
 

銀行業務およびリスク管理
における人工知能（AI）

新時代のアナリティクスに後れをとらず、
メリットを享受するために
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はじめに：生き残りに向けた道筋

それは現実でしょうか、あるいは誇大宣伝でしょうか？ 急速に台頭し、

大々的に宣伝されるテクノロジーは常に、その種の懐疑論を引き寄

せます。今日の技術市場において何よりも熱く沸き立っている「人工

知能（AI）」も、その例外ではありません。しかし、AIは、ITをめぐる

ブームと現実に関する既存のパターンや仮定のいずれにも当てはま

りません。逸話的事例と市場調査の双方において示唆されているの

は、「AIには商業界の関心が殺到しており、ビジネスやその他の社会

的側面に対するAIの影響はゲームチェンジングであり、画期的であり、

革命的でさえあるという期待が高まっている」ということです。

確かに、機械学習、自然言語処理、ロボティック・プロセス・オートメショ

ンを含む様々な利用形態におけるAIは、ビジネスでの応用の観点か

らは、まだ初期段階にすぎません。また、恐らく逆説的に聞こえると

思われますが、このテクノロジーは完全に新しいものではありません。

科学としてのAIは、半世紀を優に超える歴史があり、大衆文化（例：

映画『2001年宇宙の旅』）を通じて、あるいはチェスで人間を打ち負

かしたことに関して、以前から広く知られています。しかしながら、ビッ

グデータ時代におけるコンピューティング・パワーの向上を受け、今

現在の興奮の対象は、自動運転車両から癌の発見・治療に至るまで、

私たちの生活のほぼ全ての側面に破壊的変革をもたらすAIのポテン

シャルです。そして、それらの高い期待は、非現実的な曲解の結果と

は思われません。

そのことは、Global Association of Risk Professionals (GARP) 

とアナリティクスのリーダーであるSASが最近実施した調査で明ら

かになった重要ポイントの1つでもあります :  約5分の4の回答者
（81％）が、AIテクノロジーは既に所属組織にメリットをもたらして
いる、と回答しています。

過半数が、AIシステムを最適化とフォーキャスティングのために利用

中と回答しており、機械学習がそれほど大きな差を空けずに34％で

続いています（機械学習での利用を計画中の回答者は46％）［次ペー

ジの上の表を参照］。

また、実践上または運用上の課題が数多く存在しており、その範囲は、

これらのシステムに対する基本的な理解の必要性から、必要な技術人

材の発見、入力されるビッグデータの品質の管理、AIモデルが出力

を生成する方法を理解・説明できる状況の確立、に至るまで多岐にわ

たっています。回答者の一人は次のように要約しています。「私の仕事

分野［モデルリスク］では、AIは今のところ、不可避なものであり、多

くの潜在的メリットを秘めてはいるが、モデルの理解可能性や善良な

モデリング・プラクティスなどに関して多くの潜在的問題もはらんでい

る、と見られています。」

商業界の関心が殺到している一方で、
様々な利用形態におけるAIは、
ビジネスでの応用の観点からは、
まだ初期段階にすぎません。
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今回のGARP／SASの調査は、2018年12月にオンラインで実施され、銀行、投資銀

