、18〜34歳までのアメリカ人の73%がテッ

ク企業から積極的に金融商品を購入すること

が明らかになっています。また、アメリカとイ

ギリスの消費者は、PaypalとAmazonについて、銀

行と同様に高い信頼性を持っているということが

分かっています。 7
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対話型AIができること 

テクノロジーにより、銀行業務のあらゆる

場面で行われている基本的なプロセスは変

化しています。また、銀行員の役割は、直

接の業務から、その業務を代わりに行うAI

システムを管理することへと変わってきて

います。AIが行うプロセスの影響力を詳し

く調査するため、銀行の業務を(1)支店、

コ ールセンター、モバイルチャネルを含む

フロントオフィス (2) データ入力やデータ

処理のようなバックオフィス (3)資産負債

管理［ALM］のような管理手法(4) リスクや

案件管理についての分析機能(5) 規制や特定

の商品などを管理するポリシー設定の5つに分

けてみましょう。

分析機能は、銀行業務では新しい機能と

言われることがありますが、実際には最

も古い機能の一つです。信用リスク管

理、詐欺検出、市場予測については、全て

が従来型であり、銀行が用いる分析手法で

すが、実際には急速な変化を遂げていま

す。AIによって、機械学習のような高度

な分析手法ができるようになり、以前は

不可能だった手法を用いて膨大なデータ

に対処できるようになりました。例え

ば、 WatsonやSentient Technologiesのよ

うなソリューションを利用することで、膨

大な構造化データや非構造化データを分

析できるようになり、アドバイザーやト

レーダーに助言できるようになりまし

た。

銀行がこれらのソリューションを利用するこ

とで、リアルタイムで重要な意思決定ができ

るようになります。例えば、信用の即時決定

やクロスセルの提案をサポートできます。 

Narrative Scienceのような小規模のス

タートアップ企業は、銀行による複雑な分

析をシンプルで理解しやすいものへと変換

しています。また、機械学習ツール

は、「次回購入予定商品」時の解約の防

止、マイクロ価格などの戦略に関連した

マーケティング分析の効果を高めていま

す。

フロントオフィスでは、対話型AIアシスタ

ントが顧客と接触する業務を行っていま

す。他のシステムが提供するインテリジェ

ンスを利用することで、AIアシスタントが

非常に優秀でストレスフリーな体験を顧客

に提供しています。以前に比べて顧客の忍

耐力が低下していることから、顧客ロイヤ

リティを維持するためには、常に利用でき

るサービスの提供が必要になります。The

Arise 2017 Customer Service Frustration 

Seriesによると、2/3の回答者が電話での待

ち時間は最大で2分間待つことができる一方

で、約13%は電話での待ち時間はありえない

とも言っています。8

AIアシスタントを搭載したモバイ
ルアプリやウェブサイトは、従来
型のアプリやウェブサイトの利便
性に勝る

さらに、対話型AIアシスタントは「常にオン」

になっており、ベストプラクティスにおいてコ

ンプライアンス規制から逸脱することがありま

せん。また人間と違い、「体調不良」がないた

め、顧客が銀行に簡単にアクセスできます。モ

バイルアプリとウェブサイトを融合した対話型

AIアシスタントが、現世代のアプリとウェブサイ

トの利便性を促進しています。例えば、デビット

カードを紛失した顧客がいれば、すぐにAIアシ

スタントとチャットを開始して、何が起こったか

を完結に説明し、素早く問題を解決できます。

デジタルバンキング：対話型AIによる優れた顧客サービスの提供 
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それに対して既存のアプリでは、顧客が適切

なメニューを検索、選択し、低速かつ堅苦し

い手順に従う必要があります。一方でAIアシ

スタントは、人間の会話のようにスムーズ

で、その手順は顧客にとって高速かつ効率的

です。 

バックオフィスでは、データ入力や構造化

データを含む全ての要素の処理速度向上の

ために、ロボットプロセスオートメーショ

ン(RPA)が利用されています。他のテクノロ

ジーやポリシーと合わせることで、今後5年

以内にバックオフィスの組織が大幅にスリ

ム化されます。複雑さの軽減は新しい規制によ

り推進されていき、自動化ツールの増加によっ

てコスト削減が可能になります。ビジネスプロ

セス管理プラットフォームは、マイクロセッ

ションレベルまでプロセスを自動化できます

が、一部のバンキングプラットフォームは、完

全にストレートスルー・プロセッシング(STP)プ

ラットフォームにもなりつつあります。

ビジネスモデルの自動化により、レガシー

商品さえも改善が可能です。IT運用の観点

からみると、バックオフィスで価値がある

のは、プロセスを動かすAI及び自動化エン

ジンを管理する役割です。規制などの高度

かつ、専門的で複雑なプロセスのためのプ

ラットフォームを作成している第三者の専

門家が、一部のポリシーを完全に管理する

こともあります。

では、このような様々な進化の結果はと

いうと、デジタルレイバーとのハイブ

リッド労働力による、完全に自動化した

銀行の出現です。顧客は自分のスマート

フォンを使い、24時間365日いつでも銀

行の対話型AIアシスタントと自然言語で

会話ができます。リアルタイムのインテ

リジェンスシステムと自動化されたバッ

クオフィスにより、教育を受けたAIアシ

スタントは意思決定（例：貸付）を行っ

たり、準拠した方法でプロセスを実行しま

す。銀行の基盤となるマシンがデータを交

換したり、将来のイベントを正確に予測

するため、銀行の金融バックボーンは、

従順に管理されます。ポリシーの変更や

新しい役割が生じる場合、テクノロジー

内に組み込まれているルールはすぐに更

新され、すべてのプロセスが新しい基準

に従って実行されます。

上記のセクションでは、お客様の心を掴む

ための4つの基準となる、(1) クロスプラッ

トフォーム (2) 年中無休のストレート・ス

ルー・レスポンス (3) 使いやすさ (4) 低

コスト について紹介しました。次項の図

のように、対話型AIは、これらの各領域で

重要なものとなり、顧客体験とその認識を

変えることにつながっていきます。

デジタルバンキング：対話型AIによる優れた顧客サービスの提供 



9 

クロスプラットフォーム
AIは、銀行内に保有している豊富なデー
タの価値を引き出す手助けをします。
銀行は、マクロとミクロの両方のレ
ベルで、新しい視点を持ち、価値を
生み出せるようになります。

