SAS® Model Risk Management

Fact Sheet

主な機能
SAS Model Risk Management は、完全に統合されたモデル管理のライフサイクルを通じ
て、自社モデルのリスクの理解と管理を促進します。自社のモデル・インベントリを整理し、既
存の監督指針や業務目標への対応を検証し、ポリシーや文書化手続きを設定し、情報共有を容
易にします。

ビジネスメリット
モデルリスク
（モデルの陳腐化リスクなど）が増大するにつれ、複雑な業務や規制当局検査に
対応するため、リスク・カテゴリー全てを特定、監視、管理し、文書化することが要求されます。
また、
リスク・エクスポージャーを経営幹部や規制当局に迅速かつ正確に報告するには、組織に
おけるモデルリスクのライフサイクルを明確に監督する必要があります。モデルの開発、実装、
利用および、検証ポリシーなどの適正な管理が必要です。

対象ユーザー
SAS Model Risk Management は、完全に統合されたモデル管理フレームワークの確立を
目指す組織向けに設計されています。そこでは、モニター、管理するモデルに関する全てのリ
スク・カテゴリーを明確にすることが可能です。

SAS® Model Risk Management

モデルリスクの管理とビジネス価値の向上

概要

利点

ビジネスの重要な意思決定をモデルが駆動する

• 全社規模のモデル・インベントリ管理を確立

場合、モデルが生み出す情報の質が関心事にな

• 一貫性、信頼性があってタイムリーな洞察が得られる全社横断のモデル管理ライフサイクルを導入

ります。
しかし、モデルの前提条件や制限事項は正しく理
解されているでしょうか ? 陳腐化してアップグ
レードが必要なモデルや、廃止することが望まし
いモデルは把握されているでしょうか? また、モ
デルの一貫した文書化ポリシーと、健全なモデ
ルリスク管理をサポートするインフラはあるで
しょうか?
「モデルを正しく理解しており、
リスク・エクスポー
ジャーを適切に定量化できている」という確信を

• モデルとモデルが生成する情報の信頼性を向上
• モデルの開発／テスト／検証を事業部門／業務部門が担う一方で、組織内で利用されている全て
のモデルの状況を中央リポジトリにより完全に掌握

• 柔軟なワークフロー・テクノロジーを活用した（問題管理と是正計画を含む）包括的なモデル検証
プロセスの管理および効率化

• 銀行独自のポリシーや基準と連携するだけでなく、的確な例外ポリシーに関する文書やレポートと
も連携するモデル管理システムを構築

• 権限管理、バージョン管理、データマイニング機能を完備した単一のインフラ上でモデル文書化ポ
リシーを強化

• 改廃やレビューの対象となるモデルを容易に特定

得るためには、金融機関は十分なリソースの確

• 内外のモデル監査への対応力を高め、規制レポートの準備時間を短縮

保と共にモデル・インベントリを効果的に維持・

• わずか数分の待ち時間で、モデル管理システム全体の状況を表示し、懸念事項や改善機会をピンポ

管理しなければなりません。また、モデルに関す
る規制指針は頻繁に改定されるため、それを遵
守するようポリシーの迅速で効果的な調整と実
装が必要です。

イントに特定

SAS のアプローチ
SAS は組織内の意思決定プロセスを支援する
ために、モデルに係る手作業を軽減します : 適切
なインベントリの作成、管理、文書化、周知徹底、
変更のモニタリング、監査など。SAS Model

Risk Management では以下のことを行えます。
• モデルの管理：米国連邦準備 CCAR（包括的
資本分析およびレビュー）プロセスに参加す
る金融機関には、資本管理プロセスにおいて
収益予測や、損失見積りに用いる全てのモデ
ル・インベントリを維持管理することが推奨
されています。SAS を活用すれば、モデルに
関するポリシーの適用を強化する機能豊富
なプラットフォーム上で、文書化のサポートも
含め、モデル・ライブラリ全体のインベントリ
を的確に管理できます。

