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金融サービスの新しいフィジックス
“The new physics of financial services”
～人工知能（AI）が起こす金融エコシステムの
トランスフォーメーション～
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はじめに

皆様、

人工知能（以降AI）の役割について既に様々な解説が存在しますが、その大半は技
術的要件や直近のトレンドについて記載したものです。AIが金融業界にもたらす戦略
的な意味合いについて理解するためには、十分なものではありません。
デロイト・コンサルティング・合同会社（以降デロイト）はこの数カ月、世界経済フォーラ
ムと共同研究を進めてまいりました。10カ月以上にわたり、グローバルのワークショッ
プを6回、専門家へのインタビューを200回以上行い、その結果を世界経済フォーラム
の「金融サービスのフィジックス - AIによって作り変えられる金融」のレポートにまと
めました。本資料は、同レポートにおける考察の要約です。
本レポートの目的は、金融の経営者、規制当局、政策立案者といった方々に下記の
点について理解を深めていただくことにあります。

• AIがどのように金融機関のオペレーティングモデルを変えていくか
• AIがどのように戦略的優先事項や競争原理に影響していくか
• AIの登場によって公共政策がどのように見直しを迫られていくか

Principal, Deloitte United States ;
Global Financial Services Industry Leader
bcontri@deloitte.com

The future of financial services 「金融サービ
スの将来」（2015 年）
The future of financial infrastructure: An
ambitious look at how blockchain can
reshape financial services 「金融インフラの
将来：ブロックチェーンによる金融サービス再
形成の大胆な予測」（2016 年）
Disruptive innovation in financial services: A
blueprint for digital identity 「金融サービスに
ディスラプションを生むイノベーション：デジタ
ルアイデンティティの青写真」（2016 年）

デロイトは2015年から世界経済フォーラムと共同で、金融サービスに変革を迫る力に
ついて研究を進めてまいりました。テクノロジーが金融サービスのエコシステムにど
のようなディスラプションをもたらすか、4年におよぶ研究を一連の成果にまとめてい
ます。この研究結果が金融業界の将来にむけた皆様の取り組みの一助となりました
ら幸いです。

Bob Contri

世界経済フォーラムと
デロイトのその他の共同研究

Beyond Fintech: A pragmatic assessment of
disruptive potential in financial services
「フィンテックを超えて：金融サービスのディス
ラプションの可能性についての実際的な評価」
（2017 年）

Rob Galaski

Partner, Deloitte Canada;
Global Banking & Capital Markets Consulting Leader
rgalaski@deloitte.ca
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前提事項

AIとは何でしょうか？
誰もが納得する答えはありません。AIの定義は大なり小なり異なります。
これは「AIの利用によって得られる効果」と関係があります。AIテクノロジーによって何か飛躍的な進歩があるたびに、それを支えるプログラミング
は本当の人工知能ではないという結論付けがなされるのです。その結果、AIとは何かという定義がまた一歩遠のくのです。
議論のベースとなる共通の理解を確立しなければ、建設的な議論を行うことは難しいでしょう。このことを念頭に、専門家がAIを語る際に意味して
いると考えられることを可能な限り反映し、技術用語を用いずにAIについて下記の通り定義付けします。
人工知能とは、適応能力や予測能力を持った一連の技術であり、自律的な学習能力を用いることで、次の能力を飛躍的に高めることができる。
• パターン認識
• 将来予測
• 高度なルール形成
• 高度な意思決定
• 人とのコミュニケーション
このような進歩によって金融サービスにおいて成功するために必要な要件が急速に変化しつつあります。
この根本的な変化を理解するために、今まで金融業界で成功するために必要だった要素を考えてみましょう。大規模な資産が規模の経済を生み、
立地や商品の標準化がコスト効率の高い収益成長を生み、顧客との排他的な関係・”囲い込み”が他社との競争を制してきました。取引金融機関
の変更が困難なため、顧客は同じ金融機関との取引を続ける傾向にありました。また、プロセスの効率性は労働力とスキルによってもたらされてい
ました。
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この成功要素の全てが、いずれはAIによって作り変えられることになります。テクノロジーによってオペレーションの効率化が進むと、資産規模は重
要ではあるものの、それだけでは事業の成功を担保するものではなくなります。その結果、コスト優位性を維持するためにはデータ流通の規模を獲
得する競争がより大切になるでしょう。一方で、AIによって個別のニーズにあった商品や個人に特化した対応が可能となり、標準化された商品に代
わり収益源となるでしょう。顧客との排他的な関係も差別化要因ではなくなります。デジタル化された世界においては、顧客と「愛着を持った関係」
を作れるかどうかで優劣が決まります。顧客は金融機関の変更が難しいという理由からではなく、他社にはない利点があるという理由から特定の
金融機関との取引を継続します。プロセスの効率性はAIと人間の融合により相互作用からもたらされることになります。
図表1：AIは金融サービスの成功要素を急速に変えている

いままで

これから

資産規模（Scale of assets）

データの規模(Scale of data)

大量生産（Mass production）

パーソナライゼーションや顧客経
験価値(Tailored experiences)

排他的な関係（Exclusivity of
relationships）

最適化とマッチング（Optimization
and matching）

高い切替コスト（High switching
costs）

取引継続により得られる高い利益
（High retention benefits）

人間の能力への依存
(Dependence on human
ingenuity)

AIと人間の融合によって得られる
価値（Value of augmented
performance）
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このような新しい成功要素から、今までの成功要素が通用しなくなり、新たな環境が再構築され、次のようなことが起きます。
•

今までにない顧客経験価値（顧客体験）。商品・サービスにおけるイノベーションによって、金融サービスを受けられる人が増え、より円滑で個
別のニーズに即した顧客体験が可能となる。

•

従来のオペレーティングモデルの変革。金融機関のスリム化、クラウド化、アウトソーシング活用、専門化が進み、大手テクノロジー企業への
依存度が増す。

•

競争原理が激変する。「データの共有」が競争に勝ち抜くカギとなる。大規模プレイヤーとニッチプレイヤーの二極化が進む市場においては、
最初に動いたプレイヤーと大規模なプレイヤーが有利となる。

•

公共政策が未知の領域に入る。AIの登場によって政府や社会のあり方が問い直され、人を守り、機械を規制し、金融インフラを作り変える新し
い規範の必要性が高まる。

結論は何でしょうか？競争を勝ち抜くための能力、人的資源、顧客関係、将来性といったものの大変動が起こります。過去の成功要因が断ち切ら
れ、予期せぬ方法で新しいサクセスストーリーが作られます。経営の優先順位が変わり、ステークホルダーの選択次第で新たな経営の優先事項が
決まることになります。

