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第 9 回クレジット・カンファレンス開催
第 9 回クレジット・カンファレンスが、2016 年11月14日
に早稲田大学 9 号館で開催されました。

の協会会員や来年度の新規
入会を検討している企業・個

まず奥島孝康代表理事より開催のご挨拶をいただき、

人の方のために、協会活動

第 1部では、分科会「みらいの信用リスク管理を考える

の詳細な説明がありました。

研究会」主催による
「FinTechと与信管理のみらい」をテー

一般社団法人化後、4 期目に

マとし、銀行出身でクラウド・ファウンディング＆レンディ

入り協会の活動内容も充実し

ングの第一人者であり、Innovation Lab 合同会社

代表

てきており、大学での授業

社員の大前和徳氏から『与信管理におけるFinTech活用

の展開や、分科会活動等多

の可能性』というタイトルで基調講演を行っていただきま

くのイベントが開催されてお

した。次に大前氏の基調講演に対し「みらいの信用リス

ります。たくさんの会員に各イベントに参加していただき、

ク管理を考える研究会」分科会長である日本政策金融公

業務知識の向上や人脈形成に役立てて頂くきっかけにし

庫の尾木研三氏にコメントをしていただき、その後、参加

たい旨を説明しました。カンファレンス終了後は懇親会も

者からの質疑応答を行い、積極的な意見交換が行われ

行われ、盛会裏に終了いたしました。

菅野

健一

ました。続いて第 2 部は、菅野健一専務理事より、既存

開会挨拶
代表理事
みなさん、こんにちは。いつもと違って冬のような気温

奥島

孝康

語にして動いております。
「Be

になりました。ついひと月前にモスクワに行きましたら雪

Prepared」と言いますけど、

が降りまして、さすがに冬将軍のロシアであるということ

生きていくうえで何があるか

を実感いたしましたが、それはともかく、何を申し上げた

分からない、全てに対応す

いかと言いますと、当にこの世の中分からなくなってきて

るということはもちろん出来

おります。

ません。出来ないけれども、

アメリカの大統領選というのはその最たるものでありま

基本的なこと、あるいは心構

して、それだけに「備えよ常に」とは逆に、昔の言葉で言

え、そういうものは世の中に

いますと、
「泥棒を捕らえて縄を綯う」というようなことで

おいて何があってもちゃんと備えておくということが必要に

対応していたのでは世の中の動きに付いていくことが出来

なってまいります。

ません。やはり当協会のように予め準備をすることがどう

この与信管理協会とは、世の中から見るとまず理解し
て頂く人はほとんどいない。けれども、だんだんこの名

しても必要になってきます。
私はいまだに現役のボーイスカウトでありまして、ボー

前が浸透していくことを願っており、リスクマネジメントを

イスカウトというのはご存知のように、
「備えよ常に」を標

みんなで研究しようということであります。誰でもそうで
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すけれども、自分の持ち場という専門をつくっていきます

ところで対応した人たちのいろいろな話を聞くことによっ

と、世の中がなんでも分かるような気がするという思いが

て、対応の仕方が分かる。その対応力というのは知識で

みなさんはありますでしょうか。何かに一つ自信を持つと

はなくて、全体をマネージしていく力であります。そうい

他のことだって少し調べて、考えてみれば対応出来ると思

うマネージ力というのはこれからますます大事になってま

う事になるのではないかと思っております。

いります。そして世の中ではいろいろな細かいことは知ら

私たちが Be Preparedを子ども達に身に付けさせよう

なくても、瞬時にしてインターネットで知識を取り出すこと

というのはどうしてかというと、いまの子ども達がいじめ

が出来る。それが力になるということではなくて、そうい

だとか、陰湿なかたちでしか世の中に対応出来ない。堂々

うものを使いこなす、しかも単なるエレクトロニックのイン

と胸を張ってリーダーシップを発揮して、みんなを率いて

ターネットではなくて、ヒューマンネットワークを作っていく

「こうだからついてこい」
「これで間違いない」という自信

ということがこの世の中で生きていく上で非常に大きな自

を持ったリーダーシップを身に付けた子ども達が日本にお

信になり、実は一番有用な力になるのではないかと、私

いて非常に少ないというのは、常に問題になっているとこ

はいつも思っております。
この与信管理協会も、残念ながら出発してからまだま

ろであります。
みなさんご存知無いと思いますが、アメリカの宇宙飛

だ変わりません。あるところまで力をためてぐっと伸びる、

行士で 12 人が月面を歩いております。たった 12 人です。

その第一段階にまだ到達していないのを大変残念に思っ

その12 人のうちの11 人に共通したある特色があります。

ておりますけれども、少しずついろいろなところで、大学

それはボーイスカウトであったということでありまして、日

でも講義が行われ、世間でもこういうことをやっていると

本でも宇宙飛行士のうちの何人かはボーイスカウトであ

いうのが響いてきますと、ある時にある種の爆発をする、

ります。やはりボーイスカウトというのはリーダーシップを

今はその力をためている時期ではないかと思っておりま

持っているので、何にでもチャレンジしてみるという姿勢

す。どうかみなさんがここで勉強されたことが単に知識と

を持っているというところが大きな特色で、そういうこと

してではなく、これまでに対応してきた人たちの自信、そ

を子ども達に教えなければいけない、伝えなければいけ

ういうものを広くここで感じ取って頂いて、そしてこれから

ない、そして自信を持たせなければいけない、というの

の皆さんのお仕事に反映していかれればよろしいのでは

を私がやっているボーイスカウトの役割でありますが、そ

ないかと思っております。

れと同じように、みなさん方もそれぞれのところで活躍さ

大変でありますけれども、この与信管理協会の会員を

れていて、それぞれのところで十分自信もお持ちだろう

もっと勧誘して頂き、この会を盛んにし、ネットワークを

し、また、それだけのスキルもお持ちだと思いますけれど

拡げていくということによって、トランプの政権のもとで

も、なおかつ勉強しようというのは、直面したごとに正し

何が起こるか分からない、そういう世の中に対して対応

い解答が出来るような勉強は出来ないにしても、そういう

出来るような力を付けていこうではありませんか。

基調講演

与信管理におけるFinTech活用の可能性
Innovation Lab 合同会社
ただいまご紹介にあずかりました大前と申します。今日
はよろしくお願いいたします。

大前

和徳 氏

「イギリスは EUから出ました」、最近では「トランプが大
統領になりました」ということです。世の中では結構サプ

詳細の話に入る前に、奥島先生のお話を引きついでさ

ライズな結果だというふうに見ている方々が多いと思うの

せていただくならば、先ほど Be Preparedというボーイス

ですが、みなさんはこの結果についてある程度予想され

カウトのお話がございましたけれども、私のFacebookの

ていた方がどれぐらいいらっしゃいますか？ 二つとも当て

友人の間でも「今年は最悪の年じゃないか？」というような

たという方がいらっしゃいますか？

ことを言っているイギリス人がおりまして、要は Brexitで
2

代表社員

なぜ FinTechの話の冒頭でこのような話をするのかと
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言いますと、私のまわりにいわゆる人工知能、AIの専門
の方がいらっしゃいまして、その人が Twitterとかソーシャ
ルメディアのポストだとか、そういったものを彼のマシン
にかけて分析すると、Brexitは、EU 離脱派が過半数を
獲得するという結果を事前に予想できたそうなのです。彼
の人工知能は答えを出していたということです。その話は
Brexitの投票結果が出た後に聞いたのですが、その後ア
メリカ大統領選挙がありました。大統領選挙の前に今度
はこの選挙の予想はどうなのか、と興味深く聞いてみた
ところ、やはりトランプが勝つと、しかも具体的な得票数
まで出てきたらしく、彼のテクノロジーはほぼその予想を
当てたということです。ということで、Be Preparedの話