行／証券、資産管理を含む金融サービス業界全体の総勢2,000名以上にご回答いただ

きました。最も一般的な所属部門は「リスク」（48％）、「財務」（14％）、「IT」（9％）であ

り、経営幹部のレベルは「ディレクター以上」（28％）、「チームリーダー／シニア・マネー

ジャー／マネージャー（36％）、「アナリスト」（31％）という健全なミックスとなっています。

この調査における「AI」の定義には、機械学習、自然言語処理、コンピューター・ビジョ

ン、フォーキャスティング、最適化が含まれます。AIテクノロジーを現在利用中の領域は、

「フォーキャスティング」（54％)、「最適化」（51％）、「機械学習」（34％）、「ロボティック・

プロセス・オートメーション」（29％）、「自然言語処理」（23％）、「コンピューター・ビジョン」

（23％）、「バーチャル・エージェント」（22％）でした。

現在利用していない回答者の相当に大きな割合が、 このテクノロジーの利用を計画して

いる、と答えています。それが現実化されると仮定すると、例えば機械学習における普及

率は最大80％に、自然言語処理については66％に到達することになります。

SASのシニア・データサイエンティストであるキャサリン・テイラー（Katherine Taylor）

氏は、次のように話しています。「これは、私たちが現場で目にしている状況と大筋で一致

します。私たちは、多くの顧客がユースケースを模索している、あるいはそれらの実装に

着手しているのを目にしています。」

AI活用のトップ領域は「手動のプロセスの自動化」（52％）であり、「クレジット・スコアリ

ング」（45％）、「データのクレンジングと強化」（43％）、「リスクの評価」（37％）、「モデ

ルの検証」（35％）、「モデルのキャリブレーション」（34％）がそれに続いています。新た

に台頭中のAI応用領域のうち、回答率が20％以上だったものは、「規制レポーティング」、

「融資の承認」、「債券の回収」、「融資の金利設定」です。

Deloitte社のAIプラクティス「Omnia AI」においてカナダの国内サービスリーダーを

務めているマハディ・アムリ（Mahdi Amri）氏は、AIはリスク部門やマーケティング部門

がより効果的に大量の信用データを蓄積し、より顧客ニーズに最適化された商品を開発

するために役立つ、と指摘しています。「AIは、彼らが全てのデータを利用し、結果の精度

を高め、リスクの削減を促進することを可能にします」（アムリ氏）。

組織の規模による違いは見られるのでしょうか？ 調査回答者のうち、27％は資産総額が

1,000億ドル（約11兆円、1ドル110換算。以下同様）の組織──これらは新しいテクノ

ロジーへの投資に積極的であると想定されます──で働いており、30％は資産総額が

50億ドル（約5,500億円）未満の組織で働いています（残りの回答者は、これらの中間の

規模の組織で働いているか、資産総額という基準は該当しないと答えています）。SASの

テイラー氏によると、今日のコンピューティング・エコノミクスは、より小規模なプレーヤー

の競争領域にもAIをもたらす可能性があります。彼女は小規模な銀行との協働作業を振

り返り、その銀行は「AIに関心を持っていましたが、その理由は、全てのデータを1つの

場所に結集させることが可能であり、いったんデータの準備が整えば、あらゆる種類のア

ナリティクスを実行することが可能であること」──従って、より大規模な組織が、サイロ

化したレガシーシステム群をモダナイズおよび統合せざるを得なくなったときに直面する

問題を回避可能であること──だった、と述べています。

組織における
AIテクノロジーの利用状況

AIの応用領域、 
トップ3

AIテクノロジーの
適用先 利用中 利用を

計画中

フォーキャスティング

最適化

機械学習

自然言語処理

ロボティック・
プロセス・
オートメーション

バーチャル・
エージェント

54%

51%

34%

29%

23%

22%

33%

36%

46%

37%

43%

35%

手動のプロセスの自動化

データ・クレンジング

信用スコアリング

リスクの評価

52%

45%

43%

37%
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次の3年間でAIテクノロジーを採用する可能性に関しては、43％と41％の回答者がそ

れぞれ「プロセスの自動化」と「プロセスの改良」について「非常に可能性がある」または

「極めて可能性がある」と答えています。それに次いで、リストされた13領域の中では、

39％が「データのクレンジングと強化」、36％が「リスクの評価」、33％が「モデルのキャ

リブレーション」と答えました。さらに、これらの領域の全てについて、30％以上の回答

者が「ある程度の可能性はある」と答えています。

次の3年間に予想されるAIのメリットを調査回答者に尋ねた設問では、自動化、生産性、

データ・インサイトが上位に入っています。合計78％が「データから洞察を導出する時

間の短縮」を「著しいメリット」または「大きなメリット」と見ているほか、77％が「手作業

によるタスクの削減」を、73％が「生産性の向上」 を同様に見ています。一人の回答者は

「市場投入時間の短縮、精度の向上、洞察の深化」のように複数のメリットを結び付けて

いました。 

AIのポテンシャルについて楽観的であるにもかかわらず、回答者たちは、それを達成す

ることの難しさについては現実的でした。

5段階の評価（1＝難しくない、5＝極めて難しい）において、調査回答者の59％が「デー

タの可用性と品質」を4または5と評価しました。タイラー氏は、例えば機械学習の実効

性について「データの取得が非常に重要です。これらのモデルをトレーニングするために

は、良質なデータを大量に確保しなければなりません」と指摘しています。

将来の展望と課題

AIを活用する上での課題、 
トップ6

59%

データの可用性
と品質

54%

52%

50%

49%

47%

 

ステークホルダー
の理解の欠如

必要なスキル
の欠如

メリット実現
までの時間

実装コスト

モデルの解釈
可能性

次の3年間に予想されるAIの
メリットとしては、自動化、生産性、
データ・インサイトが上位に
入っています。
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過半数が4または5と回答したその他の課題は、「ステークホルダーのAIに対する理解

の欠如」（54％）、「このテクノロジーを実装および保守するために必要なスキルの欠如」

（52％）、「メリットの達成が可能になるまでに必要な時間」（50％）でした。

上層部の意思決定者たちの賛同を得ることは、あらゆる大規模なイニシアチブを追求す

る上で極めて重要ですが、テイラー氏によると、AIの場合は、新しく馴染みが薄いもので 
あることから、このハードルがさらに高くなる可能性があります。「AIというトピックと 
その中核的な方法論は、まさに今、学校で教えられ始めたばかりです。また、AIに関する