AI：用語解説
AIの定義については専門家の間でも意見が分かれます。AIの技術的側面については一定の統一見解がありますが、今後の経営に対する影響
について企業経営者の理解を必ずしも助けるものとはなっていません。
AIについて世界中で議論がなされる中で一定の用語がよく使われています。そのような用語を選び、最先端のコンピューティング技術という文脈
の中で、その意味を下記の表にまとめました。
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用語

意味

カスタマイゼーション

特定のプロファイルからルールを作り、一般的なデータに適用することで最適な結果をもたらすこと

意思決定

一般的なデータからルールを作り、そのルールに特定のプロファイルを適用すること

予測

将来起こることの可能性を特定すること

インタラクション

デジタルまたはアナログの伝達手段を通して人と意思疎通すること

パターン認識

データの規則性を認識すること
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価値創造（Value creation）

AIの登場により、金融機関の顧客獲得・維持の方法が変わりつつあります。AIによって今までの差別化要素がコモディティ化される一方で、市場の
大きなイノベーション機会もAIによってもたらされています。今後、顧客の金融取引の大半がAIによって自動化され、AIによって顧客の財務成果が
向上するという時代がきます。それに備え、金融機関は商品およびサービスを適応させていく必要があります。

顧客ロイヤリティ獲得の新たな方策（A new proving ground for customer loyalty）
今まで価格やスピード、アクセスといった要素が金融機関の顧客獲得のカギでした。しかしオンラインプラットフォームの登場で顧客は容易に価格
比較ができるようになり、新しいテクノロジーの登場で商品やサービスの即時配送が当たり前になりました。また、デジタル配信によってビジネス過
程での仲介業者の必要性が下がりました。
今までの成功要素の効果が薄れる中、それにとって代わる新しい方策が登場しつつあります。
•

パーソナルカスタマイゼーション。顧客固有の金融ニーズや目標に合うものを提供する。

•

エンゲージメント（愛着のある”繋がり”）。金融サービスの垣根を超え継続的・統合的につながる。（例えば、商店への需要予測サービスや自
動車故障に対する修理の予約など）

•

キュレーションをもとにしたエコシステム。個人・法人顧客や第三者から集めた情報がベースとなる。
（注：キュレーションは、多くの情報源から情報を収集・整理・要約すること）

このような方策を駆使することで、金融機関は提供価値で勝負し、顧客を維持し、差別化したアドバイスを提示し、ワンストップのソリューションを提
供できるようになります。サービスの改善とコストの抑止という二律背反する問題がAIによって解決されたことで、このような方策が可能になりました。
しかし、これらの方策は他の業界で提供されているものと競合することでしょう。そのため、金融機関は期待できる収益機会、プラットフォームエコノ
ミーにおける適正な価格が明確でなくとも、まずは動き始める必要があるのです。
事例
金融商品の垣根を超えた統合
サービス

“RBC”（Royal bank of Canada）では自動車ディーラー向けに、顧客データを基にした自動車購入需要の予
測ツールを試験中。貸付とあわせてこのツールを提供することで、自動車ディーラーが”RBC”の貸付商品を高
い頻度で勧めるよう促す。 1, 2

エコシステムのキュレーション

“Lloyds Banking Group”では、戦略的に銀行と保険の融合を進め、新たにAPIを活用した可能性を追求する
ため、デジタル戦略について毎年41億米ドル充当することを決定。エコシステムを形成し、様々なプロバイ
ダーが乱立する中で「信頼できるデータの提供者」となることを目的としている。 3

大規模なデータと分析

“中国平安グループ"では、金融、医療、自動車、住宅等の一連のアプリを提供し、8.8億人のユーザー、7千万
件のビジネス、300のパートナーを獲得している。サービスの穴を埋め、サービスの全体的な質を向上させる
ために集めたデータを活用している。 4

テクノロジー業界が張る伏線

“Google”や”Amazon”といった企業は自社テクノロジーの優位性やデータの規模を活用し、「愛着のある繋が
り」や個人の嗜好に沿った価値体験などの高まるニーズに対応している。 5
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考察

検討すべき問い
金融サービスの内外で、顧客行動のきめ細
やかな分析が非常に重要になる

商品開発と実験への意欲が金融機関の重
要なスキルとなる

金融機関は顧客が本当に求めているものを
提供できるよう、選択と集中を進める必要に
迫られる。つまり、金融サービス以外の分野
でも顧客を知り、顧客の日々の生活を向上
する機会を模索するということである。

既存金融機関が成功するためには、AIの技

大手テクノロジー企業は新規顧客獲得に明
確な優位性がある

新しく差別化要素を作れない金融機関の利
益率は減少する

テクノロジー企業は無料の商品やサービス
でユーザーの関心やデータを集める。既に
提供されている金融商品・サービスの利益
はテクノロジー企業に集約されていく。

商品の差別化を図るための新しい方策を先
送りする金融機関は、利益確保に苦労する
ことになる。価格やスピードといった今までの
指標がテクノロジーによって標準化されると
より厳しくなる。

8

術的スキル、商品開発能力、必要なデータと
いった新しい経営資源や働き方を取得する
必要がある。また、イノベーションや実験に
対する先入観を取り払う必要もある。

•

自社が追及できる最も効率的な商
品・サービスは何か？

•

他社と差別化を続けるために必要な
ものは何か？

•

この変化に対応するために金融機
関としてどのように考え方を変えて
いくべきか？新たに構築または取得
すべき能力は何か？
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セルフドライビング・ファイナンス（金融の自律的な運用）
金融商品におけるアドバイスは、多くの場合一般的で、特定個人を対象としたものではありません。またアドバイスの内容は、それぞれの顧客サー
ビス担当者の主観に過度に依存する傾向にあります。顧客のよりよい資産形成をするためには、商品や顧客の情報が必要ですが、社内でも金融
業界全体としても情報収集が容易ではないことがあります。
金融の「自律的な運用」に取り組むべきです。「自律的な運用」においては、顧客は商品やそのカスタマイゼーションについてAIベースのエージェン
トとやり取りすることになります。「自律的な運用」のエージェントは、住宅購入、老後の計画、コーポレートファイナンスなど、複雑な決定についての
アドバイスを提供し、同時に、請求書の支払いや借換えといったあらかじめ決まっている取引は自動化することになります。商品自体は、人間が担
当者として提供しているのと同様、金融機関から提供されます。
図表2：金融の「自律的な運用」は金融アドバイスの提供を全く変えうる
消費者はエージェントと対話してアドバイスを求め、
自身のニーズに合った金融商品・サービスを利用