大前

の中ではプレディクタブルな部分に関しては十分に予想し

和徳 氏

ながらも、アンプレディクタブルな事象に対してもしっか

そこで私はビジネススクールに留学しようと思いまして、

りと準備をすることが必要なのではないかと思いますし、

99 年～ 2000 年イギリスに行きました。金融危機が起き

そのために人工知能はかなり分かるところがあるという感

た時、私に限らず色々な金融業界、銀行業界の方々が野

じがいたしまして、あらためて人工知能の分野が進んで

に下るというか、他の異業種に移って行く中で私もこれ

いると認識した次第です。

から新しい業界のどこに行こうかと思った時に、たまたま

今日たまたま、ランチで自動翻訳のテクノロジーを使っ

イギリスで 2000 年というミレニアムのタイミングにおりまし

て翻訳サービスをやるサービスを立ち上げた方にいろいろ

て、いわゆるドットコムブームというのが結構盛んな頃で

お話を伺う機会がありました。その会社のクライアントは

して、Yahoo! だとか、日本だと楽天が出てきたり、ネット

某大手、日本に本社があるグローバル企業です。そこの

証券も始まってきました。まだGoogleなんて出来たばかり

会社は API で自動翻訳の会社と接続して、例えば会社の

ぐらいです。私はビジネススクールでその頃検索エンジン

社内資料、パワーポイントだとか、ドキュメント、あるい

と言えば Yahoo!を使っていましたけれども、外国人の同

は世界中の関連会社や支社への通達も英語にしなけれ

級生からGoogleを教えてもらいました。そんな時代です。

ばいけない、こういった部分を彼らのエンジンを使うと翻

シリコンバレーを中心にアメリカ西海岸がドットコムブーム

訳をかけるとすぐに翻訳出来る。そのAPIを導入したきっ

の走りでしたけれども、イギリスを中心にヨーロッパも大

かけというのは、その会社の企画、人事、あるいは今日

変なインターネットビジネスの勃興地でして、当時の私の

のように審査の方がいらっしゃるかもしれませんが、どう

授業の先生も「インターネットは産業革命以来の革命を世

やって数字をはじいたか分かりませんけれども、翻訳を

の中にもたらすはずだ」とおっしゃったのが今でも忘れら

するためだけに年間5,000時間ぐらい時間を費やしていた。

れません。2000 年から十数年経ちましたけれども、産業

その 5,000 時間を自動翻訳エンジンを使えば一気に削減

革命以来のインパクトをもたらしたのかどうかということ

出来る、そういう点からもテクノロジーが会社業務の効率

に関しては、ある意味、予想は当たったのではないかと

を一気に高めていくという可能性を改めて見て、機械をう

考えております。

まく活用することによる機能の強化が目前に迫っていて、
実際に使っているということだと思います。

ヨーロッパから戻ってきて、インターネットのビジネスに
関わりたいと思ったのですが、元は金融の人間なのでそ

私の今日の話は、そのような分野の新しいイノベーショ

の頃金融のバックグラウンドでインターネットが出来る場所

ンが金融領域にも起きてきているという一端をお話させ

というのは限られていました。今のネット会社は楽天もソ

て頂ければと考えております。私の自己紹介はお手元の

ニーも銀行がありますし、色々なところが銀行だとか金融

資料もすでにございますので、資料を見て頂ければと思

をやっていますけれども、あの頃インターネットで金融を

いますが、若干の補足をさせて頂きますと、今年はワー

やっているというと、ソフトバンクファイナンスで北尾さん

ストイヤーだと言われていますが、今年がまさに「年男」

のグループがあるだけでした。私はそこに入りまして、銀

です。最初に銀行に入りまして、この銀行が 97年のいわ

行はもうこりごりだと思って、銀行以外のことをやりたいと

ゆる日本のフィナンシャルクライシスで破綻したのですが、

思っていたのですが、社長面談で「銀行員出身だから銀
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られまして、
「じゃあバンクだったら、ソフトバンクという
名前があるから許されるだろう」ということで、
「クラウド
バンク」というサービス名にしました。こちらの社長を今
年の 6月までやっておりまして、今はそこからInnovation
Lab 合同会社という、金融のイノベーションあるいは色々
なフィンテック業務のイノベーションを興していく会社を立
ち上げ、これをベースに新規事業を立ち上げていく最中
ということころです。私の自己紹介をこのように縷々とお
話しさせて頂きましたけれども、このような背景で金融と
インターネットの事業にだいたい2001年ぐらいから関わっ
ています。
行プロジェクトをやれ」と言われ、それで新しいネット銀

では、FinTechというサービスがどれぐらい世の中にイ

行設立プロジェクトというところに入ることになりました。

ンパクトを与えているのか、そもそもFinTechの定義は何

その頃、インターネットを使って銀行サービスを構想し

か？ ということですけれども、Finは financial か finance

たほとんどの人は
「何それ？ 大丈夫なのか？」
「金庫はいっ

で、Techはtechnologyとなります。金融とテクノロジーと

たどこにあるんだ？」という反応を受けまして、一緒に事

言えば、皆さんも「テクノロジーは使っている」と思います。

業連携しようと提案しても全然取り合ってくれませんでし

私も銀行員の頃は第三次オンラインとか第二次オンライン

た。しかし今ではすっかりインターネット銀行は普通にな

とか、銀行は IT 化をどんどん進めていく時代でしたし、

りましたし、チャンネルとして皆さんが窓口に行くようなこ

何を今さらというところであります。かつてのアメリカの連

とも無くなって、だいたいスマートフォンかパソコンで取引

銀総裁は「20 世紀最大の金融イノベーションは ATM だ」

が出来るようになっているのではないかと思います。

と言っていたぐらいですので、古くから金融とテクノロジー

しかし、ネット銀行と言っても銀行だということです。
銀行免許であるが故のいろいろな制約にやはりぶち当た

FinTechをずっとやってきた SBIの北尾さんは「金融と

ります。銀行免許である限り、ネット専業銀行であろうが、

インターネットは、モノの移動を伴わず、数字、デジタル

いわゆるクリック＆モルタル型の銀行であろうが、銀行と

な情報を扱うものであるから非常に親和性は高い」とおっ

いうレギュレーションの中でやることにおいては基本的に

しゃっていましたが、それがどうして昨今これだけ広がっ

は同じプレイイングフィールドで戦うということになるわけ

てきているのかという背景としては、一つとして、まずは

です。そこで、次に金融ベンチャー、ここから本格的な

金融危機、これは日本人にとっての金融危機はいつだっ

ベンチャーの世界に入っていきますが、海外から勃興して

たかというと、おそらく拓銀が破綻した 90 年代後半にな

きたいわゆるP2Pレンディングとか、ソーシャルレンディン

るのかと思いますが、日本ではリーマンショックという言

グとか、今風の言葉で言うとクラウドファンディングという

い方をする方が多いですけれども、世界でファイナンシャ

サービスが興ってくる中で、2009 年に私が参画した会社

ル・クライシスというと、だいたい2008 年とか2007年と

は、海外発のこうした新しいネット金融サービスを日本で

かあの辺です。あの時にクレジット・クランチが強烈に

提供することを目指していました。ここでソーシャルレン

海外で起きまして、そこの隙間を埋めるようなかたちで新

ディングAQUSHというサービスの事業開発をしていまし

しい金融サービスが興ってきました。そういった意味で

た。AQUSHは、バンキングライセンスを持たずに、実体

2008 年、2007年、その辺が一つのFinTechサービスの

的にバンキングサービスを提供するもので、ここがとても

勃興のきっかけになったというところがあると思います。

面白いと思いました。

もう一つは、新興国を中心に経済が勃興してきておりまし

このように、クラウドファンディングやフィンテックといっ

て、そこに銀行とか金融のインフラが全く追いついてこな

た事業領域に私が関わるきっかけになったのが 2009 年

い、銀行免許が出来るよりも先にスマートフォンとショート

で、2013 年から今度は証券会社で、名前も「クラウドバ

メッセージベースでやり取りが行われるという、金融イン

ンク」という新サービスを立ち上げました。最初は「みん

フラの隙間を埋めるようなかたちで新興国でもフィンテッ

なの銀行」というサービス名にしようと思ったのですが、

クサービスが広がってきています。

弁護士から「銀行免許も無いのに銀行はダメだ」と止め
4

の親和性というのは非常に高かったわけです。

こういった二つの柱が大きくあるという気がしておりま
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す。これはベンチャースキャナーというところが出してい