• モデルの検証：既存の監督当局の指針や業
務目的に応じて実施するモデルについての
個 別 のレビューと検 証 の 全 て はプ ラット

機能
モデル・インベントリと文書化

フォーム上で実施されます。その際の「意見

金融機関のモデル・ガバナンス・プログラム強化

交換」はプラットフォーム上に完全に記録さ

にあたっては、モデルの開発、
テスト、導入、利用、

れます。

検証などを適切に管理するためには、モデルに

• ポリシーと文書化規則の設定：モデルに関す
る問題のトラッキングを行い、効果的な試行
と改善計画のために一貫した文書化とポリ
シー管理が行えます。

• 容易な情報共有：レポートの構成と配布によ
り、効果的なトップダウン方式のモデルリスク
報告が可能です。SAS ツールには規制は一
元のソースデータ・リポジトリで規定に関す
るテンプレートを提供するため、規制レポート
の作成負担を軽減可能です。

関する正確な文書化が必要です。その重要性は
広く認識され、監督当局からも強調されていま
すが、完全で、正確で、適切に体系化し、最新化す
るためのモデル文書の作成に関する投資を企業
はまだまだ十分に行わない傾向にあります。

SAS Model Risk Management は、モデルの
適用対象と対象外を分類するための反復可能
で、信頼でき、監査可能なプロセスを提供します。
完全に集中化するモデル・インベントリの組成が
以下によって可能です：

• モデル候補の評価
• 元になる理論や前提となる文書のサポート
• モデル限定のスコアリング
• 結果の検証
• 重要度の格付け
• モデルの相互依存関係
モデル文書化の一元ソースは、インベントリの
ニーズに合わせて様々なレベルでレビュー可能
です : モデルの系統、バージョン、ビジネスライ
ン、モデルオーナー、あるいはカスタマイズされ
たファクターなど。任意のテクノロジーで開発さ
れた、任意のタイプのモデルから、属性やメタ
データをモデル・インベントリにインポートでき
図 1：直感的なワークフロー・ツールの画面例。モデルに関するポリシーの適用を強化・合理化し、
コミュ
ニケーションを整理・記録し、モデル・ライフサイクルの履歴をレポートします。

ます。そして、包括的で柔軟なワークフロー管理
システムの利点を活かすことで、モデル・インベ
ントリとモデル検証プロセスにおける関係者の
作業が効率化されます。

図 2：全組織横断で情報を集約して表示する対話型のダッシュボードを作成して配付し、モデルリスク
の状況を把握および周知することができます。様々な角度からデータを検討できるため、モデルの健
全性に対する理解を深め、改善機会をいち早く特定できるようになります。

モデルのレビューと検証
モデルが激的に増えて複雑さが増し、より多くの

主な特長

資本を投資する方向になると、モデルリスクを適

モデルのインベントリと文書化

切に管理する効果的なレビューと検証のフレー

• モデルの候補が基準を満たしているかどうか評価します

ムワークを持つことが重要になります。企業幹

• 他システムで開発された任意のタイプのモデルでも、属性やメタデータをインポートできます

部や規制当局はこの増大リスクを認識していて、
信頼性の高いモデル管理フレームワークと透明
性の高いモデルリスク報告を要求するようになっ
ています。

SAS のソリューションでは、エンド・トゥ・エンド
のフレームワークをカスタマイズすることで、当
局の規制要件や銀行内部のポリシーおよび手順
との一貫性を確保することができます。ボトム
アップ・リスク報告により、全社規模の包括的な
リスク報告の過程において、個別モデルのレベ
ルでリスクを認識できます。

• モデル・インベントリの正確性を確認／検証できます
• モデルのタイプ、ソース（社内およびサードパーティ製）、テクノロジーに関係なく、あらゆるモ
デルの属性と前提条件を安全に保管し、全社規模の報告に活用できます

• モデル／バージョンに関連文書を添付し、安全な方法で管理します
• モデル ･レビュー担当者を割り当て、関連文書を整理することでモデルのパフォーマンスを追
跡できます

