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デジタルバンキングからコグニティブバンキングへ

金融業界全体で、営業店への来店者数は減少傾向にあり、ある
データでは、来店客数は年平均6％程度だと言われている。

このように来店頻度は減少傾向にあるが、データを細かく分析
すると、「お客様のライフサイクルに応じたタイミング」で顧客は継続
して来店していると整理することができる。これは、お客様の来店
タイミングに応じて、タイムリーな対応が重要であることを示唆
するものである。

様 な々新しい技術の進歩により、「デジタルバンキング」とも呼ぶべき
バンキングスタイルのデジタル化が進んでいる。IBMでは、デジタル
バンキングの先にある未来像として「カンバセーショナルバンキング
（Conversational Banking）」の到来を提唱している。

これは、お客様の取引履歴だけでなく、行動履歴などのライフサイクル
に関する情報が統合管理され、スマホやAIスピーカーなどのコミュ
ニケーションツールを通じた対話型のUIを介して金融サービスが
提供されるものである。たとえば、ビジネスマンであるお客様が海外
に出張したシーンを想定してみよう。手元のスマホの位置情報から
海外にいることが検知され、銀行のスマホアプリは海外でカードが
使えるよう変更した旨、アプリのプッシュ通知で案内を送る。

また、現地での通貨の両替も、スマホアプリから行え、必要な金額を
アプリに入力すると、現地のATMから現金を引き出せるようになる。
本人確認はスマホの顔認証や指紋認証などが用いられ、お客様へ
のサービス提供に必要なオペレーションはすべてスマホで完結
されるというような世界だ。

こうした未来像に一気に「トランスフォーメーション」することは難
しい。そこで、IBMでは、そのファーストステップとして「デジタル
バンキング」の基盤を整備し、データ活用を進めるとともに、営業店
の「現物主導」のオペレーションスタイルから脱却することを
おすすめしている。

このデジタル化の取り組みの中で蓄積されたデータに追加し、
行員の経験をデータ化。従来行員の判断が必要だった承認業務
や複雑・煩雑なオペレーションも機械化・自動化を実現していくこと
が可能となる。このフェーズをIBMでは「コグニティブバンキング」
と呼んでいる。これは、コグニティブ・テクノロジーを活用するバン
キングモデルのことを指し、従来のコンピューティングが理解でき
なかった映像、テキスト、音声などの「非構造化データ」を理解で
きるコグニティブの特性を生かし、行員の経験と判断をデータ化
して、銀行業務を自動化、高度化していくものだ。

インターネットやモバイル、ソーシャル技術の進展により、自宅にいながらにして誰でも簡単に金融サービス
を受けられるデジタルバンキング時代に突入した。FinTechを背景にさまざまな異業種プレーヤーが金融
業界に参入し、金融機関と顧客との接点を大きく変えようとしている。こうした変化に対応するために、
金融機関にはチャネル変革が求められている。従来より各金融機関が有していたチャネル機能はより
顧客側（フロント）にシフトし軽量化が進む一方、フロントとのスムーズな連携を可能とする仕組み（API）
や個別のお客様ごとのパーソナライズ化された対応が求められる。こうした背景の中、銀行を中心とした
今後の営業店のあり方や、それを実現するためのソリューションについて解説する。

コグニティブ・テクノロジーが実現する
新たなバンキングスタイル
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フロント業務から店舗内の後方業務は、今後営業店カウンター
業務の支援領域ではなく、フロントシフト化されたFintech/他業態
/渉外係の後方支援も兼ねることが必要となり、オペレーションの
統合をするためにもセンター /本部にその業務はより集中化させ
ていくことが必要である。また突発性を回避するためにも相続な
ど高度な専門的知識、スキルを要する業務は積極的に本部や集中
オペレーションセンターに移管していくことになっていく。

店内におけるフロント業務は受付 /取引・手続き内容入力を行う
ためのタブレット、あるいはお客様によるセルフサービスを可能に

するセルフ型の端末を設置。ローカウンターにおいてもタブレッ
トによる行員 /顧客の共同作業での入力方式にすることで、これ
までお客様が紙に記入していた帳票を「データ入力」に変え、行員
のオペレーションの一部をお客様自身に担っていただく。