向けに提供していくところも増えています。

るFinTechのエコシステムという世界観の資料になります

そういったところから、幅広くFinTechサービスが世界

けれども、レンディング、これは私がいた領域ですけれ

に生まれてきていますが、今回は特にクレジット管理業

ども、バンキングサービスを中心にやっているところです。

界という分野で、どちらかというと中小企業金融にフォー

そうかと思えば、ペイメント、決済領域がいま非常に熱

カスした話がいいのではということから、分野をぐっと

い領域になってきております。

限定しておりますが、それでもプレーヤーはたくさんいま

ここは今まではビザ、マスターを中心とするクレジット

す。聞いたことが無いサービス名もたくさんあるかと思い

カードの決済インフラ、日本だったらNTT データがやっ

ますけれども、中にはアリババとか、アマゾン、PayPal、

ているシステムとか、あるいは銀行の全銀ネットワークを

Squareというのはカード決済の端末をマーチャントに対し

使ったシステム、そういうクローズなシステムでお金のやり

て提供しているサービスで、あと楽天の名前も出てきてい

取りというのは基本的に行われてきたのですが、それがよ

ます。そういった中小企業金融の分野でも、、こういった

りオープンに、行われるようになってきてます。送金サー

プレーヤーがたくさん出てきます。
では事例で、FinTechベンチャーの中で SMEファイナ

ビスもそうです。
投資も当然、先ほどの人工知能の話でいけば、トラン

ンス（中小企業金融）にどういった形で参画しているのか

プとBrexitのことが予想出来れば、競馬の予想を未来に

について、バランスシートを元に表してみています。中小

行って当てて戻ってくるようなものですから、今回もトラン

企業のバランスシート上でなんらかの形で調達するサービ

プbefore/afterでとんでもなく株価が動きましたけれども、

スが増えてきています。

そんなことも出来てくるということを考えると、案外ロボア

レシーバブル
（売掛金）を見合いにしたインボイスファイ

ドバイザーに委ねながら運用すると、腕利きのファンドマ

ナンシング、日本も売掛金のファクタリングっぽいものがあ

ネージャーに任せるよりも良いパフォーマンスがでるかもし

りますけれども、FinTechを使って売掛金を取り込んでほ

れない、ということもあるわけです。

ぼ即時にお金をファイナンスしてあげるというソリューショ

それ以外にも、BtoBとかCtoCという言い方があります。

ンが海外を中心に出てきています。

個人向けのFinTechサービスなのか、それとも事業者向

また、サプライチェーンファイナンシングは、皆さんが

け、ここでいうと金融機関向けFinTechサービスなのか

関わっていらっしゃる分野に近いかと思いますけれども、

で使い分けます。金融機関向けになんらかのソリューショ

特に小さい企業になりますと、この締め/ 支払いの関係

ンを提供する。そういったサービスが増えてきております。

から、資金繰りの部分で早期に現金化したいという事業

最近は大手銀行、これは日本に限らず、海外ではアメリ

ニーズは非常に大きい。この部分を対応してあげるところ

カのシティバンクだったり、イギリスのHSBC だったり、

にFinTechベンチャーが関わってきております。

そういった金融機関が FinTechのアクセラレータプログラ

一方、ライアビリティー（負債）サイドになりますと、ト

ムをやりながら、FinTechベンチャーに対して強烈な投資

ランザクション・レンディングという言葉を皆さん聞いたこ

をしたり、事業育成をしています。この背景は FinTechベ

とがあるかもしれませんけれども、アリババや、アマゾン

ンチャーをサービスやソリューションを、自分たちのサー

が、アリババにショップを出している、あるいはアマゾン

ビスの一部に取り込んでいこうとです。これが BtoB 向け

に店舗を出している事業者に対して、在庫の確保のため

のサービスにもなってきます。これはビジネスツールとい

の融資を行ってくる、そういったプレーヤーがいま非常に

われているもの、ファイナンシャル・リサーチとか、インス

増えてきているということが見て取れます。いままで非金

ティテューショナル・インベスティングとか、あるいはバン

融分野だったeコマース領域の事業会社が金融分野にじ

キング・インフラストラクチャー、こういったものはどちら

わじわ入ってきています。それは単に、楽天が楽天銀行

かと言うとそういうBtoB 向けのソリューションになります。

をつくるというインパクトではなくて、もっとシームレスに

例えば自動的にドキュメントを作ってくれるFinTechの

つながってきているという状況にあります。

一部とも言われますレギュテク、そういうレギュレーション

またショートタームライアビリティというのがありますけ

にまつわるソリューションを金融機関に提供するとか、あ

れども、これは純粋な短期融資、あるいは長期融資もあ

るいは KYC、つまり本人確認、これは金融の分野では

りますが、P2Pレンディング、中小企業向けの事業融資

非常に重たい分野ですけれども、いわゆるマネロン対策

のプレーヤー。あとはエクイティの資金調達。本日の直接

として本人確認をサポートするソリューションを金融機関

のテーマにはなってきませんが、中小企業から見ると返
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言ったカテゴリーでいくと、どのような状況になっている
のかを見てみましょう。年率の成長率で見てみると、やは
りP2P のビジネスレンディングは 250％を占めていますし、
エクイティ・クラウド・ファンディングも、サイズは小さい
ですけれども伸びています。インボイストレーディングも
174％成長していますので、金融サービスは停滞している
退屈なサービスを思われている部分がありますけれども、
非常に成長の高いビジネスの領域であるということがご
覧頂けると思います。
では具体的な事例で見ていきますが、最初は P2Pレン
ディング、マーケットプレイス・レンディングというような言
済義務のある資金調達だけではなくて、バランスの取れ

い方をしますけれども、これはどういったサービスなのか

た事業資金の調達方法として、クラウドの不特定多数の

というと、既存の金融機関の全部裏返しと思って頂いて

個人に株式を発行して資金調達するエクイティ・クラウド

いいのではないかと思います。

ファンディングという方法があり、日本でも上場していな

一つは、通常の金融機関では借入出来ない個人・中小

い非公開、未上場の会社に投資が出来るというプラット

企業に対する無担保ローンの提供、銀行や既存のノンバ

フォームが生まれつつあり、海外でも広がってきています。

ンクが提供しない人たちに対してサービスを提供します。

たまたまイギリスに留学していたからというわけではあ

いわゆる銀行による金融排除にさらされている方々を応援

りませんが、海外の先進事例となると、まずイギリスを見
ます。今回のトランプの大統領就任によって、FinTech業

このサービスの特徴ですが、リスク許容度の高い投資

界もどうなるかというテーマになります。基本的には金融

家資金を活用している点が挙げられます。銀行であれば

業界全体に対しては非常にフェイバーだというふうに見ら

預金を使いますし、ノンバンクであれば自己資金であった

れていて、色々な金融のディレギュレーション、競争の促

りしますけれども、貸付に回す資金のリスク度合いによっ

進、こういったものが行われてくるだろうとアメリカに関し

て、リスクの取れる貸付の許容度も違うかと思います。こ

ては言われています。ただこれが FinTechベンチャーに

の手のビジネスはリスク許容度の高い個人投資家の資金

とっていいのかと言うと、むしろこれは大手金融機関を

を活用するということころが、リスクの高い融資を可能に

利する方向になるのではないかと言われています。

している背景でもあります。リスクの高い人に貸していた

ただいずれにしてもアメリカは非常に大きな市場であり、

らそれは貸し倒れが起きてきて大変だということで、今日

イノベーションが生まる土壌もあるのですが、なにしろア

の大きなテーマになりますけれども、FinTech 事業者は

メリカは州法が細かく規定されているため、なかなかネイ

革新的な信用格付けモデルを採用しているところが多い

ションワイドなサービスを提供するということが難しい国

です。いったいどこが革新的なのか皆さんが聞きたいとこ

です。そういった意味でイギリスは日本とある意味一緒で、

ろだと思いますし、私もお話したいと思いますが、これは

FCAという監督官庁がほぼ国全体の金融行政を握りなが

企業秘密でほとんど出てきません。プロプライアトリー・

らサービスを見ている、監督しているということで、新し

スコアリングモデルと書いていて、何かは出てきません。

いサービスを行う上ではイギリスの方が良いと思いますし、

ただ、どういうデータソースを使ってスコアリングしている

かつFinTechサービスを積極的に後押ししています。昨年

いるのかについては、結構開示されている部分はありま

新設の銀行は、20 行承認されたと言われています。これ

す。ただし、そのデータソースを使って、どのようなかた

らの銀行は「チャレンジャーバンク」と言われています。要

ちでそれを「料理」しているのかというのはブラックボック

するに既存の大手銀行に対してチャレンジする銀行です。

スになっています。こういうスコアリングモデルを使って、

そういう銀行を作って市場をかき回して、競争を促進して

既存の金融機関では貸せないけれども、リスクの低い貸

消費者の人たちに対するより良い金融サービスを生み出そ

出対象先を発見していくのが大きな特徴です。

うという動きをイギリスの行政が推進しているわけです。

6

する仕組みです。

もう一つの特徴は、この手のFinTechベンチャーが強

そういったところも含めてイギリスは FinTechに対し

みとしているのは無駄を排除した低コスト運用です。大

て非常にポジティブなのですが、そのイギリスで先ほど

きな会社、あるいは金融機関だと何十年、だいたい百年
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以上の歴史に基づいて作り上げてきた業務フローだとか、

