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成長を促し、組織に変革をもたらすデータの力
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エグゼクティブ・レポート

銀行・フィナンシャルマーケッツ

IBM が提供するサービス
企業が今日の環境で成功するには、複雑化、不安定化す
る中でリーダーシップを発揮して業務の卓越性を促進し、
全部門にわたる協業を可能にし、より質の高いリーダーと
人材を育成し、絶え間ない変化を管理し、データが持つ
新たな可能性を解き放つことが必要です。より詳しい情報
は以下をご参照ください。ibm.com/banking をご覧くだ
さい。
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内なるデータを使い組織を
再生する

要旨

銀行業は今、生まれ変わりを迫られている。デジタル時代
からコグニティブ時代への転換期にある現在、組織を速や
かに変革し、高度なアナリティクスや、人工知能、機械学
習、ロボット工学、ブロックチェーンなどのテクノロジーを
統合して生かせるようになることが求められている。2016
年の調査では、64% の銀行幹部が、自行の業務効率が、
過去 3 年間で横ばい、あるいは低下したと回答した。銀
行が既に保有する膨大な量のデータ（その大半は構造化
されていないデータ）を活用できれば、顧客一人ひとりに
合わせた対応を提供し、業務の変革を行い、フィンテック
がもたらすイノベーションから利益を得ることができるだ
ろう。では、これらのテクノロジーを利用してコグニティ
ブ・バンクを構築するには、具体的にはどうすればよいの
だろうか。

伝統的な金融サービス業のビジネスモデル変革が始まろうとしている。現在の低金利環境では、ほ
とんどの金融機関が安定した収益の確保に問題を抱えている。新たな競合が破壊的イノベーショ
ンを次々と引き起こし、デジタル技術が急速に進化する中、高まる顧客の期待に業界は十分に応
えることができていない。
地域差はあるものの、多くの金融機関が人員削減や地道なコストカットによって、今日までこの状
況に対応してきた。しかし、今後も安定した業績を維持するには、何かしらの根本的な変革が必
要であり、特に新たなテクノロジーの導入が不可欠である。2015 年に IBM が作成したレポート
『Breakthrough banking』では、コグニティブ・コンピューティングが金融サービスを変革する可
能性について分析した。コグニティブ・システムについて知っていると答えた銀行幹部の 88% が、
実際にコグニティブ・コンピューティングへの投資を予定していると回答している。1
銀行がデジタル時代で成功を収めるためには、既に大量に保有している隠れた資産、つまり
「データ」を生かすことが不可欠となる。コグニティブ・システムは、特に機械学習に基づくデー
タアナリティクスを活用することで、自行、顧客、競合他社への理解を深めることができ、そこか
ら、従来型のバンキング機能を越えた、変革への道を拓くことができる。コグニティブ・システ
ムは、常に知識と学習を積み上げ、自然言語を理解し、推論することで、人がプログラムする従
来型のシステムよりも、はるかに自然な人とのコミュニケーションを実現する。
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業績上位行は下位行と比較して、
フィンテックからの脅威に対応するべく、
すでに戦略を見直したとの回答が
80% 多かった
2009 名の銀行幹部のうち、
コグニティブ・コンピューティングを
知っていると回答したのは、わずか
28% だった。また自行で
コグニティブ・コンピューティングを
導入する体制が整っていると
回答したのは、17% にすぎなかった
業績上位行は、コグニティブ・
コンピューティングが自行の
サービスや業務に影響を与えると
考える割合が、下位行に比べて
58% 多かった