これにより店舗のハイカウンターは廃止、後方事務もセンター /
本部に集約され、行員は事務処理に割かれていた時間を、どの
ようなお客様が、何の目的で、どこにいるかをリアルタイムに把
握し、お客様とのコミュニケーションにより多くの時間を割く
ことが可能になるのだ。

FinTech等の商流や
情報統合に自社の
サービスを連携させた
り、取引/手続きの事前
入力を担うこととなる

レジでのキャッシュ
アウトサービスが進
みATMの軽量化を
もたらす

取引連携基盤との連携に
より、現地でタブレットア
プリを活用し取引・手続
きの入力を実施。取引連
携基盤を経由して集中
センターにて取引/手続
きを完結できるようになる

外部サービスとの連携や
アプリサービスの導入、そ
れを連携させる仕組みが
チャネル機能シフトやオム
ニチャネルの形成を促す

チャネル機能はフロントに
シフトし軽量化が進む
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「カウンターを超えた事務を発生させない」営業店改革

技術の進歩や社会制度の変化、顧客の変化が顧客接点を変えていき、
いわゆるチャネル機能フロントシフトが始まっている。（図1）

たとえば、FinTech企業からさまざまなスマホアプリが提供されている
が、こうしたアプリとデータ連携することで、営業店で行う業務も、お客
様が「入力したデータ」を起点として、アプリ側に機能が移行していく。

また、他業態によるキャッシュアウトサービスも始まっていく。スーパー
のレジでお買い物の決済だけなく、現金を下ろすことができるように
なれば、営業店におけるATMの役割も変わるだろう。

そして、渉外係が携行するタブレット端末には、訪問先でオペレーション
が完結できるような仕組みが備わる。これにより、営業店に持ち込ま
れていた業務を、現地で行えるようになる。

こうしたフロントシスト化は金機関保有機能や発生業務を軽量化させ、
残存した機能/業務は、コグニティブ・テクノロジーを活用することで
さらに効率化、自動化が進んでいき、デジタルバンキング、コグニティブ
バンキングの仕組みがこのフロントシフトを支えていく。

（図 1）　チャネル高度化のための各チャネル機能の見直し
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では、具体的に営業店への改革を実現するソリューションとはどのようなものか、以下に紹介していく。

(1)事前受付タブレット
店舗に設置されたタブレット端末は、紙の帳票入力の代替ツールとして機能するだけでなく、受付から事前入力、各カウンターやブースの
誘導といった、「データ連携」の入口の機能を果たす。また、お客様の来店タイミングで「ID・パスワードが変更されていない」「住所変更手続き
が済んでいない」など、滞っている業務があった場合、それらを受付のタイミングで案内、その場で処理することで、後続の業務を軽量化
することも可能になる。

(2)行員用タブレット
行員が持つタブレット端末は、どのような属性のお客様が、何の目的で来店したか、把握できるような画面構成となる。また、役席承認や、
印鑑照合を含む取引時確認やローカウンターでの主要業務も、このタブレットでオペレーションすることが可能となる。IBMは端末の
小型化にも取り組んでおり、スマホを内線電話としても行員専用端末にも使えるかを実証しているところだ。

(3)セルフオペレーション
タブレットでは処理できない現物（納付書/現金）をお客様自身で行ってもらうための「セルフ型端末」を店舗に設置。お客様が行えない業務は、
上述した行員タブレットを用いて行員がサポートしていく。また、店舗外や、24時間365日対応には、セルフ端末を介してリモートのオペレーター
がビデオチャットなどでサポートが可能になる。

(4)対話型のオペレーション
ローカウンターやブースで、行員が顧客情報を閲覧しながら取引を確定していくスタイルは決して目新しいものではない。IBMでは、IBM 
Watson（Watson）とIBM BPM（Business Process Manager）、IBM ODM（Operational Decision Manager ）を活用し、人の判断
を不要にしていく自動化ソリューションを提案している。

IBMの軽量化店舗ソリューション

IBM BPMは全てのトランザクションを管理・連携させることで、オペレーションフリーを可能にし、
取引・手続きのスピードアップやペーパーレスを同時に実現

行員

BPMをご採用いただくことで・・・

（現状のオペレーションの特徴）
■帳票主導のオペレーション
■一人の行員が全てのオペレーションの担務
■提携先（カード会社など）への情報連携は帳票にて連携（時間を要する）