あるということはおっしゃっていました。多分に自分たち

あるいは社内の経営管理態勢があります。FinTechベン

を格好良く見せている可能性は無きにしもあらずだと思い

チャーは、そこを徹底的に見直して業務を効率化出来る

ますけれども、優秀なアナリストの人たちがデータ分析を

部分は徹底的に効率化しましょうというところに特化して

かけながら貸出事業をやっているという話を伺いました。

やってきており、そこが低コストの運用を生み出している

私はクラウドバンクでレンディングサービスを提供してき
ましたけれども、いわゆる与信をしてお金を出してあげる。

大きな背景です。
続いて Eコマースファイナンスですが、先ほどアリババ

銀行員時代も含めて20 数年こういったビジネスをやってき

とかアマゾンとか楽天の話もしておきましたけれども、い

ていますが、皆さんの中にはお金を出してあげる側と、お

ままでは Eコマースだけをやってきた、あるいはペイメン

金を受ける側には何か暗黙的な力関係ってありませんか？

トプロセッサー、PayPal、Square、GMO、こういったと

お金を出してやるんだから、審査のために三期分の決算

ころが今まではネットの小売りの決済サービスだけを取り

書を出してくれと、出さなかったらいつまでたっても審査

扱っていたところから、金融に入ってきたということです。

してあげません、という話です。それがアマゾンレンディ

こういうオンラインマーケットプレイスにしてみると、商品

ングの話だとちょっと違います。

を出してくれるマーチャント、ショップオーナーの運転資

（アマゾン）
「どういう資料を借り入れ希望者からも
らいますか？」

金というもののファイナンスニーズというのは当然あるわけ
です。私もクラウドバンクを経営している時、アマゾンで
の仕入れ資金を貸してほしいという相談がきました。仕入
れたら仕入れた分だけ売れるので、今の課題は資金調達

（当方）

「こういう資料をもらいます。だいたい

審査にかかる時間はこれぐらいです」

（アマゾン）
「うーん、これはNot Good for Customer」

だけですーという話でした。当然、このP2Pレンディング

と言うのです。

の調達コストは当然高いです。クラウドバンクは平均する

アマゾンでショッピングするユーザーの立場から見る

と10％ぐらいの金利で貸していますが、それでも、高い

と、痒い所に手が届く、気が付いたら買っていたみたい

利益率で売れるので調達金利は問題ないという話です。

なケースありますが、それと同じアプローチをアマゾンレ

そういうニーズを見てこういった企業に貸す動きが増え

ンディングでもとっており、融資をするポテンシャルカスタ

ています。日本ではアマゾンが、アマゾンレンディング合

マーに対しても非常に顧客志向で利便性を追求したサー

同会社という会社形式で貸金業登録をしておりまして、グ

ビスを行っています。これはカスタマーに対する態度とし

ローバルにもアマゾンレンディングという会社を別会社で

て、お金を貸す側は偉いという私たち金融機関の姿勢

やっています。シアトルの本部のディレクターの方とたまた

がちょっと間違っているのだということに気づかされ、す

ま意見交換をする機会があったので、彼らのレンディング

ごく考えさせられました。果たしてそのような書類のもら

のお話を伺いましたけれども、やはり日々のトランザクショ

い方、あるいはコミュニケーションの仕方、審査の時間、

ンデータに基づいて、そのマーチャントの与信は事前に完

そういったもの全般が本当にカスタマーオリエンテッドな

了しているということです。ですから、マーケティングメー

仕組みになっているのかということです。もしかしたらこ

ルが来るらしいのですが、融資の申し込みをしたら、ほぼ

ういう非金融の人たちが金融分野に入ってきて、徹底し

即日回答の 2 営業日振込みというスピーディーさです。ア

たカスタマーオリエンテッドで顧客の利便性を追求すると

マゾンレンディングの方にお話を聞くと、申し込みがあった

いう態度を突き詰めていくと、金融、クレジット業界で当

時点で、事前審査がもう終わっているということです。常

たり前だと思っていたことが、実は当り前じゃない可能性

にそれぞれの取引先が申し込もうが申し込むまいが、トラ

が高いということが心にすごく浸みまして、どちらが本当

ンザクションデータに基づいて「このマーチャントならここ

にFinTechなのかと相当衝撃を受けて、打ちひしがれて、

まで貸せる」というデータを持っているということです。さ

反省してこのミーティングを後にしました。

らにアマゾンでは、ロケットサイエンティストのような優秀

一方でこのインディペンデント・レンダーでキャベッジ

な人材が、シアトルの本部でアルゴリズム分析をやってい

という会社は、eBayというアメリカ最大のマーケットプレ

ますと言っていたので、そのアルゴリズムというのは国に

イスを中心にトランザクションデータに基づいて融資を行

よる違い、例えば日本のマーチャントとアメリカのマーチャ

なっているサービスです。また、OnDeckというのは世界

ント、あるいはアルゼンチンのマーチャントは違いますか

最大の中小企業向けのレンディングプラットフォームに今

という話を聞きましたけれども、国によるチューニングは

なっていますけれども、特にeBay やアマゾンといった E
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コマースのプラットフォームに依存せず中立的にやってお
りますが、こういったものも中小企業向け有志のプレー