どうすればコグニティブ・テクノロジーから、金融ビジネスがより多くの利益を得ることができる
のだろうか。その可能性を探るため、IBM は、世界中の 2,000 人を超える銀行幹部を対象に『2016
Cognitive Bank Survey』を実施した。調査から、サービスのコモディティー化、顧客ニーズの高
度化・多様化、新たな競合者の台頭が、銀行業にとって喫緊の課題となっていることが明らかと
なった。またこの調査においては、過去 3 年間の収益の伸びと業務効率の改善度合いから金融
機関を分類し、業績上位行と、その他の銀行の比較を試みた。コグニティブ機能の実装は、多く
の銀行にとってまだこれからのことだが、業績上位行は既に完全なコグニティブ・バンクに向け
て一歩先を進んでいることがわかった。
調査を実施した 2016 年の時点で、コグニティブ・テクノロジーを導入済みと答えた銀行幹部は、
わずか 11% にとどまっている。しかし、全体の 58% が、最も重要な戦略的課題は「業務効率の
改善」と回答しており、同時に 49% が、コグニティブ・コンピューティングに期待する効果として
「業務効率の改善」を挙げた。本レポートでは、銀行業の経営者が、データを読み解き、その解
析結果を利用して戦略的目標を達成するために取り得る具体的なアクションを紹介する。
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消えない脅威、しかしチャンスも到来
今世界中で、商品やサービスのコモディティー化が進んでいる。移り気な顧客は企業に対し顧客
一人ひとりのきめ細やかな対応を求め、新たな競合者があらゆる方面から参入してきている。多く
の金融機関は、コスト削減に悩み、業績は横ばいのままだ。今回の調査において、自行の業務効
率が過去 3 年間で横ばい、あるいは低下したと回答した銀行幹部は 64% に上った。調査対象の
銀行幹部の半数以上は、次の 3 つを最優先の戦略的目標として掲げている。「業務効率の向上」
（58%）、「顧客との連携や顧客体験の向上」（51%）、「増収」（50%）。
進むコモディティー化
本調査で銀行幹部の 43% が、従来型のバンキング機能のコモディティー化が進んでいると答え、コ
モディティー化を回避できると答えたのはわずか 15% だった。銀行の商品やサービスのほとんど
は差別化が難しく、ビジネス・プロセスは効率化のために標準化されつつある。
コモディティー化の進展によって、銀行は別の方法で、価値を生み出す必要性に迫られている。商
品やサービスだけでなく、ビジネス・プロセスにおいて、イノベーションを徹底させ、最新テクノ
ロジーを導入していかなければならない。新たな競合者は、バンキング機能の提供の仕方や価格
面では優れているかもしれない。しかし、従来型の銀行が何十年もかけて周到に築き上げてきた
顧客との関係性を構築・管理することは、はるかに難しいだろう。2
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図1
認識の差：銀行幹部の大半が、顧客に不満が広がっていることに
気付いていない

銀行の対応に不満を抱く顧客
顧客関係管理が重視される一方で、顧客からの要求は急速に変化しており、その対応がますます
重要になっている。顧客は自身の状況や嗜好に応じた対応を求めているが、銀行はそれに応えら
れていない。カスタマイズへの対応は他業界では進んでおり、顧客はそうした対応に慣れてきてい
る。金融サービスにおいても、他の業界と同様に、顧客一人ひとりの嗜好やライフスタイル、住
む地域、これまでの経緯などに配慮したきめ細かな対応が期待されている。

資産運用会社・銀行が顧客に提供する
サービスは、十分であると考えますか？
リテール・バンキング

35%
資産運用会社

16%

62%

57%

「はい」
と答えた金融機関の割合

「はい」
と答えた顧客の割合

出典：「Banking redefined」、IBM Institute for Business Value、
2015 年

調査対象の銀行幹部のうち 54% は、消費者の購買動機が商品やサービスの差異から、顧客対応
に移行してきていると答えているが、実際は顧客の期待に応えられていない。3 2015 年の調査で
は、金融機関の半数以上が顧客対応の重要性を認識しているが、銀行の対応に満足したと考える
顧客は少ない（図 1 参照）。リテール・バンク側は、62% もが優れた顧客対応を提供していると
回答したが、これに同意する顧客はわずか 35% しかいない。資産運用会社の場合は、その差は
さらに大きく開いている。
迫り来る強力な競合者の足音
あらゆる方面から、新たな競合者が攻勢を仕掛け始めている。デジタルに強みを持つ IT 企業、あ
るいはノンバンクを含むさまざまな競合者が、低コストや新しい提供価値を武器に市場に参入して
いる。たとえば自動車ローンを組む場合、新たな企業の中には、数分でオンラインによる審査が
可能なところもある。一方、銀行の場合、2 日後に電話や電子メールでようやく承認の確認が届く。
このような銀行を、顧客は果たして選んでくれるのだろうか。
業績上位行は、フィンテックによる脅威をはるかに強く認識しており、後手に回らぬよう対応策を
進めている。上位行は、下位行に比べて 3.3 倍も多く、フィンテックからの影響を多少なりとも経
験している（図 2 参照）。そして、業界リーダーの多くが、フィンテックを競争相手として締め出そ
うとするよりも、提携する方が得策であると考えるようになっている。フィンテックからの挑戦に対
処するため、経営戦略を練り直したと答えた上位行は、下位行を 80% も上回っている。
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銀行は、フィンテックなどの外部企業を取り込むかたちで、金融サービスの経済エコシステムの構
築を推進することが重要である。それにより顧客との関係で中核的な役割を維持しつつ、業務効率
の改善などの外部提携のメリットを享受することが可能となる。提携によるエコシステムを築くこと
で、エコシステム内のステークホルダーがかかわる領域が拡大し、従来型の銀行機能とは結びつ
きの薄い、日常のさまざまな顧客ニーズを取り扱えるようになり、銀行は顧客に対して新たな価値
を提供することが可能となる。
図2
新たな競合者による破壊：業績上位行の方が認識が強く、事前の対応が進んでいる