金融機関による金融サービス・商品の提供

複雑な意思決定へのアドバイス（例）
住宅購入

老後の計画

ユーザー

コ ー ポレート
フ ァイナンス

自律的
認識・意思決定
運用エ ー
のレベル
ジ ェント 日常的な意思決定の自動化（例）
(S elf-driving
agent)

日常的な
請求書の支払・
キ ャ ッシュフロー
貯蓄

金融
サービス・
商品

融資の
借換え

データ
AIは3つの方法で金融の「自律的な運用」を可能にします。第一に、AIは商品や業者を比較し、最善の価格や顧客に最もあったものを探し出すこと
ができます。また、人間の担当者では経済的・合理的ではないレベルまで掘り下げて個別のニーズに特化したアドバイスや商品を提供することが
できます。そして、「自律的な運用」では日々の金融取引管理が見えないところで完了するのです。AIは手数料を回避し、よりよい取引を探します。
顧客目線に立ってみると、自分が介入しなくてもいい、ということなのです。
すべてのシナリオにおいて、データがカギとなります。顧客、グループ、第三者プラットフォーム、金融機関自身のデータが金融の「自律的な運用」と
その意思決定を維持する支えとなります。
金融の「自律的な運用」を提供するプレイヤーが、従来の金融機関となるのか、新規参入企業や大手テクノロジー企業となるかは現時点では定か
ではありません。また顧客の関心と商品の作り手や「自律的な運用」の提供者の関心とが合致するかどうかも定かではありません。つまり、アルゴ
リズムによる意思決定の説明責任の枠組みがまだはっきりしていないということです。
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事例
次世代の個人資産管理

初期の個人資産管理アプリは、ユーザーの資産の状況を評価できたものの、次に取るべき行動や「おすす
め」は提供していなかった。現在、”Clarity money”や”MoneyLion”といった企業は、AIを活用し、借換えや
債務管理などについて個別ニーズに即したアドバイスを提供している。

口座・資産情報の集約

“Citi”のモバイルアプリでは、各金融機関の全ての口座・資産情報を把握することができる。 6 これに対し
て、”WeChat”などのチャットのプラットフォームでは、様々な分野の金融サービスについて相互運用ができ
るようになっている。

預金や請求書支払いの自動化

“Acorns”などのアプリは、支払額を繰り上げ、端数を預金口座に送金する。決済の分野では、”Tally”などの
スタートアップ企業が顧客のすべてのカードを1つの口座に集約し、一つのクレジットラインですべての請求
書の支払いに対応している。

顧客中心の銀行インフラ

新たなクラウドベースのインフラによって、金融機関は全商品を一つのバランスシートと捉え、大胆なカスタ
マイゼーションと価格設定ができるようになっている。例えば、”Thought Machine”の中核インフラでは商品
をスマートコントラクトと捉え、ウィザードやダイレクトコードを使うことで銀行が迅速にカスタマイズや展開を
できるようにしている。

マル チ プ ロ バ イダ ーの プ ラ ッ ト
フォームによる資産管理

個人のニーズにあった商品・機能の「おすすめ」を提供することで、マルチプロバイダーのプラットフォーム
が徐々に力をつけている。例えば、”Credit Karma”は当初はローン販売で成功したが、金融のアドバイス
ツールを構築し、より幅広い顧客体験のコントロールを目指している。 7

考察

検討すべき問い
顧客体験を制するものが最大の利幅を得る

顧客との対人コミュニケーションは減少する

金融の「自律的な運用」はデータの集積が進
むほど正確さが増すため、顧客との接点の
ある業者は顧客を維持することができる。
よって顧客体験を制するものが、市場を支配
し、利益の大半を手にすることになる。

顧客体験が自動化されるため、金融機関が
人を介して顧客と接する機会は減少する。た
だし、顧客との接点は残り、今まで以上に重
要でアドバイス提供に主眼を置いたものになる。

金融機関はアルゴリズムにあわせた変革を
迫られる

コンダクトリスクはより大きくより少なくなる

金融機関は顧客へ直接アクセスする機会を
失う。最適化されたアルゴリズムによるエー
ジェントを介して、いかに顧客へアクセスする
かが差別化要素となる。

「自律的な運用」がセールス担当者にとって
代わるため、コンダクトリスクは著しく減少す
る。その代わり、不正行為が起きた場合の影
響はより大きくなる。

10

•

将来的な「自律的な運用」の中で、
自社はどのように位置付けられる
か？

•

顧客を喜ばせるために、早期に成果
を創出する打ち手は何か？

•

金融の「自律的な運用」がチャネル
の1つになると、全体のチャネル戦
略はどのようになるか？
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オペレーティングモデル（Operating models）

AIが影響を与えるのは金融機関のフロントだけではありません。バックオフィスにも変革をもたらし、バックオフィスの一部を事業化できるほど大きく
進化させる可能性があります。しかしバックオフィスにおいても、組織と同様に、AIがもたらす人材への影響が進化のスピードに対する歯止めとなる
可能性があります。競争力を維持するために、金融機関は人材とテクノロジーの相互作用を慎重に管理する必要があるでしょう。

コストセンターからプロフィットセンターへ（From cost center to profit center）
AIによって、金融機関は自社の最先端のサービス（centers of excellence）を他社へのサービスとして展開することができるようになりますが、一方
では、それ以外の機能のほとんどが外部委託されることになります。なぜでしょうか。全てに秀でるのは難しいからです。効率的ではあっても最高と
は言えないプロセスについては、時間が経てば競合他社も真似をするようになるでしょう。一方で、AIによって最高レベル達したプロセスについて
は、急速に進化していくため、他社が追随するのは不可能となるでしょう。その時点で、その最先端のサービスは他社に脅かされない優位性とな
り、その金融機関にとって持続的な収入源となるのです。
図表3：バックオフィスにAIが導入されることで金融機関は自社の最先端サービスを他社へのサービスとして展開できる
従来のモデル
金融機関
アクティビティ1
アクティビティ2
アクティビティ3