トーマツのFinTechイベントで聞いてきましたが、三菱

ヤーとして参加しています。私がクラウドファンディングで

東京 UFJ銀行の専務取締役システム担当の方が、年間の

やっていた感覚からいけば、世の中には金融排除されて

システム予算が 2,000 億円と言っていました。怖いのでア

いる資金需要者はいっぱいいて、その人達のプライオリ

マゾンのクラウドサービスはまだ使っていない、だからそ

ティは資金調達出来ることであり、それさえあれば事業

の分ものすごく膨大で堅牢なシステムを作っていると思い

を黒字化するのは十分可能であり、特に日本の上限金利

ますけれども、とんでもない金額をシステム投資に使って

の範囲内でいけば返す自信があります、という方々がけっ

いるので、どうにか圧縮したいというニーズは大きいです。

こういるということを感じております。
それから面白いのは Data use for Credit Checkです。

8

出来ないのかということです。

それから、業務の効率化、既存の課題の解決、規模
の追求と収益ということです。そういう意味で、トップラ

どうやって与信の審査をしているのか、どういったデータ

インよりはどうやってそのボトムライン、コスト面の圧縮に

を使っているのか、彼らの特別な審査ロジックがあるの

FinTechのソリューションやベンチャーのサービスが使える

かもしれませんが、データソースとしてはこのクレジットス

のではないかと、そういった思いが大きくあると思います。

コアというのは当然ありますから、一般的なクレジット理

一方で、FinTechベンチャーを中心とするサービスはど

論のデータを使いながら、eBay、PayPal、アマゾン、オ

ちらかというと、エフェクティブネス（効果）の追求を感じ

ンラインバンクアカウント&アザービジネスアカウント、そ

ます。それはボトムラインを上げるというよりはトップライ

ういったものもデータを全部開示してもらい、開示して

ン、さらに言葉を変えると未開拓の今までの既存の金融

もらったデータを見るわけです。PayPalも当然 PayPal

サービスでは対応されていなかったニーズや顧客にフォー

Transaction Historyだけで見ていますが、このキャベッ

カスして行こうという流れだと思います。ただ、大手の金

ジというのはサードパーティですから、いろいろなアカウ

融機関には規模が合わず間尺に合わないといったことも

ントデータを掻き集めてデータ分析をかけているというこ

当然あるわけです。大手の金融機関だったら最低 100 億

とがご覧頂けると思います。この場合の与信では、通常

円ぐらいじゃないと商売として成り立たないというケース

のいわゆる財務諸表だけではなく、むしろ財務諸表に書

があるわけです。融資においても500 万円とか 300 万円

いていない情報を元に審査しています。そもそも財務諸

の小口のローンを高い給料の審査担当者の人たちが審査

表分析は「その財務諸表が合っているのか？」という話

していたら採算が合わないので、100万円のローンも1,000

がありますので、そこの課題を鑑みると、トランザクショ

万円のローンも1億円や100 億円のローンも手間はそんな

ンのデータの方がはるかに企業の実態を把握するのには

に変わらないとなると、大きなところしかやらないというこ

いいのであろう、ということがなんとなく見え隠れしま

とになりますが、そうすると、金融排除されている顧客に

す。サプライチェーンファイナンスも、サプライヤーとバイ

対応していくことはできなくなると思います。そしてこの境

ヤーとやり取りの中で、このサプライに対してファイナンス

目のところで、その中間を狙っている会社も当然あるとい

を行うというかたちになるわけです。そして FinTechベン

う話も聞こえてきているので、エフィシエンシーとエフェク

チャーのファイナンスは、リスク許容度の高い個人が資金

ティブネスの両方を高めていこうという金融機関も中には

支援をしてくれるというところになるわけです。ポイントは

現れつつあると聞いております。

やはりこの取引をテクノロジーでスムーズに、シームレスに

与信管理とFinTechというところに少しフォーカスして

入りながらやることが出来る。そこが大きなポイントにな

行きますと、どの辺をFinTechでカバー出来るのかとい

ると思います。

うと、情報収集、分析には FinTechではカバーしつつあ

このような事例を話してきましたが、FinTechにはいろ

ると見て取れます。では実際にどんなプレーヤーが与信

いろなサービスがありますが、少し整理してみると大きく

管理していくのか、ビッグデータを活用するFinTechベン

二つにまとめられると思います。大手金融機関が進めよう

チャーについて見ていきます。クレジットスコアリングで

としているFinTechの流れは何かと言うと、エフィシエン

は、プロスパーとかレンディングクラブというのは、P2Pレ

シー（効率性）の追求であろうと感じざるを得ません。例

ンディングの会社で、スコアリングを提供するというより

えばブロックチェーンを使っていろいろな業務を検証して

は融資をするにあたっての審査を行っています。それから

おりますが、レガシーなシステムをブロックチェーンシステ

マーケティングソリューション、顧客を発見してくれるとこ

ムに置き換えることによって、膨大なシステムコストを圧縮

ろです。あとは不正検知、リスクマネジメント。ここはト
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ランザクションデータだとか、いろいろなデータを見なが

けれども、これは何のデータに基づいて与信しているか

ら不正を検知するというソリューションも海外には出てき

というと、クレジットデータは基本的には無いわけですか

ております。あとはインベストマネジメントというのは、ア

ら、ソーシャルメディア・アクティビティや、ブラウジング・

ドバイザー的なものもあります。

ビヘイビアー、つまりどんなサイトを見ているかということ

On Deck の SMEファイナンスについて見て見ますと、

に注目します。さらにヒューマンネットワークは、そのソー

トランザクショナル・データとアカウンティング・データ、

シャルメディアでの関係を見るわけです。ジオロケーショ

あとプロプライアトリー・データ、ここに彼ら独自のデー

ンはスマートフォンのデータを見ることによって、どういっ

タで、おそらく過去のクレジットヒストリーから基づいて

た所に行っているかという位置情報を見ます。ストレング

出てきた重み付けのデータなんかもあると思いますが、こ

ス オブ リレーションシップは、ネットワークを見るだけで

ういったデータを全部読み込んでこのスコアリングを行っ

なく、ネットワーク上の関係の強み弱みです。これもよく偉

ているということです。そしてデフォルト・エリミネイテッ

い社長さんが政治家と握手して「僕は政治家と仲いい」と

ドとありますが、デフォルトをどのようなかたちで排除して

いうような方が時々いらっしゃいますが、本当にリレーショ

いくのか、彼らのロジックが非常に優れているものだとい

ンが強いかどうかというのは分かりません。しかし、グー

うことを書いています。要するに同じリスクだと見えていま

グルも一生懸命やっているのは画像認識技術で、政治家

すが、より幅広く融資可能な領域を拡大しているというこ

や偉い人と握手しているような写真1枚ぐらいで、ソーシャ

とです。通常の審査では落ちているような人でも、彼らの

ルメディアで見てみると、むしろ変な輩とつるんでいる写

審査にかかってみると貸せるという人たちを発見出来てい

真の方が多かったとか、そういったこともこれからはだん

る、ということになるわけです。このようなところで、豊

だん検索可能になってくるようです。私の顔写真を撮って、

富なデータポイントを活用している。あとは継続的な検証

その写真で検索をかけると、場合によっては卒業アルバ

データ性能の向上。現在は第 5 世代になっている。毎回

ムの写真まで出てくるという可能性があるわけです。そう

毎回そのデータをアップデートしていきながら、この On

いった技術も含めて、今後はテクノロジーで重みづけをし

Deckスコアというものの精度を高め続けているということ

て、ノントラディショナルデータ、デジタルフットプリント、

を謳っているわけです。

オンライン上の足跡をたどっていくと、その人の信用力、

続いて Lenddoというソリューション、これはフィリピン
の会社ですが、世界的には注目されている会社なので一

あるいは将来の倒産可能性、個人で言えばデフォルトを
起こす可能性というのが分かってくるということです。

応ご紹介しますと、フィリピンですので、皆さんの事業

Feedzaiはロケットサイエンティストとかアナリティクス

領域とは直接関係ないかもしれませんが、途上国ですと

の専門家の人たちがつくったサービスですが、マシン・イ

か、いわゆる信用データやクレジットに関わる、いわゆる

ンテリジェンスとヒューマン・インテリジェンスとを掛け合

その定量的なデータが充分に無い国のマイクロファイナン

わせて不正検知を行います。これもBtoB 向けのソリュー

ス金融機関、銀行、ノンバンクといったところに彼ら独自

ションで、金融機関に提供するだけではなく、オンライン

のLenddoscoreというスコアリングモデルを提供している。

ショップだとか、こういう人に売ってはいけないとか、そ

これがいわゆるBtoBモデルのFinTech ベンチャーです

ういったところにも幅広く提供しており、膨大なデータを
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マシンラーニングでやりながら、人力の部分でチューニン