上位行は、
フィンテックの影響を
はるかに強く実感している…

231%

以上

43%

上位行

13%
下位行

…そして、
より速く対応を
進めている

80%

以上

54%

上位行

出典：2016 年、IBM Institute for Business Value、「Cognitive Bank Survey」、
（左：対象人数 n = 2,009、右：対象人数 n = 1,427）

30%
下位行

6

コグニティブ・バンク

コグニティブ・テクノロジーで競争優位を得る
図3
比較：コグニティブ・コンピューティングの期待効果は、
銀行のニーズに対応している

銀行幹部の
戦略的課題
トップ3

58%

コグニティブ・
コンピューティングに
期待する効果トップ3

業務効率の向上

49%

顧客対応とカスタマー・エクスペリエンスの向上

51%

50%

46%

増収

39%

出典：2016 年、IBM Institute for Business Value、
「Cognitive Bank Survey」、（対象人数 n = 2,009）

銀行業界は、もはや地道な改革では対応できなくなってきている。四半期ごとの決算予想を達成
するだけでなく、業界を破壊するほどの脅威に対応しなければ、期待された業績を挙げることはで
きない。そのためには新たな方法を取る必要がある。
人工知能や自然言語処理（NLP）
、機械学習などのコグニティブ・コンピューティング・テクノロジー
は、まだ初期の段階にある。しかし、既に多くの金融サービス機関がこれらの技術に注目し始めて
いる。今回の調査において、コグニティブ・コンピューティングを知っていると答えた銀行幹部は、
全体のわずか 28% だった。また、自行においてコグニティブ・コンピューティングを導入する体制
が整っていると回答したのは、全体の 17% にすぎなかった。ところが、業績上位行だけをみると状
況は異なり、既に準備はできているようにみえる。業績上位行のうち、コグニティブ・コンピュー
ティングを知っている銀行は 52% に上り、32% が自行でコグニティブ・コンピューティングを導入
する体制が整っていると答えている。
コグニティブ・コンピューティングが、サービスや業務面で大きく貢献するだろうと予想する業績
上位行は、下位行を 58% も上回った。また、調査に参加した銀行幹部の 58% が最も重要な戦
略的課題として、「業務効率の改善」を挙げる一方で、コグニティブ・コンピューティングに期待
する効果として、最も回答が多かった項目も「業務効率の改善」（49%）であった（図 3 参照）。
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変革する力
コグニティブ・コンピューティング技術に基づくソリューションは、システムがまるで人のようにデー
タを処理し、その結果をもとにアクションをとるため、さまざまな場面に生かすことができる。この
ソリューションを使えば、組織の意思決定や、活動、業務の進め方を変革させることができるだろ
う。4 自然言語処理（NLP）、仮説生成・評価、自動学習を統合的に利用すれば、強力で高速、か
つ正確なソリューションが実現する。このようなコグニティブ・コンピューティングには、「学習と
知識の進歩」、
「速度とスケーラビリティの向上」、
「人間の知性の集約」、
「自然なやりとり」の 4 つ
の原則がある（図 4 参照）。
学習と知識の進歩
コグニティブ・コンピューティングは、自ら学習するシステムを有しており、個々の結果や動作、繰
り返しから知識を進化させることができる。結果がただ単に追加されるだけでなく、個々の新しい
情報として、知識体系に組み込まれていく。
速度とスケーラビリティの向上
処理速度を高めることで、スケーラビリティを確保し、機械学習の能力が増強することで、複雑な
タスクでも、繰り返し高い効率で実行することが可能となる。
人間の知性の集約
各分野の専門家から学ぶことが可能なコグニティブ・ソリューションは、「集合知」から必要な知
識を迅速に引き出し、意思決定に役立てることができる。人間の知性が加わることにより、構造化
されていないデータの複雑性を人が理解できるようにし、高度なアナリティクスを用いたデータの
評価が可能となる。
自然なやりとり
コグニティブ・ソリューションは、人の行動や応対に自らを合わせ、状況や論理を理解する。ディー
プ NLP（深度自然言語処理）は、事実上無制限のトピックに対して言語を評価し、情報に基づい
た判断を行うことが可能である。