− 金融機関は、AI を活用して特定のプロセスを
最高レベルとする。 一方、 そのほかのプロセ
スは最高とは言えないレベルに留まる
− すべてのプロセスを自社にて最先端のサービ
スとすることは困難
− 長期的には、競合他社は 一定の 効率化 を実
現した金融機関を真似するよう になり、 優位
性を維持し続けることには限界がある

バックオフィスの「サービス提供」モデル

データ連携・
処理
外部サービス活用

フィンテック専門家

外部サービス活用

サードパーティの
提供サービス

最先端サービス

他社の現業

(Center of excellence)

継続的な
改善

データ

先進機能

− 金融機関は、 AIを活用して特定のプロセスを
最高レベルとし、 最先端のサービスとして提供
する

金融機関

業務
データ

− このプロセスはサービスを利用する競合他社
からのデータに基づき、 継続的に改善していく
改善は他社が追随できないスピードで進んで
いく
− 最先端のサービスによる優位性は、 維持し続
けることが可能であり、継続的な収益源となる

他社の現業

非効率機能

データ

業務
データ

AIがバックオフィスのサービス化以外に影響を及ぼさないというわけではありません。知能技術は、金融機関がクラウドベースのアーキテクチャを
使うなど、オペレーションの近代化を図りはじめた時期に登場してきました。クラウドへの移行は、第三者のサービスに接続したらすぐ使える状況を
生み出しています。また、クラウドによって社内の最先端サービスを事業化することも容易になりました。加えて、事業化されたものがAIによってさ
らに進化すれば、AIの継続的な学習と改善のためのより多くのデータを収集することも可能なのです。
このプロフィットセンターのシナリオにおいては、最初に動くプレイヤーが優位に立ちます。オープンソースのAIの環境では、アルゴリズムを真似す
ることは難しいことではありません。膨大な質の高いデータを集めてくることのほうが難しいのです。
クラウドでソフトを提供する既存の”SaaS”（software-as-a-service）において、AIベースの外部委託サービスの青写真が示されていると言えるで
しょう。既存の金融機関は魅力的なサービスとなりうる自社の最先端サービスをどのように構築すべきか検討する必要があります。必須の効率性
を満たすために競合他社へ自社が保有するデータを開放する必要がでてきますが、一方で、自社が保有するデータの価値を守るにはどうすれば
いいか、というジレンマもあります。バックオフィス処理の外部委託にかかるデータ規制が、金融サービスのグローバル化に影響を与える可能性も
あります。さらには、データセキュリティやクラウドアーキテクチャについての懸念もいまだに払拭されてはいません。

11
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事例
モジュラー・マイクロサービス・
アーキテクチャ

IDCでは2021年までに、80％のアプリケーション開発がマイクロサービスやクラウド機能を使ったクラウドプ
ラットフォーム上で行われることになると予測している。 8バックエンドでは、クラウドのインフラが金融機関の
IT関連費用の3分の1を占めるようになり、金融機関のレガシーテクノロジーから最新のプラットフォームへ
の移行が進むにつれて、その費用は年率20％以上伸びる。 9

データの好循環

AIによって金融機関はサービスを改善し続ける「データの好循環」を得ることができる。 10 グーグル翻訳
や”Spotify”の”Discover Weekly”、フェイスブックのタイムラインのアルゴリズムなどが良い例で、AIをベー
スに構築されたサービスはユーザーとのやり取りを通じで徐々に進化している。ゼロから始めたプレイヤー
がこのようなサービスに対抗するには相当な苦戦を強いられる。

最高レベルのプロセスの事業化

既存金融機関が優れた社内サービスを作った上でそれを事業化した2つの事例として、”BlackRock”および
中国平安グループが挙げられる。”BlackRock” CEOの”Larry Fink”は、”Aladdin”から同社の収益の30％を
生み出したいと述べている。 11 中国平安グループの”OneConnect”は、コアバンキングの技術や最先端の
AI能力などあらゆるものを含んだ社内の最先端技術インフラで、同社はこの技術をサービスとして提供し、
現在中国で500行以上の銀行に利用されている。 12

考察

検討すべき問い
オペレーションの効率性が競争の差別化要
素ではなくなる

サービスを提供する業者が市場支配力を握る

大多数の金融機関が同じような機能を使う
ため、バックオフィスのプロセスは均質化が
進み、金融機関は新たな差別化要素の開拓
を迫られる。

サービス提供の効率性がさらに高まり、その
サービスを利用するため金融機関は高い切
り替えコストに直面するが、サービスを提供
する業者は高い利幅を獲得することができる。

重複が減少し一極集中が加速する

人材が金融機関からサービス提供業者へ移る

重要なシステムの数が減る一方で、特定の
システムへの依存度が高まる。システムの
不具合が金融機関に大規模な影響を及ぼす
など、システムリスクが高まる。

金融機関が他社サービスを利用するように
なると、サービス提供業者に仕事がシフトし、
職務内容が大きく変わってくる。

12

•

最先端のサービスを構築するにはど
のような能力が必要か？

•

外部委託せずに社内で構築すべき
プロセスはどの分野か？

•

データ規制が金融サービスのグロー
バル化にどのように影響するか？
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人材に係る課題の解決（Finding a balanced approach to talent）
AIという文脈において人材は扱いにくい話題です。AIの短期的な目標は、同じことをよりうまく行うということにありますが、その結果、金融業界では
新たな仕事が生み出されるより早いスピードで仕事が失われていくことになります。長期的な人材戦略のない中で仕事の削減が進むと、AIがもた
らす大きな機会を取り逃すことにつながりかねません。
AIが形作るビジネスモデルや競争原理によって、まったく新しい人材の必要となる機会が生まれる可能性は多いにあります。このような新たなビジ
ネス環境で成功するためには、職務、文化、報酬について今までとは明確に異なる戦略を基盤とする必要があります。順応に失敗すると次のよう
な結果を生むことになります。
•

イノベーションを生まない膠着状態。最初の実験段階から縦割りが残り、新たな機会に触れられるのはごく一部の限られた人材のみ。

•

短期で近視眼的な物の見方。重複を排除しても、階層的・官僚的な環境が残り新しい働き方を阻害する。

•

現状維持だけが重視される戦略。報酬や表彰、人材の引き留め策などがビジネスの成長という目標の足枷となる。

つまり、金融業界は歴史的な人材への投資不足に陥っているということです。それを食い止めるために。金融の経営者は人材ニーズの管理につい
て、今までとは違うどのような方法を取るべきか熟考するべきなのです。新しいビジネスモデルに必要なのはどのような人材でしょうか。どのように
すれば技術の変革についていけるのでしょうか。さらに、このような変化を受け、政府の役割も再考されるべきです。この点については後ほど記載
します。
事例
バックオフィスにAIを導入する