そしてその対応が悪いと2chに書き込まれていくわけです。

グしながらやっているということです。不正検知の分野に

そういう意味でいくと、大手の金融機関もその顧客対応

おいて、シティバンクのベンチャーキャピタル部門である

をどうするのかというのが重たいテーマだと思います。今

シティベンチャーズから大口の資金調達をしているという

チャットボットの精度がかなり高まってきていて、音声で

ことで、シティバンクも注目するサービスとなっています。

やるというのはもちろんありますが、テキストでこれにつ

いよいよまとめの話になりますが、業界全体でどんなこ

いて教えてくれといったら自動的にロボットが答えを返し

とを我々は意識していかなければいけないのか、一つは

てくれる、こういったものが業務の効率化になっていく可

よく言われる言葉で、金融アンバドリングです。これまで

能性があるのではないかと思っていて、チャットボットを

は金融サービスあるいは与信管理も含めて、業務を全て

あえてここに加えさせていただきました。あとはブロック

内製化している会社が多かったのではないのかということ

チェーンです。これはトランザクションデータのデータベー

がありますけれども、場合によっては、自分たちが得意な

スの一つで、小さく管理していくというだけではなく、債

もの、不得意なものを見分けた上で、様々な外部のプレ

権管理の部分だとか、仮想通貨だとか個人間の金融取

イヤーのサービスを使っていく余地が出てくると思います。

引も含めて、動産の担保管理とかにこういうのを使えてく

今までは大きな金融機関ごとに閉じられた各機能、それ

ると面白いのではないのかと思います。

が分裂していく、アンバンドルされていく、という流れが

ある情報では、たった15％しかビックデータアナリスト

一つあるでしょう。似たような発想ですけれども、オープ

を使っていないというふうに書いています。そしてリスク

ンイノベーション、金融機関というのは外部と連携するこ

管理部門の人的構成の変化を予想しているわけですが、

とが難しいし、情報の秘匿性やプライバシーも問題もあり

債権管理業務に 50％、分析業務に15％というのが 2015

ますので、出しにくいという部分は残りますが、今後は外

年の姿で、将来的にはこの比率が逆転して、管理的なペー

部のソリューションベンダーと積極的に組んでいくことが

パーワークとか、ドキュメンテーション作業の業務がより

必要になってくるのではないか。先ほどの大手金融機関

効率化していく中で、こちらの分析業務の割合というのが

のFinTechの取り組みは、このオープンイノベーションの

より重要になってくるのではないのかということが、リス

姿勢を強めつつあるのではないかという気はします。そし

ク管理部門の人的構成の方向としても予想されています。

てファイナンシャル・インクルージョンです。これも今話題

そして与信管理の未来像ですが、よりデータを分析す

になってきている言葉ですが、薄皮一枚のところに金融

ることが重要になってきます。一方で業務効率を改善する

機関が殺到しているという話がありますけれども、今の

という意味で行くと、一層の業務の標準がこういったもの

金融の基本的な与信から排除されている人たちの中に、

を進めていく必要があるということです。また機械学習だ

実は充分健全な貸出対象となり得る人たちがいる可能性

とかAIを使うのももちろん大事ですけれども、先ほどの

もありますので、薄皮から外れていくところに新しく魅力

アナリティクス人材を増やさなければいけないというよう

的な市場があるということに着目し、その薄皮一枚の中

に、機械ではなくて、やはり扱う人間というものの関与が

で競争するところから出て行ってみることが大きなテーマ

大事になってくるだろうと思います。その結果、クレジット

であり、業界全体的に言える一つのことかと思います。

アナリストへの人材ニーズがむしろ高まってきます。それ

また技 術 領 域 的な部 分ではどうなのか。API レボ

からFinTechとエスタブリッシュトカンパニーです。大手

リューション、外部のソリューションを取り込んでいくとい

金融機関やFinTechベンチャーとの協調的な関係という

うことです。マシンラーニングも言わずもがなでなってくる

のも出てきて、オープンイノベーションが進んでいくのでは

でしょう。チャットボット、これはロボットです。業界未来

ないか。そして得意な分野に特化することによって強みを

予想の中でチャットボットがこのFinTechサービスの中に

発揮していけばいいのではないか、というのが私の与信

入ってくるのではないかと予想しておりますが、顧客との

管理に関わる未来像としてお話しさせていただきました。

接点のサービスというのは何かと手間がかかります。先ほ

最後になりますが、FinTech が様々にもたらしてくれる

ど、FinTechベンチャーが無駄な業務を徹底的に効率し

余白によって与信管理がもっと効率的にもなりますし、か

て低コスト運営をしていますという話をしましたけれども、

つ想像的になってくる。そういった意味で、FinTechは脅

FinTechベンチャーがオペレーションで手間を取っている

威であるというよりも一緒に共存していけば、与信管理部

のは顧客対応なのです。メールでの問い合わせ、電話で

門の皆さんが疲弊することもなく、創造的な事業に邁進

の問い合わせが、時間に関係なくたくさん来るわけです。

出来るようになるのではないかと思います。
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コメント
「みらいの信用リスク管理を考える研究会」分科会長
株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部リスク管理部

グループリーダー

尾木

研三 氏

大前さん、ありがとうございました。かなり突っ込んだ

ンを変えるというのは、価値観を変えることに他ならない

内容までお話し頂きまして、本当に感激しております。と

わけですから、勇気と大きな決断が必要です。スーツと

いうのは、金融機関の間では、FinTechという言葉を聞

ネクタイで身を固めている伝統的な金融機関には、変わ

かない日はないぐらい注目され、関心が高まっています。

りたくないと考える抵抗勢力がとても多く、ジーパン、ノー

FinTech 関連のセミナーはいつも満員御礼で、参加する
のも難しい状況です。そのような状況のなかで、私もいろ
んなセミナーに足を運びましたが、核心部分については
企業秘密ということもあり、ほとんど語られることはあり
ませんでした。ここまで詳しく話していただいた方はいな
かったと思います。大変勉強になりました。今日ここに来
られた方々はたいへん得をしたのではないかと思います。
申し遅れましたが、簡単に自己紹介させて頂きますと、
私は与信管理協会で「みらいの信用リスク管理を考える
研究会」の分科会長をさせて頂いております、日本政策
金融公庫リスク管理部の尾木と申します。公庫では格付
けモデルを開発したり、運用したりという仕事を主にやっ

尾木

ております。先ほど革新的格付けモデルという話がありま

研三 氏

したけれども、私どものモデルに AI は搭載しておりませ

タイに変えることは簡単なことではないと思います。この

んので、革新的ではない格付けモデルを扱っております。

ような抵抗勢力のいないネット銀行やネット系のクレジット

現在、FinTech 企業という金融と最新のテクノロジーを

カード会社は、どんどんFinTechを使って新しい金融サー

融合した新しい金融サービスを提供する企業が続々生ま

ビスを提供し始めていて、動きの遅い伝統的な金融機関

れています。私は日本政策金融公庫という伝統的な金融

にとっては脅威だと思います。

機関におります。一方の大前さんはFinTechという革新的

今日は、大前さんの話を踏まえて、FinTechという大

な金融サービスを提供するベンチャー企業にいらっしゃる

きな潮流の中で、金融機関の与信管理の現場が、将来、

方です。同じ金融業界に属しているわけですが、その違

どのように変わっていくのかについて、少しお話ししたい

いがどこにあるのかと言えば、私と大前さんのファッショ

と思います。具体的には、伝統的な与信判断とFinTech、

ンを見て頂ければ一目瞭然だと思います。私のように伝統

いわゆるAI（人工知能）を使った判断とで、どのような違

的な金融機関に勤めている人間のファッションというのは

いがあり、AI でどこまでできるのかという現状をお話しし

カチカチのスーツに身を固めてネクタイを締めている。き

たあと、審査担当者の未来について、若干コメントさせて

わめて機動性が悪い。こんな機動性の悪い、重たいシス

頂ければと思います。

テムにとらわれている金融機関では、日々刻々と変わる顧
客のニーズに柔軟かつスピーディに対応することは難しい

まず、こういう論文があります。以前も紹介しましたが、
「雇用の未来」という2013 年にマイケル・オズボーン准教
授というオックスフォード大学の先生が発表された論文で

と思います。
一方のFinTech 企業は、大前さんのファッションのよう

す。一言でいうと、人工知能が普及した時に 5 年後、10

に、ジーパン、ノータイで機動性がある。このような機動

年後、どんな職業が無くなるかというのを分析したもので

性の高いシステムと柔軟な意思決定があれば、お客さん

す。論文では 702 の業種を分析して、それぞれの業種に

のニーズに柔軟かつスピーディに応えることができる。メ

ついて10 年後に無くなる確率を出しています。

ガバンクをはじめ、多くの金融機関が FinTechをいろいろ
と研究して、頑張っているわけですけれども、ファッショ

それを見ると、 審 査 担 当 者 は、702 業 種 中 686 位、
98％の確率で10 年後、AIに置き換わるであろうという結
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果になっています。金融機関の審査を担当している者や、