スピード
銀行がリアルタイムで意思決定をする
ことで、新規のオンラインプロバイダ 
ーとのギャップを埋めることができま
す。確立済みの顧客と専門知識によっ
て、通常のスタートアップよりも広範
囲で複雑な商品に高速アクセスするこ
とを顧客に提供でき、クライアントの
大部分を保持できます。 

使いやすさ 
自動化は、専門分野の第三者サービスに、
非常に柔軟に連携することを可能にしま
す。新しいツールは連携を促進し、対話
型AIアシスタントは、全顧客向けにこの
サービスを提供するために必要な、エー
ジェントのトレーニングと準備を後押しし
ます。

低コスト 
あらゆるプロセスにAIを活用することで、銀
行はコストを大幅に削減できる可能性があり
ます。すでに発表済みのコスト削減プログラ
ムよりも、さらに30〜50%削減できる可能性が
あります。リアクティブ・サービスの多くは
わずかなコストで自動化でき、受信リクエス
トの大部分を削除したり、データ入力や手動
によるリスク管理を行います。

この変革に影響を与える前提条件として、顧客の受け入れが挙げられます。顧客経験は、
今日の基準よりも優れている必要があります。窓口係や銀行員との直接のやり取りの減少
によって、銀行というブランドへの親近感を持ちにくくなっています。先に述べた影響を
銀行が実現する唯一の方法は、顧客を計画の中心に置いて、優れたサービスを提供するAI
革命を構築することにあります。自身の経済的利益のみの目的でAIを導入することは、重要
段階を見逃し、改革全体をリスクにさらすことにつながりかねません。 

デジタルバンキング：対話型AIによる優れた顧客サービスの提供 
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競争優位性の獲得 

AIテクノロジーは成熟しており、すぐに実装できる準備が整っています。 彼らは、ここ数十年で最大の機会

を提供しており、新しい運用モデルを確立しています。分析エンジンからの見通しによって、現在の個人向け金融

サービスのギャップを特定し、その好機と利点を明らかにすることで、銀行以外の競合社よりも先に顧

客に商品をスムーズに提供できます。対話型AIアシスタントがこれらの見通しを利用して、パーソナラ

イズされた有益なサービスの大規模な提供や、革新的な高品質のサービスを低コストで提供することを

実現します。このハイブリッド労働力は、経験豊かな社員とデジタルレイバーを組み合わせ、すべてのデジ

タルチャネルに渡るタスクと問題をリアルタイムで迅速に対処します。

ほとんどの大規模なリテールバンクでは、現在、労働力を再構築する方法を判断していますが、コグニ

ティブにオペレーションモデルを根本から適用させることに力を注ぐ企業はほとんど見られません。こ

れは主に、従来社員の構造、または変革推進のためのシステムに依存しているリテールバンキング部門

の管理が原因として挙げられます。以下の3点の推奨事項は、銀行内でハイブリッド労働力を採用し、変化

を加速させるための手助けとなることでしょう。

組織の優先順位 

この推奨事項は重要な組織改革全てに当てはまることですが、特にコグニティブ変革の場合に当てはま

ります。のちに銀行の巨大な力の変革につながるからです。将来的に、銀行を動かすシステムと基本的

なルールを設計するのはチームです。運用とリスク管理を行う従来の銀行のリーダーは、特例を管理す

るようになり、デジタルレイバーが指示を出すようになるかもしれません。 

コグニティブ・センター・オブ・エクセレンス（CoE）をすぐに構築する

新しいシステムと基本的なルールを定義する組織は、未来の銀行のパフォーマンスにとっても非常に重

要になります。高品質のリソースは貴重であるため、銀行のリソースは完全に一元化され、魅力的なキ

ャリアパスを持つ必要があります。CoEには、日常的な実行作業全てに対する意思決定がインテリジェ

ントシステムによって自動化されるため、健全な権限も必要になります。

コスト削減目的だけでなく、顧客のニーズを中心に変革計画を立てる

銀行では、顧客が最も必要としている分野を特定して、AIによる新しいサービスモデルを採用し

ます。新しいモデルを銀行の顧客と共に素早く共同開発し、そのモデルを段階的に成長させるよ

うにします。データ利用とプライバシーに関して、ある銀行で最近生じた失策を防ぎます。 

従来のリテールバンキングが持つ強みとデジタルレイバーを組み合わせることにより、ノンバンク勢力との間で生

じる競争力の増加の中、優位に立つことができます。彼らは、今日のサービスにはない速度とコストによって、初

めてのサービスを始める機会を持っています。例えば、リテールバンクは、助言を必要としているものの、規制に

準拠した個人的なサポートを受けることができない可能性のある若者に対して、無料で金融アドバイザーを提供で

きます。コグニティブテクノロジーのスピードと拡張性は、これらのアプローチを戦略に利用している銀行に

とって、成長機会の流れを生み出していくでしょう。 

寄稿者: Juan Martinez 
編集者: John Madden 

編集者注: 本紙は、IPsoftにより発行済のマテリアルを元に作成しました。 
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