金融機関のバックオフィスでは通常何千人ものスタッフが顧客の要望やレポーティングに対応している。申
請関係の7割を書面で処理していたあるヨーロッパの銀行では、デジタル化と自動化によって、スタッフが書
類処理にかける時間のうち、7割が削減された。 13

フロントオフィスにAIを導入する

“JP Morgan”の資産運用グループでは、トレーディングデスクの効率性と収益性を高める機械学習のソフト
ウェアロボットを開発している。 14金融機関が検討できるAI活用の機会として、コンタクトセンターがある。例
えば”Amazon Connect”では、既存設備やスタッフに大幅に取って替わるものとしてクラウドベースでAIを活
用したソリューションを提供している。 15

AIを活用した組織における

今日必要とされる知識や能力と、競争力を維持し続けるために将来必要となる知識や能力には大きなミス
マッチがある。この問題を受け、”Scotiabank”、”BNP Paribas”、”BlackRock”といった既存金融機関の中に
は、既存の人材の再教育に着手し始めているところもある。 16, 17, 18

再教育
AIを活用した組織における
文化の転換

人材の再教育とあわせて、求めるスキルや能力を取り込み、引き留めるためには組織文化の再構築が必
要となる。職務の拡大や、意思決定の権限を貢献度の大きい個人に与えること、AIを採用しやすいような魅
力的な環境を作ることなどが含まれる。

13

The new physics of financial services | How artificial intelligence is transforming the financial ecosystem

考察

検討すべき問い
金融機関が必要とするスキルが明確ではない

人材の価値には新しい投資が不可欠

金融機関として、また個人として必要な職務
や職責の明確な展望がないままに再教育が
なされようとしている。長期的なビジョンや組
織的な戦略がなければ、スキル不足に陥る
金融機関や職を失う人材が現れることになる。

人材戦略を庶務の問題と捉えがちで、戦略
的な成功への道筋だと捉えていない金融機
関があまりにも多い。金融機関は、人材の進
化がそれ以外の分野における投資の成功を
左右するということを理解する新しい枠組み
を模索している。

変化への抵抗は数々の間違ったスタートに
行きつく

人材管理は競争優位の源泉

変化への最大の障壁は人的要因によっても
たらされる。トランスフォーメーションに向けた
スタート時点で、時間、労力、投資を惜しむこ
とが、変化への障害となる。

ポリシー、プロセス、組織構造を発展させ、新
しい人材のあり方を構築できた金融機関は、
事業のトランスフォーメーションにうまく対応
できる。

14

•

より効率的に人材のトランスフォー
メーションを達成するため、金融機
関の経営陣は今までとは異なるどの
ような方策をとるべきか？

•

金融サービスが発展し、新しいビジ
ネスモデルで成果を出すために求め
られる人材像はどのようなものか？

•

人材のトレーニングや学習、適応に
はある程度時間がかかるが、金融
機関はどのようにトランスフォーメー
ションを加速できるか？
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競争（Competition）
AIによって顧客の検索・比較コストが低減し、金融サービス市場は二極化へ向かうことになります。大規模なプレイヤーについてはリターンが増大
し、一方で、ニッチでアジャイルなイノベーションを起こすプレイヤーについては新しい機会を得ることができます。金融機関同士がデータの多様性
を競い合う中で、既存および潜在的な競合他社との連携を模索する金融機関が増加しますが、一方で、戦略上またオペレーション上のリスクもは
らむことになります。

市場構造の二極化（Bifurcation of market structure）
AIは市場構造を二極化し、大規模なプレイヤーとアジャイルなイノベーションを起こすプレイヤーに有利に働きます。いったん二極化が進むと、中
規模金融機関は市場から姿を消すでしょう。
図表4：AIは市場構造を二極化する
大規模なプレイヤー

中規模金融機関

少数ではあるが、大規模な
プレイヤーの統合が起こる

中規模金融機関
がなくなる

ニッ チなプレイヤー

現在の市場構造

ニッチでアジャイルなイノベー
ションを起こすプレイヤー
が急増する

将来の市場構造

二極化が進む理由は何でしょうか。AIのプラットフォーム上では、ローンや保険など価格に左右される多数の金融商品については、顧客は積極的
に低コストの業者へ向かうことになります。コスト以外のニーズのある顧客については、最適化のアルゴリズムによって最もニーズにあうニッチな商
品を探すことになります。AIによって金融機関がこのような需要に対応する商品を作るコストも低減するでしょう。
このような状況の下、中規模金融機関は厳しい勝負を強いられます。大手金融機関がAIを活用したサービスを展開しはじめると、中規模金融機関
は生き残りをかけて必死に投資しようとするでしょう。
このシナリオのもとでは、資産の集約が進むため、金融当局はどのように対応するかの判断を迫られます。新規参入の規制障壁を緩和する圧力も
高まるでしょう。国際展開している金融機関が他国の市場へ積極的に展開していくこととも考えられ、大手金融機関への集約がどの程度国境を越
えたものになるかについては、今後議論の余地があるところです。

15
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事例
資産運用における市場の
二極化

大手金融機関と中規模金融機
関の投資のギャップ

上場投資信託（ETF）市場においては、ロボアドバイザーなどの自動化プラットフォームによって投資や手数
料のシームレスな最適化が進んでいる。一方、AIの活用やクオンツ運用により他とは異なるリターンを目指
すイノベーション企業によって、まったく新しい種類のファンドが登場しており、コストや人員の増加を必要と
せずにでも急激に拡大する可能性がある。
資産規模の小さい金融機関はAIとデジタル化のトランスフォーメーションにおいて大手投資会社から立ち遅
れている。DBRリサーチの調査によると、500億米ドル以上の資産規模の金融機関の48%が既にAIソ
リューションを取り入れている。一方で、10億から100億米ドル規模の銀行では7%のみであった。 19中規模
金融機関では投資予算が限られており、テクノロジーベンダーにより大きく依存していることも理由として考
えられる。