誇大宣伝が、実際のメリットを見劣りさせる恐れもあります」（テイラー氏）。

アムリ氏によると、AIの解釈可能性は金融機関にとって内部および規制当局、双方の観

点から必要不可欠であり、事実、後者は前者に依存しています。「企業はまず、モデルが

何を語っているかを理解しなければなりません。そして、そのモデルが適切であり、それ

まで利用していたものを改善するという確信が得られて初めて、そのモデルの利用に関

して規制当局に承認を求めることが可能になります」と、このDeloitte社のエキスパート

は言います。

合計76％の回答者が、所属組織のAIモデルの透明性や解釈可能性について、少なくと

も「何らかの懸念がある」と答えています。彼らがモデルの透明性を確保するために取っ

ている対策としては、「専門分野のエキスパートとAIのエキスパートの間の緊密なコラボ

レーションを醸成する」（45％）、「モデルを解明するためのポスト・モデリング・テクニック

を活用する」（38％）、「説明のために設計された、洗練されたモデルを利用する」（27％）

があります（透明性対策に関するこの設問については、28％が「分からない」と回答しま

した）。

75%以上の
回答者が、
所属組織のAIモデル
の透明性や解釈可能
性について、何らかの
懸念を持っています。

SASは既に、様々な形態のAIテクノロジー
を実装および業務利用する取り組みに関し
て、金融業界のクライアントと緊密に協働し
ています。その結果、AI導入に伴う課題に
対処するための新たなベストプラクティスを
直接的に把握しています。

今回のGARP／SASの調査の回答者にとっ
ての主な懸念事項は、AI関連の人材──こ
のテクノロジーを実装および保守するため
の人材──を勝ち取る能力でした。人材獲
得競争が続くなか、SASのシニア・データサ
イエンティストであるキャサリン・テイラー
氏は、データサイエンスのスキルを備えた
既存のリスク管理人材を登用し、解決されな
ければならない問題群に対して彼らがこの新
しいテクノロジーをマッピングできるように
することを推奨しています。

テイラー氏は、「AIガバナンスのための中央

チームを確立することは、このテクノロジー
を会社全体に採用する取り組みの助けにな
ると思われる」という旨を述べた上で、「周
到に定義された現実世界の問題との闘いの
一環として、このテクノロジーを導入するこ
とが極めて重要である」という旨を付け加え
ています。彼女は、ある投資銀行のクライア
ントに言及しています。その銀行は、リアル
タイム・ポートフォリオ・リプライシングの近
似計算を改善するためにニューラル・ネット
ワークに移行しましたが、その理由は、従来
の手法がストレス状況下では破綻していた
からでした。そして実際、ニューラル・ネット
ワークは、より高速に実行され、格段に優れ
た近似計算を提供しました。

Deloitte社のOmnia AIのマハディ・アム
リ氏は、企業は予算やリソースの制約のせ
いで、AIをどこに導入するかに関して選択的
な姿勢を強いられている、と言います。それ

らの企業は、優先順位を設定した上で、この
テクノロジーをビジネスの戦略や機会に整
合させなければなりません。

アムリ氏は、AIの3大構築要素として、（1）
極めて大量のデータ（代替データや非構造
化データも含まれます）、（2）大規模なデー
タ処理および保管機能（今日ではクラウド・
テクノロジーによって実用性が増大していま
す）、（3）分析や予測の精度を確保するため
の厳格なアルゴリズム、を挙げています。

「銀行のロジスティック回帰モデル群は、まだ
寿命を終えたわけではありませんし、それら
は実証済みであり、理解も容易です。しかし、
機械学習やその他のAI技法は、それらのモ
デルを強化することができます」（アムリ氏）。

ベストプラクティスは既に形成され始めている
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AIの普及によって変化するスキルセット要件