ましたけれども、AI（人工知能）を使うと定性分析のかな

伝統的な金融機関にいる人間にとっては非常にショックな

りの部分ができるようになります。もしかすると審査担当

数字です。まさかそんなことは起きないだろうと、一笑に

者では把握出来ないようなことまで分析できるかもしれま

付していたのですが、最近の動きをみると、笑って済まさ

せん。例えば、審査担当者に、審査で一番難しい業種は

れる話ではないと思い始めました。たとえば、AIを使っ

何だと聞くと、多くの人が飲食店と答えます。飲食店の経

て実際に融資をするというようなネット銀行が現れました

営を左右する一番重要なカギは「味」です。味が良いか悪

し、メガバンクを中心に、AIを使ったスコアリングモデル

いかということです。でもそれを審査担当者が判断する

を開発して、どんどん審査に活用していこうということを

のは難しい。ここの店は美味しい、というのは主観です。

本気で考え、取り組み始めています。こういう流れをみる

どれぐらい美味しいのか、実際売り上げにどれくらい貢

と、審査担当者がAIに置き換わる日もそう遠くはないの

献するぐらいの美味しさなのか、というのを定量的かつ

ではないかと真剣に考えざるをえません。

客観的に評価するのは非常に難しい。

人工知能型のスコアリングモデル、これはどういうもの

しかし、AIを使うと、ネットに溢れるいろいろな情報

かというと、私もまだ勉強中の身ですけれども、まず、ス

を使って評価をすることが可能になります。ネットにはお

コアリングモデルというのは、企業なら決算書、個人なら

客さんの意見や評価がたくさん出ています。例えば食べ

源泉徴収票や確定申告書など、いろいろなデータからモ

ログなんかを見れば、5点満点中 3.5点ですとか、客観的

デルを介して融資先の信用リスクを評価するものです。例

にいろいろな人の評価というのが得られるわけです。飲

えばクレジットカードを作る時にも、スコアリングモデル

食店以外にも、大工さんだとか、塗装屋さんだとか、自

を使っていると思いますし、住宅ローンなんかはほとんど

動車整備会社だとかそういったところでも、サービスの

がスコアリングモデルで審査をやっています。
「来店不要、

質はどうなのかという情報がネットにたくさん溢れていま

郵送だけで融資をします」というのはみんなこのスコアリ

す。お客さんのコメントもいっぱい掲載されています。AI

ングモデルを使っている商品です。

を使って集めてきてそれを分析すれば、おそらく審査担

いま、多くの銀行では、クレジットカードや住宅ローン

当者が現場力と言って、現場に行っていろいろなものを見

の審査だけではなく、AI（人工知能）を使えば事業資金

て、目利きを使って、判断してきたものが、客観的に数字

の審査もできるのではないかと、取り組み始めているわけ

で評価出来るようになります。しかも一瞬で評価できます。

です。消費資金と違って、事業資金の場合は難しい部分

私は早稲田大学大学院ファイナンス研究科を卒業して

があって、これまではモデルだけで審査判断をするとい

おりまして、ゼミはスコアリングモデルの第一人者の森平

うことは行ってきませんでした。ご存知のように事業資金

先生のゼミに所属していました。とても勉強熱心なゼミ

融資の審査をやる時には、定性分析と定量分析と二つあ

で、毎年、現役生だけではなく、OBや OGも参加する夏

るというのはいろいろな本に書かれているかと思います。

合宿をやっています。今年の夏合宿のテーマが実は AI で

今のスコアリングモデルというのは定量分析、いわゆる決

した。AIの専門家も来て、実際にいろいろとプレゼンテー

算書の情報を中心とした分析というのは非常に得意です。

ションをしてもらいましたが、私が見たところでは、AI は

しかし、定性分析といわれるような、例えば経営者の資

そんなに難しい技術ではありません。Excelでもできます。

質だとか、飲食店であれば味はどうかとか、サービスの

実際に ExcelでAIを作って、それを動かして為替の将来

質がどうかとか、そういったところまでは現在、銀行など

予測をしようとか、株価の将来予測をしよう、というよう

で使われている格付けモデルだとかスコアリングモデルで

なことをゲーム感覚でやってみました。シミュレーション

は把握することは出来ません。したがって、定性分析は

を通して、基本的な技術はそんなに高度なものではないと

人の手を使ってやりましょう、審査担当者が目利きを使っ

実感しました。

てカバーしていきましょう、というような審査の態勢にあ
るわけです。では、審査担当者とモデルの役割分担がど

有効かつ正しい情報をどのように集めてくるのかというこ

れくらいなのかと言うと、大雑把に言えば、中小企業の

とです。システム的な環境を整えて、クローリングという

評価ではだいたい半分ぐらいです。モデルで評価する部

技術を使って、ネットの情報をどのように、どこから集め

分が半分、残り半分は目利き力を使っているという状況

てくるのか、というところがポイントになってくると思いま

です。

す。ただ、その辺の課題さえクリアできれば AIを使った

ただ、先ほど大前さんから革新的モデルのお話があり
12

ポイントは、インターネットにあふれている情報から、

スコアリングモデルというのは、かなり近い将来、実務で
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主流のモデルになるだろうと私は思います。

う状態かと言うと、人工知能分野の日本の第一人者であ

もちろん、モデルだけで100％正しい審査判断が出来

る東大の松尾先生の著書によると、人工知能が人工知能

るのかと言われれば、AIを使っても100％は難しいと思

を作れるようになった時が人工知能の完成であると言っ

いますが、人が見るのと同じレベルか、もしくは人的な審

ています。人間が作っている限り人工知能は完成ではな

査にかなり近いレベルでの判断は出来るようになるのでな

い、ともおっしゃっています。そう考えると、現在の人工

いかなと思います。

知能の技術レベルは、完成には程遠い段階にあると思い

AI が人的審査に近いレベルまで成熟した場合、先ほど

ます。

大前さんからもお話がありましたが、コストが圧倒的に違

人工知能を使ったスコアリングモデルというのは、当面

います。AIを使えば相当に低いコストで審査業務が出来

は審査担当者の良きアドバイザーにはなれるかもしれませ

るようになる。おそらく審査業務のコストが 10 分の1 以下

んが、100％ではないので、人の手を借りてカバーしなけ

になる。審査担当者が一人二人いれば後は全部 AI で審

ればならない部分が出てきます。したがって、道具として

査をやることも可能になります。そうなれば、現状よりも

の人工知能型スコアリングモデルを審査担当者がどのよ

多少審査の質が落ちても、コスト面を考えれば、AIを用

うに使いこなしていくのかという点、つまり、道具をうまく

いた革新的なモデルを使った方がいいじゃないかという

使えるかどうかという点が、審査担当者に求められるスキ

判断ができます。そうすると、ここにもいらっしゃるかも

ルになると思っています。例えば、実際にモデルを使って

しれませんけれども、審査担当者の大半は要りませんと

点数化した場合に、30点以上だったら貸すけど 30点未

いう話になり、審査担当者の未来は非常に暗い。ただ、

満は貸さないということではなく、30点未満の企業はリス

先ほど 5 年後、10 年後にはそうなるかもしれないと申し上

クが高い可能性があるから、人の目でしっかり見て審査し

げましたけれども、実際にいつ頃なのかということをもう

ますよ、というような使い分けや役割分担が必要になって

少し掘り下げて冷静に考えてみると、もう少し時間がかか

くるだろうと思います。
それに加えて、先ほど大前さんがおっしゃっていたよう

ると思います。
人工知能が現在どのぐらいのレベルにあるのかという

に、審査の現状を見てみると、個人情報保護法の施行に

と、まだまだ発展途上の段階にあるのは間違いありませ

伴う顧客情報の取り扱いの厳格化や反社会勢力の対応、

ん。モデルの構造自体はそんなに難しいものではないの

ネット社会の拡大による風評リスクの増大などで審査の

ですが、入力する情報の質を精査する必要がある、とい

業務量は年々増加しています。一方で、時間管理の徹底

うところがポイントになってきます。ネット上の情報という

や健康管理などワークライフバランスの充実が課題になっ

のは正しいものもあれば、正しくないものもあります。そ

ていて、業務時間の一層の短縮が求められています。限

れを選別する能力がAIにあるのかというと、今のところ

られた時間の中でたくさんの案件の審査判断をしなけれ

そこまではなかなか難しい部分がある。モデル自体は簡

ばならないので、どうしても審査の質が低下してしまい

単に出来るかもしれませんが、入力する情報が間違って

ます。

いると、モデルは間違った結果を算出します。実際にネッ

このように、審査業務を取り巻く環境を考えると、AI

トの情報というのは、ネガティブな情報が非常に多く、

を使ったスコアリングモデルを導入しても、当面、5 年、

そういう情報ばかりを入力してモデルを使うと、間違った

10 年ぐらいの間は、膨れ上がった審査の業務量を効率

結果、つまりリスクを過大評価する可能性が非常に高い。

化して、審査の質の低下に歯止めをかけるぐらいが精一

もちろん、決算書の情報だって粉飾や偽装の可能性があ

杯ではないでしょうか。審査の質を元のレベルまで戻し、

り、会計監査を受けていても、情報が必ずしも正しいと

さらに審査担当者の数を減らすというところまでいくには

は限りません。AIで粉飾や偽装を検出する技術開発も進

まだ相当な時間が必要になると思います。したがって、モ

んでいますが、当面は情報が正しいかどうかを見極める

デルとの共存共栄という道を探れば、審査担当者の未来

目利き力というのは必要であろうと思います。いろいろ申

はそんなに暗くない。モデルか人間かという二者択一では

し上げましたが、要するに人工知能は、まだまだ発展途

なくて、審査担当者とAI 型モデルをどう組み合わせるの

上の技術であり、過剰な期待は禁物だということです。

かが重要だと思います。

少し話はそれますが、人工知能が完成するのはどうい
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COLUMN