考察

検討すべき問い
大規模プレイヤーは選択と集中が可能で、効
率性が増す
比較・検索サイトなどで「おすすめ」されること
を維持するために大規模プレイヤーは自社の
規模の経済を最大限生かす。そのために、主
要商品に集中し、価格やパフォーマンスを損
なう可能性のあるその他の活動からは撤退する。

中規模プレイヤーの集約が進む
金融業界の集約が進むと考えられ
る中、成長するため、または生き残
るために、海外展開をどのように舵
取りすべきか？

•

中規模金融機関は買収されないた
めに何をすべきか？ニッチな能力を
構築する、AIの中で選択的な投資を
する、パートナーシップを模索する、
など。

•

新規参入のオペレーション上の障壁
がなくなる中、サービスレベルを維
持し、競争を促し顧客を保護すると
いった規制の変更に金融機関はど
のように対応すべきか？

中規模金融機関の収益性が落ちるため、
大規模プレイヤーの買収ターゲットとなる。

新規参入コストの低減で商品供給を担う新た
な業者が現れる

商品ラインアップの幅が広がり多様性が高まる

イノベイティブな起業家が新たに会社を立ち上
げ急速に拡大する。このような会社は、既存
金融機関とは全く異なる存在となる。

ニッチなプレイヤーが市場に参入し、今まで
満たされていなかったニーズに対応するよ
うになるため、顧客の側ではより自分の金
融ニーズにあった商品と出会うことができる
ようになる。

16

•
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データ連携に対する懸念（Uneasy data alliances）
データ連携は勝ち組と負け組を生み、周辺に押しやられる金融機関とエコシステムの中心となれる金融機関にわかれることになります。
勝ち組となるか負け組となるかにかかわらず、金融機関が見据えるAIの活用機会はおそらく短期的なものです。より正確なモデル、より複雑なAI
の活用に必要なデータの質と量を得るためには、他社とのパートナーシップが近道かもしれません。エンドユーザーへのアクセスを得ることで、
データの好循環につながる可能性も高まります。
しかし、パートナーシップのリスクは長期的なものです。特にプラットフォームや「自律的な運用」のエコシステムにおいては、顧客体験は勝ち組企
業に独占される可能性があります。勝ち組企業は市場に過大な影響を与え、その他の業者を追いやります。ただし勝ち組企業でさえ、自社のパー
トナーシップを分断しかねないセキュリティや個人情報保護のリスクをより多く抱えることになります。大手テクノロジー企業と既存金融機関が保有
するデータにギャップが広がり続ければ、勝ち組企業さえも優位性を損なう可能性があります。さらに、パートナーシップによって身動きが取れない
状態になる可能性もあります。パートナーシップから得られるデータ流通に過度に依存することで、長期的にはその金融機関の有益ではない連携
が無駄に長引くこともありえます。
こういった懸念はもちろん対処できるもので、業界によっては既に対応が進んでいるところもあります。オープンバンキングにおいて、金融機関は対
処できるのでしょうか。答えが出るにはある程度時間が必要でしょう。

事例
提携の拡大

“JP Morgan Chase”、”Amazon”、”Berkshire Hathaway”の3社は社員健康保険に関して提携しており、こ
れは提携による利点を把握するヒントとなる。 20 この提携では、ビッグデータとテクノロジーを駆使してイン
センティブを調整し、顧客とのつながりを強化して、臨床・行動保健に係るターゲットプログラムを改善してい
る。しかし、この提携によって最終的には”Amazon”が金融サービスにディスラプションを起こすのではない
かという懐疑的な見方もある。

新規参入の急増

イギリスのオープンバンキング・スタンダードや、決済サービス指令（PSD-2）の施行を受けて、多数のニッ
チ業者が登場している。”N26”などの新たな金融機関や”Squirrel”や”Klarna”といった第三者業者がヨー
ロッパ全域に急拡大している。このようなプレイヤーは、既存金融機関からデータを取得して自社のオペ
レーションに活かしているが、既存金融機関からの相互アクセスは認めていないプレイヤーもいる。

テクノロジー企業との緊張関係
の拡大

”Google Pay”や”Uber’s Credit Card”といったテクノロジー企業は、金融データにアクセスし、取り込むため
の商品を開発している。このような取り組みは金融業界の変化と異なる様相を呈しており、差別化のために
データの重要性はますます高まり、取引から得られる利益は減少する。よって、テクノロジー企業と金融機
関の間の競争上の緊張関係は拡大する可能性が高い。

アジアにおけるエコシステムの
登場

アジア各国において新しい金融サービスのエコシステムが登場しつつある。”Wechat”といった既存のプラッ
トフォーム上でアプリを展開する泰康保険（Taikang Life）などの企業もある。”Wechat”は顧客データを金
融機関に提供し、金融機関同士もつなげている。このプラットフォーム自体の重要性は増しているが、金融
サービスの業者は顧客の好み次第で乗り換えられる。
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考察

検討すべき問い
パートナーシップ構築が重要な要素となる

適切なデータ連携を構築し、連携から生じる
緊張状態をうまく緩和できれば、金融機関は
ユニークで差別化された商品の提供や顧客
理解を継続的な改善を実現することができる

大手テクノロジー企業がデータと顧客体験の重
要な発信源となる
データ優位性があることから大手テクノロ
ジー企業が金融の価値命題を決定づける。
既存金融機関は顧客やデータに迅速にアク
セスするため、このような大手テクノロジー企
業と連携する。

緊張の高まりで提携の継続性が脅かされる

データ共有を制限することで不利益を被る

エコシステムの中心的存在という位置づけを
獲得した金融機関は、その他の業者をコモ
ディティ化されたサービス提供者へ追いやる
ことができる。ここで緊張関係が高まり、連携
の継続性に限界が生まれる。

データ共有に反対する金融機関は、AI 能力
を開発するのに必要なデータ連携に苦労し、
競争力を失うリスクにさらされる。
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•

競争力を維持するため、第三者が
提供するデータへ最も依存している
商品・サービスは何か？

•

テクノロジー企業と金融機関のパー
トナーシップにおいて、顧客体験をコ
ントロールしているのはどちらか？

•

小規模な金融機関について、既に
大手金融機関とパートナーシップが
ある大手テクノロジー企業に対し、ど
のように効果的に交渉することがで
きるか？
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公共政策（Public policy）
AIについての議論の中心にはデータがあります。膨大な量のデータが好循環を生みますが、一方では、競合しない機能については金融機関が既
存データを共有し、共通のソリューションを構築することが起きるでしょう。共通のソリューションは、金融機関相互のオペレーション効率の向上だけ
ではなく、金融システムの安全性の向上にもつながります。
しかし、規制上の問題を考慮する必要もあります。金融機関、その他業種においても、どのようにAIを活用できるかは、個人情報保護とデータの可
搬性にかかるルールに影響を受けます。さらに、社会や経済の健全なあり方に対するAIの潜在的なリスクも考慮する必要があります。このような
課題を解決できれば、大きなトランスフォーメーションをもたらすAI能力のさらなる活用を促すことになるでしょう。