図4
コグニティブ・コンピューティングの 4 つの原則

学習と
知識の進歩
速度と
スケーラ
ビリティの
向上

自然な
やりとり

人間の
知性の集約

出典：IBM Institute for Business Value の分析
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コグニティブ・コンピューティングの支援を受けて意思決定を行えば、質の高い洞察が得られ、人
とより深いレベルでのやりとりが実現する（図 5 参照）。銀行が保有するデータを用いて、コグニ
ティブ・コンピューティングで実現できることは、最終的には以下の 3 点に集約される。
• 一人ひとりの顧客に対し、個別の深い洞察を得る
• 組織全体にわたり、情報に基づく意思決定を強化する
• 業務や組織の効率化を促進する
図5
洞察が深まれば、理解度が高まる：コグニティブ・テクノロジーによって、将来を見据えた、継続的な意思決定
が可能になる

洞察の深さ
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記述的
何が起こっているのか？
- レポート
- ダッシュボード
- 可視化

予測的
次に何が起こるか？
- 予測モデル
- スコア
- 予想

状況における最適な
選択肢は何か

処方的
何をするべきか？
- ルール
- 最適化モデル
- 推奨事項

- 学習モデル
- 経験ベース
- フィードバック・
メカニズム

人との相互作用のレベル
出典：IBM Institute for Business Value の分析
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コグニティブ・バンク：3 つの変革の方向性
コグニティブ・コンピューティングを活用すれば、以前は想像すらできなかった方法で、銀行は戦
略面における優先度の高い目標を達成できる。コグニティブ・コンピューティングの組織全体にお
ける有効活用には、3 つの変革の方向性（「顧客対応の向上」、
「新しいアナリティクス手法の導入」、
「全社的変革」）がある（図 6 参照）。
図6
コグニティブ・バンク：企業を変革する 3 つの方向性

コグニティブ・バンクの方向性

状況に基づく顧客対応の向上

- 顧客一人ひとりに合わせた
顧客対応を実現
- 人の専門知識を補完
- エコシステム・パートナーへの
アクセスを提供

新しいアナリティクス手法の導入

- ユーザーとのシームレスな
対話を実現
- バンキング業務を迅速化
- エコシステムのビジネス・
プロセスからナレッジに基づく
機会を創出

出典：IBM Institute for Business Value の分析

全社的変革

- ビジネス・モデル、
収益モデル、業務モデルを
再設計
- 職務とビジネス・プロセスを
再定義
- 企業文化を改革し、
イノベーションを促進
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アジアの銀行例：ロボットによる
支店サービスの向上

アジアのある銀行は、2,600 万を超える世帯に対し、
リテールや信託、証券などのサービスを提供してい
る。全国で展開する支店は 500 を超え、保有する
ATM は 10,000 台を超えている。同行は激化するオン
ライン上の競争、および物理的な店舗展開において、
競合他社に一歩先んじたいと考えていた。そこで同
行はクラウドをベースにしたコグニティブなロボッ
ト・ソフトウェアを開発した。そのソフトウェアはあら
ゆる顧客取引から情報を収集し、オンライン上のリ
ソースや他行のシステムから最新のサポートを得る
ことが可能だ。
新しいコグニティブ・ソリューションを取り入れること
で、音声やジェスチャーだけでなく、顧客の表情まで
も理解する顧客サービス用ロボットを生み出した、ロ
ボットは、顧客からの質問を理解し、顧客の嗜好を
学習するとともに銀行が保有する情報を探索して、顧
客一人ひとりにあったサービスを提供する。そのた
め、時間の経過に伴い、より豊かで、きめの細かい
サービスが提供できるようになる。

状況に基づく顧客対応の向上
コグニティブ・バンクは、顧客との有意義な関係性を深く築くうえで、継続的に、洞察を深め、状
況を理解し、学習することによって顧客一人ひとりに合わせた対応を実現している。自動化された
顧客対応では、一対一の対応を大規模に行える。たとえばコグニティブ仮想エージェント（ロボット
など）は、顧客一人ひとりに合わせた高度な会話により顧客対応を行っている（
「アジアの銀行例」
を参照）
。このような対顧客型のコグニティブ仮想エージェントを用いれば、サービス、ガイダンス、
アドバイスの提供をウェブやモバイル機器を通じて行うことができる。
たとえば接客において、仮想エージェント、あるいは、自然言語処理（NLP）やコンテクスト分析な
どのセルフサービス機能を使えば、複数のプラットフォームにおいてもシームレス化を実現し、最
適な対応が可能になる。さらに顧客とのやりとりから学習できるということは、将来的にサービスの
向上を図ることも可能だ（図 7 参照）
。
図7
仮想エージェント：コグニティブ・コンピューティングが提供する顧客一人ひとりに合わせた高度な接客システム
自然言語での
やりとり