• モデルのレビューや検証などに関連した作業文書を適切に整理します
• 系統別、部署別、モデルオーナー別、あるいは自行の独自ニーズを満たすためにカスタマイズ
した要因別に、モデルを分類およびレポートできます

モデルのレビューと検証

リスク管理担当者は、SAS のツールセットを利用

• 最良の結果を得るために分析モデルの最新化と正しさを確保するツールを採用できます

して、
（実行性のある試行、改善、そしてモデルの

• 規制要件を満たすための監査対応とコンプライアンス対応を実現します

品質と使用の効果的な保護を含む）モデルのレ
ビューと検証プロセスが規制当局のガイドする
原則と期待に矛盾しない厳格なものであること
を説明できます。

• モデルの管理・展開に関するベストプラクティスを導入する取り組みを迅速化します
• リスクを評価した上でリソースを適切に配置・展開することにより、モデルの重要度を考慮した
運用ができます

• モデルの検証責任を任意のレベルに分離します（モデルファミリー別、業務系統別、用途別など）

また、リスクポリシーと規制要件の変化が早まっ

• レビューと検証の「意見交換」の履歴を一貫した利用しやすい形で文書化します

ていることから、SAS のガバナンス・ツールでは、

• 自社のポリシーや基準に沿ったモデルのレビューおよび検証手順を適用し、透明性を確保します

業務ユーザーがモデルのレビューと検証の実務
を素早く調整できるようにしています。適切な承
認、法務レビューおよびテストが単一のプラット
フォーム上で実施でき、それらの「意見交換」は
全て記録されます。

• 効果的な試行、関係者間の事実にもとづく意見交換および、監督当局に対するモデル品質の
効果的な論証を容易にします

モデルリスクの報告

• モデルのパフォーマンス・レポートと検証レポートを簡単な操作で配付できます

モデルリスクの報告

• モデルリスクが集中した明示的なビューの中に現実的な洞察を提供します

実務担当者は、モデルの廃止が下流プロセスに

• モデルの変更／廃止による影響を把握できます

及ぼす影響を理解するのに苦労していないで

• 定量データと定性データの両方から新たな知見を獲得できます

しょうか ? また、彼らは自社の例外検証ポリシー
中にいくつのモデルが使われているか知ってい
るでしょうか ? 組織全体のレベルでモデルリス
クを集計する包括的なレポートについてはどう
でしょうか ? あなたはある特定の業務部門のモ
デルリスクをレビューできるでしょうか ?

SAS Model Risk Management の機能を活
用することで、モデルリスクの履歴を示す対話型
のビジュアライゼーションにより、数千ものデー
タポイントを効率よくレビューすることができま
す。SAS は全社的な対話型モデルリスク報告機
能を提供します。そのモデルリスク報告は組織
内での状況認識を広げると同時に、経営層レベ
ルで適切な監督を行うことを可能にします。

• ボトムアップ作業でモデルリスクを対話的に特定します
• データの可視化により、モデルリスク・レポートの詳細へのドリルダウンが可能です
• テキスト・センチメント分析を活用して、モデルリスクに関する「ホット・トピックス」を特定でき
ます

• Apple iOS アプリを利用してモバイルデバイスでレポートを閲覧できます
• 一度作成した対話型ダッシュボードやレポートをあらゆる場所に配布し、発行することができます

SAS の統合レポーティング環境では、業務ユー
ザー自身が事業部門／業務部門、モデルオー
ナー、親子関係などの幅広い観点から情報をド
リルダウンして、追加の配慮が必要な問題領域
を調査することができます。わずか数クリックで、
レビューの候補や、廃止の可能性のあるモデル
の特定（および、その影響の理解）が可能です。

SAS Model Risk Management の
詳細、ホワイトペーパーのダウンロード、
スクリーンショットの確認、関連資料の
閲 覧については、sas.com/jp/go/

mrm をご覧ください。
図 3：高品質のモデル文書化は、モデルの開発、テスト、実装、使用、検証の適切な管理をサポートする
基盤を構築する重要なニーズに対応します。
図 4：Apple iOS アプリ
によりモバイルデバイスで
レポートを閲覧できます。
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