グーテンベルク聖書の話
中国の三大発明と言えば火薬、羅
針盤、紙ですが、これにドイツのグー

取られてしまいます。

に宗教改革の）力となりました。

世界一高価な書籍

テンベルクが発明した印刷術を加えて

金を貸して利息を取る事は神の教

四大発明と言う人も多くいます。なぜ

えに反するとされていましたので、フス

現存する 42 行聖書は世界に 50 部

そのような言い方をするのかよく分りま

トは「借りて貸したのだ」と主張し自分

弱しかありません。日本にも一冊だけ

せん確かにそうかもしれないとは思い

が金貸しでは無い事を強調しました。

慶應大学が所有しています。その一

ます。印刷は紙を早くから使っていた

「自分も返さなければならない、だ

冊は上下巻の下巻のみで抜けている頁

中国とその周辺国において様々な工夫

から返して貰わないと困る。返せない

（表裏で一枚、これを葉と言います）

が行われていました。しかしグーテン

なら工場を譲れ」こうしてグーテンベル

も多くあります。一葉でも高価に売れ

ベルクは活字を使った『活版印刷術』

クは工場を追い出され、フストは聖書

た事、また包装紙として使ってしまった

を開発した点で画期的でした。

を完売して大儲けしたのです。

（価値が分らなかった）事から、大概

紙販売を生業としている小生にとっ

この聖書は俗に42 行聖書と呼ばれ

のものは葉が欠落しています。何しろ

てグーテンベルクは最も興味のある人

ます。一頁に42 行印刷してあるからで

五百年以上も経っているのですから。

物です。与信とは関係ないけれども気

すが、実は 40 行の頁もあって、小生

もし今、完全本がオークションに出

分転換になるかと思うので是非皆さん

も子供のころ 40 行しかない写真を見

たら数十億か数百億の値段になるで

に紹介したいと思います。

て大いに疑問に思った事があります。

しょう。因みに慶応大学のそれは 30

「大人はいい加減だ！……」

42 行聖書の印刷

年程前、推定ですが 10 億円近いもの

これには理由があります。40 行で

でした。全ては公的な図書館や大学

彼の名前はとても長く（寿限無ほど

は無くて42 行にすれば印刷回数も使

の所有となっていますのでもう市場に

では無いが）ヨハネス・ゲンズフライ

用する紙も節約できて経済的だと気が

出る事は無いはずです。もし誰かが隠

シュ・ツール・ラーデン・ツム・グーテ

付いて途中から変更したのです。実は

して保有していたとすれば、これはも

ンベルクと言います。グーテンベルクと

早く試し刷りを見たい人たち（フストや

う大事件です。

言う人が住んでいた館に引越をして来

教会関係者、その他の支援者）が彼

貴兄も価値ある稀覯本をお持ちな

たのでグーテンベルクと呼ばれるよう

を急かしたので、仕方なく40 行に組

のでは……。例えば『吾が猫……』の

になりました。だから代々その館に住

んだ版で印刷をやってみせたのです。

初版本とか。古本屋巡りも楽しいの

む人は皆グーテンベルクさんなのです。

結果は素晴らしいもので皆事業の成

で私ももう少し行ってみたいと思います

残念ながら今その館はありません。

功を確信し喜びました。

彼は自分の発明で聖書を印刷しま

では 40 行は最初だけかと言うと途

した。当時は書き写すしか聖書を所

中にも幾つかある事が知られています。

有する事は出来ませんでした。だから

そのおかげで印刷は 1台の印刷機で

（因みに小生の興味は紙と印刷です）
が、これ以上買うと妻の機嫌が悪くな
るのでもう無理だと思っています。

印刷すれば絶対に売れると思ったの

最初から順に行ったのではなく、複数

印刷工場は戦争で火事にあい焼失、

です。そこでフストと言う人から資金を

の機械で同時進行的に行われた事が

その為に職人たちが各地に分 散し、

出してもらい人を雇って工場を作りまし

わかりました。研究者によると5 台の

印刷という新しいビジネスが普及しま

た。まさしくベンチャーだったのです。

印刷機を聖書専用にしたとの事です。

した。それに伴い製本、製紙、出版

聖書の印刷には数年を要しました。

14

したものの裁判で負けてしまい工場を

印刷工場は戦争で火事にあい焼失、

ところがいよいよ完成間近になって突

その為に職人たちが各地に分 散し、

然フストが「金を返せ」と言って来まし

印刷という新しいビジネスが普及しま

た。グーテンベルクは
「あれは出資だっ

した。そして製本、製紙、出版業等

たはず。返す必要のない金だ」と反論

を盛んにして世の中を大きく変える
（特

業を盛んにして世の中の変革に大きな
力を与えました。
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加藤

比良夫

株式会社シオザワ
与信管理士

協賛
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RiskAssessment
Planning
Decision
Monitoring

分科会へのご参加、お問い合わせは下記までお願いします
インテグラート株式会社
東京都千代田区神田神保町1-13
http://www.integratto.co.jp
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Tel:03-5577-4154 Fax:03-5577-4254

e-mail：radmap@integratto.co.jp 与信管理協会担当：松下
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信用情報

企業要覧

データバンク

DB サービス

海外企業調査

株式会社

18

国内企業調査

信用交換所
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御社の抱える未収金
御社の抱える未収金
諦める前にご一読下さい！
諦める前にご一読下さい！
商事法務から出版！
商事法務から出版！
債権回収について・書籍についてはコチラ↓↓
債権回収について・書籍についてはコチラ↓↓

少額債権の管理・保全・回収の実務
少額債権の管理・保全・回収の実務

⼤阪市中央区内本町１－１－１OCTビル３階
司法書⼠ 北詰健太郎
⼤阪市中央区内本町１－１－１OCTビル３階
簡易代理認定番号 第８１２１１８号
司法書⼠ 北詰健太郎
簡易代理認定番号 第８１２１１８号
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平成 29 年度（平成 29 年 4月1日～平成 30 年 3月31日）
会費納入のお願い

林田和久 公認会計士事務所
KAZUHISA HAYASHIDA CPA OFFICE

日頃より当社団法人の運営に対しまして、ご支援・ご協力い
ただき誠にありがとうございます。
私たちの活動は、皆様の会費に支えられています。今後、活
動をさらに広げていくためにも、引き続き会員継続と会費の納
入をお願い申し上げる次第です。
年会費は下記の通りです。既にこの通知前に納入の際にはご
容赦ください。
当法人におきましては、今年度も様々な分野で活躍する与
信管理実務担当者を支援し、企業・学術機関との多様なネット
ワークの拠点づくりと、与信管理に関する知識を広く一般に普及
させる活動に邁進する所存です。
会員のみなさまの益々のご支援・ご協力を賜りますよう、重
ねてお願い申し上げます。

株式会社 SSH パートナーズ
SSH PARTNERS Co., Ltd.

所長／公認会計士／税理士

林田 和久
Kazuhisa Hayashida

＜年会費＞
◦個人会員 一口 10,000 円
◦法人会員 一口 50,000 円（協賛会員

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-3-2 日伸ビル 2F
TEL：03-5829-4369
FAX：03-5829-4235
Mobile: 090-7733-2405
E-mail: k.hayashida@ssh-parners.jp
hayashidacpa@gmail.com

2 口以上）

＜期 限＞
平成 29 年 4 月 28 日（金）
＜振込先＞ 以下の口座へのお振込をお願いいたします。
◦金融機関名
三井住友銀行
本店営業部
◦口座番号
普通 2654002
◦口座名義
一般社団法人 与信管理協会
（イツパンシヤダンホウジン ヨシンカンリキヨウカイ）
※恐れ入りますが、振込み手数料は会員様負担にてお願いいたします。



 新規会員募集   

当社団法人では、新規正会員（個人・法人・協賛）を広く募集しております。皆様のお近くで当法人にご興味のある方がいらっ
しゃいましたら、是非ご紹介願います。入会手続については当社団法人のホーム・ページ（http://www.yoshin-kanri.com/）を
ご参照ください。その他詳細は、事務局（03-5829-4389）までお気軽にお問い合わせください。

編集後記
▶今回のカンファレンスも話題の FinTech を取り上げ、第一

▶次回のカンファレンスは節目の第 10 回目となります。ベン

人者の大前氏にご講演いただき、大変有意義な講義となり

チャー・中小企業の与信・受信をテーマに 5 月 15 日開催で

ました。FinTech に馴染みのない方でもわかりやすく、新

進めています。ご友人、関係者をお誘い合わせの上奮って

たな分野についてご参考になったかと思います。次年度も

ご参加ください。（菅野）

カンファレンスをはじめ、分科会もさらに盛り上げてまい
りますので、会員皆様のご参加ならびに新規会員のご紹介
をよろしくお願い申し上げます。
（内田）

一般社団法人 与信管理協会

▶写真撮影：山本会里
【撮影依頼・お問い合わせ】amulita0316@gmail.com

関西支部

URL : http://www.yoshin-kanri.com/
本部
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〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-3-2
日伸ビル2階
TEL:03-5829-4389 FAX:03-5829-4235

九州支部

〒604-8162 京都市中京区七観音町 623 第11長谷ビル5階
司法書士法人F & Partners 京都事務所
TEL:075-256-4548 FAX:075-255-6328
〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡5階
エスペランサ税理士法人
TEL:092-741-6316／FAX:092-741-6326
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