現状のオペレーションの流れ（新規/概要）
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同一プラットフォーム上で同時に実現
オペレーション
・フリー 外部連携ペーパーレス

テキスト化されたデータを連携し、
オペレーションを成立させることが
可能となり、取引/手続きの入り口
からペーパーレス化が実現可能

Point 1
カード会社などの提携先とリアル
タイムで取引/手続き連携が可能
となり、各種取引/手続きのスピード
アップを実現

Point 3

プロセスの可視化
・分析および業務改善データと
しての活用が可能

Point 4

人・ロケーション・デバイスに拘ら
ず、跨った取引/手続きスタイルを
実現可能

Point 2

（図 2）　プロセス連携
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スマホを中心とした「カンバセーショナルバンキング」へ

データを起点としたプロセス連携とコグニティブ・テクノロジー
活用の基盤が整備された先には、たとえば、スマホアプリの
高度化がある。

これは、コミュニケーションに必要な機能と銀行サブシステム・
ホストシステムとの連携機能を組み合わせ、顧客が気づかない
示唆や、次の手続きに必要な情報を聞かれる前に提示する
バーチャルアシスタント機能で、アプリ内のアバターが、アシス

タントとなって店舗と顧客のコミュニケーションをスムーズに
橋渡しする。

こうした高度化、スマート化の先には、スマホが営業店の代わり
になる「カンバセーショナルバンキング」の実現がある。

IBMは上述したような軽量化店舗ソリューションを最適な形態、
最適なステップで導入する支援を行っている。

プロセス自動化でさらなるオペレーションフリーを実現

店舗の軽量化を進めるためには、FinTech/他業態/渉外係の外部
のフロント、そして、店舗内における受付タブレット/セルフ端末/
ローカウンタータブレット、これらとリアルタイムで業務を引き継ぐ
センター/本部との連携やオペレーションの自動化を実現していくた
めにプロセス連携、自動化を実現するソリューションが必要となる。
これを実現するのがプロセス連携基盤　IBM BPMである。（図2）

IBM BPMは受付タブレットで入力されたデータをセルフ端末や
ローカウンター、相談ブース、本部・集中センターへ連携させ、ペー
パーレスや行員オペレーション事務の大幅な削減を可能にする。
そして、このオペレーションは人がやるべきか、ロボットに担わせる
かという判断も実施し、RPA（Robotic Process Automation）を
はじめとするロボット技術をより有効活用することができるのだ。

プロセス連携に必要な手続きのルールを管理するのがIBM ODM

というルールエンジン。これには、業務規程や各種法令などがデータ
ベースとして格納され、ルールは本部で一括してメンテナンスが可能。
変更結果は自動で各種システムに反映される。

また、現金管理レスも進めていくことができる。たとえば、現金を取り
扱う各種機器の有高を有高管理DBでリアルタイムに管理。成立取引
と未成立取引をプロセス連携の仕組みによりリアルタイムで分類。
これにより、締め後の精査作業をコンパクトにすることができる。

Watsonの画像認識技術とOCRを組み合わせ、スキャナーで帳票
を読み込み、帳票イメージから帳票種別と取り扱い可否を判断、
手続きに必要な情報を抽出する。これにより、納付書などの帳票
を目視確認し、必要な業務を判断する手間が省かれる。ペーパー
レス化を進め、人の判断を自動化することで、RPAの適用領域は
格段に広がる。

たとえば、来店目的が住所変更のお客様であれば、タブレットに入力した来店目的と既存の取引履歴をWatsonがマッチング、どういう
手続きが必要かをシステム側（BPM）に通知。行員の判断を要することなく画面が自動的に表示され、タブレットをベースに行員との
対話（確認）をもとにオペレーションを進めることができる。

(5)リモートオペレーション
相続などの専門的な知識やスキルを要する業務や、突発的な業務、遠方の支店での対応など、今後はリモート対応のシーンはますます
広がっていく。IBMでは、Watsonを活用することで一次対応の自動化の割合を高め、機械で対応できない業務を行員につなぐ仕組み
を構築することができる。
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