共通課題に対する共同の解決法（Collective solutions for shared problems）
今日の金融システムにおける課題の中には、AIを活用したユーティリティによって解決できる可能性があるものがあります。データの非対称性が、
不正防止やマネーロンダリング防止、その他金融システムの安全性と信頼性を担保しているプロセスを阻害していますが、ユーティリティはそれを
解決します。一つの金融機関におけるプロセスの問題解決がエコシステムにおける他の金融機関に波状的に広まることを考えると、この解決策は
大いに意味があります。
金融システムの安全性・信頼性にかかるプロセスは、金融機関の戦略とは直接関係するものではなく、また、商品特性にかかわらず汎用的なもの
が多いため、柔軟性や効率性のために共同化するメリットが大きいと言えるでしょう。データセットを共有し、そこからAIがパターンを認識し、金融機
関の垣根を超えて脅威への対策を作り上げることができます。
図表5：共有データをもとにAIを活用して構築した共同ツールによって、より安全で効率的な金融システムが可能となる
従来のモデル

共同の解決法

プロアクティブな対応
悪人・ 常習犯

金融機関 # 1

金融機関 # 2

金融機関 # 3

業務

業務

業務

データ

データ

データ

悪人・ 常習犯

金融機関 # 1

金融機関 # 2

金融機関 # 3

AIによる予測モデル

対応の遅れ

対応の遅れ

対応の遅れ

共有されたデータ

共同の解決法にはリーダーシップや投資が必要であり、さらにそれが参加者へ継続した利益をもたらす必要があります。ユーティリティや業界機
関、個別金融機関の間で、過失やコンプライアンスの不履行についてどのように法的責任を分担するかについても合意が必要です。さらに、金融
規制やデータ規制の多様性を考えると、多国間での共通の解決策を作れるかという問題もあります。このような課題について次の項目で議論します。
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事例
予算の膨張

共通のリスク

取引モニタリングの改善

業界機関の登場

2009年から2017年の間、コンプライアンス不履行に課せられた罰金の総額はグローバル全体で3,450億
米ドルに上り 21、グローバル全体で89%もの金融機関の経営幹部が2017年から2019年の間もコンプライア
ンスのコストが上昇すると予想している。 22当局の関心は、レバレッジや資本の要件に加えて、金融犯罪、
個人情報保護、データセキュリティといった共通の問題についても高まっている。
リアルタイム決済はリアルタイムの不正につながるという懸念が大きい。イギリスでは、リアルタイム決済
サービス”Faster Payments Service”導入後、不正が 132%増加した。 23自動化によって保険の不正は 2 倍
になると予想されている。 24AI テクノロジーの拡大によって、様々な業界で新しいサイバー犯罪や新たな脅
威が生まれると専門家は指摘している。
”ComplyAdvantage”や”Shift Technology” といった企業では、AIを活用したアルゴリズムが取引の監視に
大きく役立っている。”ComplyAdvantage”では、マネーロンダリング防止リスクのデータについて、間違った
警告が84%削減されたとしている。”Shift Technology”ではAIを使って保険会社の不正な保険請求への対
応に役立てている。 25
SWIFTや”EarlyWarning”といった業界機関では、金融システムの大きな脅威に対抗するため、AIやデータ
集約の強みを活用したサービスの開発に着手している。SWIFTは新たにAIを活用した不正コントロールシ
ステムを立ち上げつつある。”EarlyWarning”は、アメリカ最大手銀行が集まって立ち上げた不正とリスク管
理のテクノロジー企業である。

考察

検討すべき問い
金融システムの安全性は劇的に向上している

効果的なコンプライアンスはコモディティ化する

市場全体のデータを活用したリアルタイムの
スキャンニングが、金融機関の脅威に対処す
る能力、悪意ある活動を未然に防ぐ能力を劇
的に高める。

コンプライアンスサービスを金融機関が共有
するようになると、コンプライアンスの効率性
が競争力を左右するものではなくなり、同じ
競争の土俵に立つことになる。

説明責任とコントロールがいっそう不透明に
なる

経営陣の優先事項は競争を勝ち抜く方策に移る

金融機関が共有するユーティリティが一定の
プロセスを担うようになると、そのプロセスに
伴う説明責任を金融機関はユーティリティに
任せようとする。一方で、規制当局はプロセ
スが共有化されても個別金融機関へ説明責
任を求める。

経営アジェンダや投資について金融機関の
自由度が増す。その結果、経営陣の関心は
規制やシステムの保護から自社の戦略的優
先事項へと移る。
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•

金融機関が共有するユーティリティ
について、参加者の利益を一致させ
るために正しい枠組みはどのような
ものか？

•

ユーティリティや業界機関、個別金
融機関の間で、過失やコンプライア
ンス不履行にかかる法的責任はど
のように分担されるべきか？

•

金融およびデータにかかる規制が
多様化する中で、国境を跨いだ解決
策は可能か？
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規制と倫理のジレンマ（Regulatory and ethical dilemmas）
各国政府が国民を保護し、国民の権利を明確にするための新しいルールを模索する中、グローバルのデータ規制はかつてない変化を遂げていま
す。このようなルールは、AIの発展に多くの点で影響します。
•

クラウドベースのサービスの活用。金融機関によるクラウド活用についての規制は国によって異なっており、ヨーロッパにおいてより厳しい。
テクノロジー企業は、新しい能力の開発にルールの緩い地域を活用する。

•

個人データの活用。新しい個人情報保護とデータ保護の規制で、個人データの収集・移転・保存が制限される。その結果、データ連携の管
理はますます難しくなる。一方で、消費者の「自分のデータをどのようにビジネスに使わせるかをコントロールできる権限」が増している。