やりとりの
状況を解析

顧客とのやりとりの
たびに学習

仮想エージェント
または
セルフサービス

最適な対応を提供

プラット
フォームの
違いによる
差のない
シームレスな
経験を実現

出典：IBM Institute for Business Value の分析

顧客および銀行にとっての利点：
• 待ち時間の短縮
• リアルタイムの対話の増加
• クロスセリングおよび
アップセリングの促進
• 顧客解約率の抑制と顧客
満足度の向上
• 業務コストの低減と顧客
対応の効率化
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新しいアナリティクス手法の導入
コグニティブ・コンピューティングを従業員向けのアプリケーションに組み込めば、顧客の購買ラ
イフサイクル全体にわたってサービスを強化し、意志決定を支援することができる。たとえば、顧
客に関する充実した知識を持つコグニティブ・スマート・アドバイザーを導入すれば、顧客担当
マネージャーは、かつては想像すらできなかった水準の、非常に正確なアドバイスを顧客に提供
できるようになる。さらには売り上げを伸ばし、顧客対応の現場でオンデマンドで必要となるサー
ビスの専門知識を迅速に活用できる。
顧客サービスのサポート部門などにおいても、アナリティクスから得られる洞察は情報取得を支援
するうえで重要となっている（「欧州の銀行例」を参照）。コグニティブ・コンピューティングを活
用すれば、顧客サービスに対するサポートが瞬時に行われ、対応時間の短縮化と問い合わせを購
買につなげるコンバージョン率の向上に寄与する。
さらに深い知識ベース（deeper knowledge base）が活用できれば、高度にカスタマイズされた
ビジネス・プロセスが現実のものとなる。他業種の製品が顧客の個別ニーズに合わせることが可
能なように、信用審査においても顧客ごとに最適なソリューションを行えるようになる。事前にデー
タを取得・処理することで、担当者の業務処理時間の短縮や、エラー頻度の低減、法令遵守の徹
底、生産性の向上を支援する（図 8 参照）。
新しいアナリティクスの手法を導入することで、コグニティブ・バンクはそのエコシステムを越えて
内部、外部の動的データを入手し、ふるいにかけ、分類している。「市場の DNA」というべき情
報、たとえば業界トレンドや、各社の業績、戦略目標、M&A 活動、市場リスク、ベンチマーキン
グ・アナリティクスを獲得している。さらにデータを複数の情報源から、一対一のつながりを介し
て、リアルタイムに入手しており、そのデータに基づき企業の戦略上の情報を 1 つに統合している。
そのすべてのデータが最適な対応戦略の策定を支援し、新たな価値の創造の機会を見いだすこと
を可能にしている。

欧州の銀行例：自然言語処理（NLP）に
よる国際決済取引の拡大

欧州のある銀行は、一般銀行業務のほか、保険、年
金、投資ファンドなど、広い分野で金融サービスを
提供している。展開する支店数はおよそ 5,000 店舗、
従業員数は約 30,000 人、顧客数は 1,000 万人を超
えている。同行は国際決済取引事業をさらに伸ばし
たいと考え、そのためには、接客における対応速度
と正確性を向上させることが喫緊の課題であると考
えた。そこで担当者が、専門家に頼らないで顧客に
直接回答できるように情報を提供するシステムが必
要となった。同行は、このソリューションを 2 つの
フェーズに分けて開発した。
第 1 フェーズでは、担当者が自然言語処理（NLP）を
利用したコグニティブ・システムにアクセスし、回答
の選択肢を入手した。第 2 フェーズでは、
システムを
クラウド・ベースに移行し、選択肢の回答をランク付
けする機能を追加した。新たに加わったコグニティブ
な学習機能は、時間の経過とともに顧客ニーズを反
映させ、対応を洗練させることが可能だ。これにより
担当者は、国際決済に関する質問に対して、構造化
されていない法規制の膨大な情報から必要なものを
ピックアップし、数秒と待たずに、顧客に回答を示せ
るようになった。
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図8
コール・センター顧客担当者用ダッシュボード：顧客を包括的に理解することによって、顧客サービスが大幅に向上
リアルタイムで
顧客状況を把握