AIテクノロジーの予想されるメリットに関する設問では、55％が「エ

キサイティングな新しいキャリアパス」が「著しいメリット」または「大

きなメリット」であると答えており、32％が「ある程度のメリット」と答

えています。

ほぼ全ての回答者は、AIが次の３年間のうちに、自分たちの仕事を

様々な方法で、少なくとも「ある程度」は改善すると期待しています：

「生産性の向上」（96％）、「データから洞察を導出する時間の短縮」

（95％）、「より多くのデータ・インサイトに基づく、より迅速、より的

確な意思決定の実現」（95％）。

しかしながら、仕事がどれほど変化するのか、あるいは、消滅すること

さえあるのかについては、不確実性が存在します。

現在は移行期であり、この状況をSASのグローバル・リスク・コンサ

ルティング担当シニア・ディレクターであるジョン・ショースタ（John 

Sjaastad）氏は、クレジット・スコアリングが一般的になる前の与信部

門における仕事になぞらえています（その当時の経営幹部層は、これ

らのモデルについて極めて懐疑的でした）。それと同様、今日のいく

つかのAI技法は、人間がその動作の仕組みについて明確な理解を得

られるような性質のものではなく、そしてそのことが、人間の常識が

これらのモデルによってリプレースされてしまうのではないか、という

懸念を誘発しています。

ショースタ氏によると、今後は、モデルを理解できるようになることと、

それらが様々な状況でどのように効果を発揮するのかを伝達できるよ

うになることが、極めて重要になります。そのことは、リスク／統計解

析／プログラミングにまたがる定量化スキルに対する需要が高まるこ

とを示唆します。ショースタ氏は、こうしたトレーニングが上級学位（＝

大学院の）プログラムに組み込まれるケースが増えていく、と確信し

ています。

「時の経過とともに、私たちは恐らく、リスク管理要員の減少を目にす

ることになるでしょう。しかし彼らは、今後のリスク管理機能を支配す

ることになる専門分野スキルと定量化スキルの両方を兼ね備えること

になるでしょう」（ショースタ氏）。

AIがもたらす様々な結果を5段階（1＝懸念していない、5＝極度に懸

念している）で評価する設問では、調査回答者の36％が「人材を勝ち

取ることができない」という項目に4または5と回答しました。それに

対し、33％は「バイアスまたは不正確性を通じて、不適切な意思決定

につながる」という項目に、30％は「仕事が消滅する」という項目に、

同様に回答しました。

テイラー氏によると、よりポジティブな解釈としては、AIと高まり続け

るコンピューティング・パワーを活用することで、リスク・アナリティク

スをより広範に、トレーディングやマーケティングなどにも適用できる

ようになる、という点が挙げられます。「AIは実際に、より多くの職務

役割がリスク・アナリティクスを実行できるようにする可能性がありま

す」（テイラー氏）。

金融機関がこの新しいテクノロジーに向けた調整を進めるにつれて、

また、それを最高経営幹部陣や規制当局に対して説明する必要性が

障壁となるのであれば、金融機関は「チャレンジャー・モデル」を作成

するためにAIを利用するようになる可能性があります。これらのモデ

ルは、「本番用モデルをリプレースすることはありませんが、それらの

既存モデルの改善に関して数多くの洞察を提供することができます」

（テイラー氏）。

懸念領域

人材獲得競争を勝ち抜けない

意思決定が偏向化する

データ出力を説明するのが難しい

仕事が消滅する

36%

33%

31%
30%

「非常に懸念している」または「極度に懸念している」という回答の合計
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まとめ／結論

今回のGARP／SAS調査の結果からは、金融サービス業界には人工知能（AI）に対する関心が幅広く存在しており、とりわけリスク管理機能の進歩

に対する関心が顕著である、ということを確認できました。採用は迅速に広がってきており、また、機械学習やその他の形態のAIの実装を計画中で

あるという回答が相当な数に達していることから、採用の気運が高まりつつあるように思われます。テクノロジーの手ごろ感や値ごろ感が増大すると、

最上層の金融機関 ── それらは歴史的に、テクノロジー・イノベーションに対して資金を投じることが最も可能であり続けてきました ── よりも下

層の金融機関にとっても、そのテクノロジーは実現可能なのものとなります。

急速な採用の広がりに伴い、様々な懸念や課題も顕在化しています。その一部は技術的なものであり、レガシーシステムの制約を克服する必要性や、 

AIをフル活用するためにビッグデータ対応機能を整備する必要性に関連しています。このテクノロジーを導入、保守、最適化するためには、新しい

人材やスキルセットが必要になる可能性があるほか、モデルの説明可能性や解釈可能性に関して上級経営幹部陣や規制当局が求めるニーズへの 
対応が必要になる可能性もあります。

全ての調査結果が示唆しているのは、AIテクノロジーは既に普及しつつあり、今後はリスク・モニタリング、モデリング、アナリティクスにおいて、 
ますます重要なツールになっていくであろう、ということです。リスク分野のプロフェッショナルたちは、その能力の幅を広げ、分野の専門知識と高度

な定量化および技術スキルとを融合する必要性に迫られる可能性が高いでしょう。リスク管理部門では、定量化やアナリティクスの機能が、組織のよ

り多くの領域において、より包括的に適用されるようになっていく中で、スキルの再構築と組織の再編が必要になる可能性があります。

次の３年間のうちにAIから得られると期待される最大のメリット

製品品質／カスタ
マー・エクスペリ
エンスの向上

業務コストの低減生産性の向上意思決定の改善手作業による
タスクの削減

データから
洞察を導出する
時間の短縮

78% 77% 77% 73% 66% 66%

「著しいメリット」または「大きなメリット」という回答の合計
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