•

金融データへのアクセス。ヨーロッパにおける規制では、既存金融機関は顧客の金融データを（顧客の要望を受けて）第三者に開放すること
が義務付けられている。しかしこのデータ開放は一方通行である。第三者は、見返りとして金融機関に非金融データを提供する必要はない。
つまり、大手テクノロジー企業は、金融データとその他大量の個人データを合わせて活用し、新しいAIのモデル構築にむけた有利なスタート
を切ることができる。

上記以外のAIのリスクについては金融当局の管轄外ともいえるが、次のような事柄に影響を与える。
•

金融の安全性。AIによって、国内外のシステム全般の結びつきがより緊密になるため、金融業界はより大きなウィルス伝染のリスクにさらさ
れる。

•

グローバルと地域の経済成長。AI開発にまつわる競争が地域紛争の種になることから、AIによってグローバル社会が分裂する可能性がある。

•

消費者保護と公益性。AIによってより多くの人が金融アドバイスを受けられるようになる一方で、一部の人は金融サービスを受けられない状
態が継続する。

•

雇用と人的資源。AIによって型にはまった仕事に従事する人材の必要性が下がり、職を失う人も出てくる。

•

他業界からの学び。AIは市場の支配権の過度な集中を生みやすく、収入の不均衡を生む。

AIがもたらす良い面がある一方で、経済や社会の健全なあり方を成り行き任せにすることはできません。

事例
決済サービス指令（PSD-2）と
一般データ保護規制（GDPR）

ヨーロッパ全体でのより革新的な決済を目的としてEUの決済サービス指令（PSD-2）の修正が2018年1月
に施行された。一般データ保護規制（GDPR）とPSD-2により、データの不適切な取扱いに対して厳しい罰
則が科せられることとなり、金融機関は第三者へのデータ開放の必要性を慎重に吟味する必要に迫られて
いる。 26

オープンバンキング

金融サービス全体でオープンバンキングを義務化したのは国としてはイギリスが初めてである。2016年の
競争・市場庁のレポートでは「歴史のある大手銀行は顧客獲得に懸命になることを迫られてははいないが、
小規模銀行や新たな銀行は成長・市場へのアクセスに苦戦している」と述べられている。 27

中国のエコシステムの台頭

中国にはオープンバンキングの枠組みはないものの、フィンテックや第三者の業者をサポートする金融シス
テムとなっている。既存金融機関と”Wechat”や”Alipay”といったテクノロジー企業の間のアプリケーションプ
ログラミングインターフェイス（API）によって、テクノロジー企業のプラットフォームが金融機関同士のデータ
流通を相互に促すレイヤーとして機能している。 28

21
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事例
アメリカスタイルの自由放任

アメリカにおいては、個別銀行がデータ集約型企業と二社間関係を結ぶなど、データ共有の提携は強制で
はなくよりアドホックな形で起きている。規制当局は現時点でイギリスやヨーロッパと同じような規制の枠組
みを導入する意向は示していない。 29 しかし、議会は個人情報保護やデータ保護に関して"Facebook"、
"Google"、"Twitter"といった大手テクノロジー企業を公聴会に招いており、これが新しい規制につながる可
能性もある。 30

その他の潜在的な規制

世界各国政府では、データ開示の体制を大きく変更することが検討されている。オーストラリア、シンガポー
ル、カナダ、イランなど多数の国がオープンバンキング規制のモデルに類似したものを検討している。3132

考察

検討すべき問い
既存金融機関は競争力を維持するためデー
タ規制作りに協力する必要がある

今日作られたデータ規制は長期にわたって金
融市場に影を落とす

データ規制は広範囲で複数業界にまたがり
経済全体に影響するもので、既存金融機関
が引き続き顧客体験を制するために必要な
外部データを取り込めるかどうかを決定づける。

多くの国においてデータ規制作りはまだ途上
であるが、規制が固まると、今後何年もの間
金融市場に影響を与えることになる。

AI を活用した独自のサービスとオープンバン
キングによるデータ活用により、フィンテック
企業が躍進する
データポータビリティの厳しい要件により既存
金融機関の優位性が薄まり、ビッグデータの
分野においてはフィンテック企業がより効率
的に競合するようになる。

22

個人情報の流通管理にはデジタルアイデンティ
ティのシステムが重要となる。
消費者が自分のデータの使い道を管理でき
るようになる中、同意や承認を容易に管理で
きる方法が必要となる。デジタルアイデンティ
ティのシステムがその解決となりうる。

•

新しいオープンバンキングと個人情
報保護のルールは全世界でどのよ
うなものとなるか？また金融機関は
どのような影響を受けるのか？

•

国際的なデータの流通にどのような
規範が構築されるか？ルールが多
様化する中、多国間のデータ流通に
どのように影響するのか？

•

不適切なデータ使用やデータ共有に
対する消費者の懸念はどのように解
決されるべきか？
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まとめ
AIを理解し採用していくのは長い道のりです。その道のりの中では、経済、社会、政治の変化といった向かい風や追い風の影響も受けることでしょ
う。また、これは単独で進むべき道のりでもありません。
金融サービスの将来は、新しいテクノロジーの恩恵を十分活用できるかどうかにかかっています。AIという新しいテクノロジーによって、フロント・
バックオフィスのオペレーションも劇的に変化しており、金融市場の構造や規制は大幅に転換し、社会が解決すべき課題も浮き彫りになっていま
す。協力しあって取り組まなければ、このような課題に打ち勝ち、ビジネスや社会のためになるようAI活用による利点を引き出すことはできないで
しょう。

次のステップは何でしょうか。当社は次の点を提案しています。
•

短期的な価値創出を継続する。ただし、短期的な優先事項がAIの長期的な影響の理解や、トランスフォーメーションに備えた適切な投資の妨
げにならないようにする。

•

戦略的連携を構築する。共同で問題解決にあたるためにオープンフォーラムを利用する。共有・連携することで得られる能力を、監督責任を全
うするために活用する。

•

政策立案者と連携する。金融システムの様々な部分にAIがどのような変化を促すかを注視し、その緩和策を模索する。

この提案をもって本レポートを締めくくります。金融サービスにおけるAIは、個別金融機関、経済、社会にとって長距離飛行のようなものです。うまく
対処するためには地道でたゆまぬ努力が必要です。AIによって複雑さは増すのでしょうか？答えはイエスです。AIは進歩をもたらすのでしょうか？
この答もイエスです。
世界経済フォーラムでは金融におけるAIの影響について引き続き調査・分析してまいります。皆様のご意見を伺い、皆様と公式・非公式に議論を
継続できましたら幸いです。
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