顧客および銀行にとっての利点：
• 即応性の高い一貫した
顧客サービスの提供
• 迅速かつ正確なクエリ対応
（質問やクレーム）
• 大規模かつオンデマンドで
利用可能な専門知識の利用
• 社員教育のコスト低減
• 資源の有効な活用

コール・センター
顧客担当者用
ダッシュボード
顧客ごとの
きめ細かな対応

マス・マーケットに
対応できる
専門知識

出典：IBM Institute for Business Value の分析

全社的変革
コグニティブ・バンクは、組織全体にわたり改善をもたらす。それは特定のビジネス上の課題に光
を当てて可視化し、将来に起こりうる問題に対する予測的な意思決定を可能とする。たとえば、法
規制の要求を満たすように企業の方針、手順、管理、基準を合わせることができる。一例として、
資産管理の業務を支援する従業員用アプリケーションが挙げられる（「国際金融サービス企業の
例」を参照）。
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コグニティブ機能を使いリスクや法令遵守を監視することで、ビジネス・プロセス全体を保証する
ことができる（図 9 参照）。顧客一人ひとりに対する完全にグローバルな個人別顧客管理システム
を構築し、ビジネスを展開する大陸、国、州、地域おのおのの現行および将来の法規制を包括的
に把握させることも可能である。
図9
全社的変革：法規制の改定を把握し、遵守に向けた事前対応を支援
透明性の高い監査証跡により、
コンプライアンスを保証

顧客および銀行にとっての利点：
• コンプライアンス管理と違反
追跡の簡素化
• 法規制環境の変化に対する動的な
監視
• 組織全体の透明性の向上
• 文書管理、データ管理の効率化

法規制に
関する
最新情報を
把握

全社的変革

コンプライ
アンス上の
問題と
不備を特定

出典：IBM Institute for Business Value の分析

国際金融サービス企業の例：
コンプライアンスに対する事前対応

ある国際金融持ち株会社は、法規制が異なる 100 近
くの地域で世界的な事業展開を行っており、随時改
定される法規制への対応を求められている。特にパ
スワード・ポリシーや、データのバックアップ、トレー
サビリティーに関する法規制については慎重な対応
が必要だ。すべての法規制の動きを人の目で確認す
るとなると、膨大な時間とコストを覚悟しなければな
らない。そこで同社は、人海戦術によらない、さら
に効率的な方法はないかと探ることにした。
そこで同社が取り組んだのは概念実証プロジェクト
（proof-of-concept project）だ。これは構造化されて
いない、さまざまな形式の膨大な数の法律文書やオ
ンライン上のコンテンツを、コグニティブ・コンピュー
ティング・プラットフォームに学ばせる、というもので
ある。このプラットフォームは、自然言語処理（NLP）
と自己学習機能を利用することによって、より高い精
度で法規制の要点を特定し、判例の参照や関連する
リスクの評価に基づき判断を組み立てる。プロジェク
ト初期の段階では、75 ～ 80% の精度目標に対し、
72% の精度を達成した。このソリューションはまた、
離職に伴う引継ぎコストの抑制や、それに関連して、
長年かけて築いた組織的なナレッジの損失を低減す
ることが期待されている。
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迫りくる変革の波
今回の調査では、コグニティブ・テクノロジーと関連するスキルの導入を妨げる障害についても質
問した。最も回答が多かったのはコストで、45% に上った。続いて多かったのは、僅差で IT 等の
スキル不足（43%）だった。3 位はかなり差が開いて、組織における協力不足（25%）だった。
調査回答者 2,009 人のうち、コグニティブ・テクノロジーを導入済みだと答えたのは、わずか 11%
にとどまった。しかし業績上位行は、既にその重要性と影響を認識している。下位行と比較すると、
上位行の幹部は 3.3 倍も、コグニティブ・コンピューティングは自行にとって戦略上重要だと答え
ている。
また、事業のさまざまな面におけるコグニティブ・コンピューティングの影響度の予想においても、
上位行は下位行の数字を上回った（図 10 参照）。上位行が最大の影響があると予想するのが、IT
システムのアーキテクチャ（67%）だった。次に、業務モデルと収益モデルの連携（60%）、ビジ
ネス・プロセス（60%）と続く。
コグニティブ・バンクのかたち
コグニティブ・バンクは、従来の銀行モデルとは根本的に異なる。ゆえにコグニティブ・バンクに
生まれ変わるには、組織としての思考、行動、業務のあり方を全面的に変革する必要がある。こ
れまで利用されてこなかったデータが持つ価値を生かすことで、従来型の銀行は、急速に進化す
るバンキング・エコシステムにおいて、中心的な役割を担うことができる。フィンテック企業は、新
しいテクノロジーを活用して特定分野の業務でライバルとして立ちはだかるだろう。しかしフィン
テックは、銀行が保有するようなデータは持っておらず、顧客との関係をつなぎとめる高い価値を
持つデータという資産を生かすことができない。
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図 10
業績上位行の視点：期待できる利益を獲得するためには、コグニティブの影響をまず知ることだ

業績上位行は、
コグニティブがサービスや
業務面で大きな影響を与えると予想する

58%

以上

57%
上位行

36%
下位行

ビジネス・プロセスへの
影響

43%

以上

60%
上位行

42%

下位行

出典：2016 年、IBM Institute for Business Value、
「Cognitive Bank Survey」、
（対象人数 n = 2,009）

コグニティブ・テクノロジーを導入し、新しいアナリティクスによる洞察力を獲得すれば、金融機
関は強力なエコシステムを構築することが可能だ。エコシステムを構築できれば、顧客は金融機
関を信頼し、金融以外の企業の管理も金融機関に委託するようになるだろう。銀行は単なるサー
ビスの提供者から、顧客の日常生活を支える統括的な役割を担う存在へと生まれ変わることがで
きる。そのためには、データ活用を最適化し、さまざまな分野のエコシステムを編成し、指揮し
なければならない。

コグニティブ・バンク

これからの銀行は、インテリジェントな「考える」銀行となるべきだ。「考える」銀行が常に考えな
ければならないのは、その能力を生かし、常に相互に影響し合っている人、プロセス、テクノロ
ジーを緻密に制御して、継続的な業績改善を組織全体で実践するとともに、エコシステムを動かし、
その中で、自らが主要な位置を占め、精力的に動くことである（図 11 参照）
。
図 11
未来への展望：コグニティブ・バンクと成長するエコシステムの構想
モバイル・ウォレット
プリペイド電子マネー
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機能

テクノロジー
融資

モバイル決済

クラウド・ファンディング
その他のサービス

出典：IBM Institute for Business Value の分析
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提言：コグニティブ・バンクへの転換
計画

《全社的なコグニティブ戦略とビジネスプランをデザインする》

コグニティブ戦略を成功させるためには、全社規模でのガバナンス構築が必要となる。そのためにはまず、コグ

ニティブ・コンピューティング導入に際して優先的に取り組む分野を特定する。続いて対象範囲を定める。また、

その業務の担当役員・幹部の同意を得て、さらに積極的な関与を求める。またそれぞれの部門、たとえばコー

ル・センター、バック・オフィス、法務などで、当プロジェクト遂行のためのリーダーを決めることも重要となる。

《デザイン思考で、コグニティブの目的を浮かび上がらせる》

何が適切なコグニティブ・コンピューティング・ソリューションなのか、あるいはデータによって顧客満足度を高

めるためには何が必要なのかを探り出す。住宅ローンの提供、資産ポートフォリオの再配分、地政学的要因や
経済的要因の評価などを徹底的に考え、顧客にとって理想的なサービスとは何かを追求し、顧客にとって最適な
投資判断を提供する。

《試作モデルの作成、運用試験を実施、継続的な改良》

実際のユーザーとともに、モデルケースで検証と妥当性の確認を行い、全関係者から意見を取り込む。ユーザー
からのインプットを得て改良を重ねることで、関係者からの協力を継続的に高めていく。現在と将来の金融法制
に対応するため、特別監査責任者をコグニティブ・システムの検証に参加させる。

《経営陣を当プロジェクトに取り込み、継続的な支援とコミットメントを促す》

経営陣をはじめ、あらゆるレベルのステークホルダーにコグニティブが持つ価値を伝える。コミュニケーションを
活発化させ、全社規模でプロジェクトを運営するために、各部門におけるリーダーに協力を要請する。

準備

《銀行業務に精通した者だけでなく、新たな分野の人材育成に投資を惜しまない》

コグニティブの導入に際し、必要となる人材・スキルが変わることを理解しなければならない。データ処理や自
然言語処理（NLP）、コグニティブ能力、その他の IT スキルは、現在の金融機関で働くものにとって、不可欠な

ものとなりつつある。
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詳細について
IBM Institute for Business Value の調査結果の詳細につい
ては iibv@us.ibm.comまでご連絡ください。IBM の Twitter
は @IBMIBV からフォローいただけます。発行レポートの
一覧または月刊ニュースレットの購読をご希望の場合は、
ibm.com/iibv よりお申し込みください。
iPad またはアンドロイド向け無料アプリ「IBM IBV」をダウ
ンロードすることにより、IBM Institute for Business Value
のレポートをタブレットでもご覧いただけます。
変化する世界に対応するためのパートナー
IBM はお客様と協力して、業界知識と洞察力、高度な研
究成果とテクノロジーの専門知識を組み合わせることによ
り、急速な変化を遂げる今日の環境における卓越した優
位性の確立を可能にします。
IBM Institute for Business Value
IBM グローバル・ビジネス・サービスの IBM Institute for
Business Value は企業経営者の方々に、各業界の重要課
題および業界を越えた課題に関して、事実に基づく戦略的
な洞察をご提供しています。

コグニティブ・バンク

《ビジネス・プロセスや方針を見直す》

これまで活用してこなかったデータ（「ダーク・データ」）をコグニティブに取り込む場合、想定される影響を、ビ

ジネス・プロセスや企業全体で評価する。コグニティブな組織体制への変革を推進するために、必要な場合は、
従来の業務も見直すべきである。たとえば、コグニティブ・コンピューティングを利用すれば、今まで産業アナ

リストが手作業で行っていた企業調査の作業が、数日単位で短縮できるであろう。
《データに関する質の高いコーパスを確実に作成する》

構造化データを戦略的に蓄積するためのアセスメントを行う。記録を取る方法やしくみを変え、デジタル化を推
進するための投資を行う。データを集め、記録、分類して、質の高いコーパス（テキストや発話を大規模に集
めてデータベース化した言語資料）を全社規模で構築する。

《コグニティブ・システムに対応したインフラストラクチャーを構築する》

コグニティブ・コンピューティングに使うデータセットや容量、作業負荷に対応し、かつ安全に扱うことができる
インフラストラクチャーを開発する。そのためには、通常の金融取引処理を取り扱える技術とは異なり、さまざ

まなソースから得られる構造化されていない、コンテクストに依存したテキストに対応できるスキルやテクノロ
ジーを養成する。内部におけるスキルの育成でまかなえるのか、あるいは外部パートナーを選定すべきなのか
を判断する。

継続的な前進

《コグニティブな組織としてのビジョンをステークホルダー全員で共有する》

企業やエコシステムを変革するうえで生じる継続的な影響を、変更管理の原則の下、管理、計測、周知する。

《コグニティブ・テクノロジーの採用》

段階的なロールアウトを展開する（たとえば「アジャイル・スプリント」など）。メトリクスやキー・パフォーマン

ス・インジケーターのフレームワークを構築する。
《達成度の測定》

プロジェクトの達成度に対して進捗を評価する。達成度の評価を各フェーズで行い、その情報を共有する。定期
的にレビューを実施する。

《「集合の知」の強化、拡張、共有》

学習により得られた情報からナレッジベースを定期的に更新する。再利用可能なナレッジを特定し、組織全体、
場合によってはエコシステム全体において、ナレッジを共有する方法を考える。
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質問：深い洞察力が求められる変革への備えは？
• これまで手付かずにいたデータ（特に構造化されていないデータ）は、どのような方法で特定、
および分類していますか。そのデータの潜在価値を、収益、業務、顧客サービスの改善の視点
から評価できていますか。
• 会社全体あるいはエコシステム全体にかかわるステークホルダーに対し、コグニティブ・コン
ピューティングを導入した場合のビジネス上の利点をどのように共有しますか。

図 12
方法

7%
15%

• コグニティブ・ソリューションを計画、実施するうえで、自分が必要とするスキルに不足がある
場合、どのように対処するつもりですか。

地域
39%

35%

• コグニティブな組織としてのビジョンを会社全体で、どのように共有するつもりですか。また、体
系的に、どのようなかたちで達成度を測定し、次につなげるつもりですか。
調査方法
2016 年第 2 四半期、IBM は世界の銀行・金融業界で活躍する経営幹部クラスを対象に調査（回
答数 2,009）を実施した（図 12 参照）。調査回答者は、まず自分の属する企業が上位に分類され
るのか、下位に分類されるのか、あるいはその中間に位置するかを答えた。分類は組織の収益、
および業務効率が過去 3 年間で増加・向上したかどうかを自ら判断したもので、業績上位に分類
された回答者（業績上位行または上位行）は全体の 27% だった。また過去 3 年間に収益と業務
効率の両方が低下したか、あるいは相対的に変化がなかったと答えた業績下位に分類された回答
者（業績下位行または下位行）も 27% だった。
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南米
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