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たとえば、クレジットカードの初期与信におけるモニタリング プロセ
スを例に挙げます。
一般的な傾向として、これは通常の金融機関では毎月検証され、
四半期ごとにさらに細かく検証されます。この場合の推奨案は、
「申込者」の母集団が安定するまでの間は検証頻度を隔週ごとに
増やすことです。
これにより、この期間の申込者プロファイルの理解を深めることが
できます。このデータの傾向を分析して、人口統計や行動などの
主要特性における変化を調べることが次の理想的なステップです。
これは、主要特性の推移傾向の意味を理解する上で役立ちます。
たとえば、世界金融危機（GFC）において、複数の市場におけるトレ
ンド分析により、信用商品の申込者はスコアカードのカットオフ値
（しきい値）水準をクリアしているものの、明らかに多くの低信用
スコア層に推移していることが分かりました。
別の分析では、低スコア層内ほどレバレッジは高く、ストレスが加
わることで支払延滞が増えることが強調されています。
さらに、6か月を超える期間では、市場に合わせた物理的なソーシ
ング経路を反映して、次の母集団に変化が見られました。
シンプルな追加ステップは多くの価値をもたらしましたが、ソーシ
ング経路と対話して、現場での出来事についてより多くのコンテキ
ストを取得することになりました。これらの基本ステップの有効性
は過剰なストレスにはなりません。

業界トレンドの追跡
業界トレンドの追跡は、平常時でも有効であり、現在のような状況
ではより一層重要になります。
一般的に、早期ストレスの兆候が見えるポートフォリオトレンドと
セグメントの業界データを追跡することが有益です。これは、
信用情報機関、またはその他の業界組織と協力して経験できる
作業です。
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今日の個人向け金融事業では、さまざまな分析モデルおよびマシン
ラーニング アルゴリズムを使用して、顧客に対する適切なアク
ションを分類・決定しています。世界金融危機（GFC）で示され
たように、これらのモデル、アルゴリズムおよびアクション マトリ
クスは「予測不可能」な事象により大きく変化します。私たちは
今まさにこのような局面に再び直面しています。
私たちが使用する定量的モデルを理解して再調整することは、
このような状況で取り組むべき重要な活動です。
これらのモデルは長年に渡り私たちのビジネスに深く浸透している
ので、未知のデータがこれらに与える影響を理解し、使用される
モデル間の相互作用を知ることは、このような危機が生じている
期間における消費者ビジネスにおいて、最も短絡的に間違える
事象の1つとなり得ます。
間違った推測や見当違いの行動は、大きな母集団において膨張
し、まったく意図しない結果をもたらす可能性があります。この
問題のもう1つ別の重要な側面は、これらのモデルは長期的な予測
期間を対象として構築されているものの、一般的に危機的状況
では直接的なアクションに対するより短期的な見方が求められると
いうことです。この記事では、現在のCOVID-19危機のような変
曲点において消費者データモデルおよびアルゴリズムを扱う上で
注意して取り組むべきいくつかの重要な点について説明します。

基本：厳密さと頻度の検証
まず最初に、ビジネスにおけるさまざまな定量的モデルに対して
レポートの定期的検査の頻度と厳密さを再確立することから
始めます。
現実として、これらのプロセスは平常時にはフォーカスされず重要
性は少ないですが、今後の傾向の変化に対応するために再度焦
点を当てる必要があります。最も簡単な始め方は、通常の検証
よりも頻繁に行い、通常行われているレポート内の特定のセク
ションに注目して傾向データを調査することです。

2｜COVID-19時代のアナリティクス

これは、組織のポートフォリオと業界内での相対的な位置に
関する客観的な見方をもたらします。これらの比較のためにポート
フォリオパフォーマンスと顧客獲得データの両方を調べることが
有益です。

トップダウン分析のマクロ経済の相関
大きな経済的事象においても、顧客およびビジネスセグメント
への影響に対して差異が生まれます。これは、外部からの影響と
内部ポートフォリオを最もよく相関させるために、危機における
マクロ経済的影響に対して内部リソース、または外部支援による
検証を行う良い機会です。分析は、このインサイトを組織の意思
決定に反映させるために、他よりも大きな影響を受ける人口または
ミクロ地理学のいずれかのセグメントを理解することを目的とする
必要があります。

この影響は景気後退期にシフトする可能性があるので、期間内
で繰り返し実行して傾向を確認したり変化を特定できる分析が
最適なものであることを理解する必要があります。
この意味では、今後の変化を追跡できるように、この外部支援
による分析はブラックボックスではなく、組織内の分析として

よりよく理解することが重要です。

ベクトル自己回帰モデルを使うインパルス応答分析のような
技術を使用することで、大規模に結合された複合システムに
おける1つ以上の変数（またはショック）は時間を超えて他の
変数へ大きな変化の影響を与えることを理解できます。ショック
の影響を受ける、従属変数のラグ値および派生変数の現在値と
ラグ値とともにシステムの作業を含めるモデルを構築できます。

次に、分析は、ショックまたは1つ以上の変数の変化に対する
モデルの進化を追跡します。現在のコンピューティング能力では、
「システム」定義の範囲を消費者セグメント行動まで拡張でき
ます。また、これにより、景気後退局面への世界的な組織的
対応の大きな部分を占める消費者ポートフォリオに対する景気
刺激策のモデル化が可能になります。

業界トレンド マクロ経済の傾向

理解を深める リスクを特定効果的なターゲッティング

詳細分析 主要セグメンテーション

ポートフォリオ：具体的な能力
ベンチマークによる顧客の評価：債務能力、

支出パターンおよび収入源

実用的なインサイト

資料1：製品およびセクター別インサイトを使用した業界インサイト追跡

豊かさやライフステージによる分類

ソーシングトレンド：業界
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資料2：主要パラメータのインパルス応答のサンプルプロット
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追加データでインサイトを向上
消費者インサイトは、景気後退期間の組織に大きな価値を
もたらします。ビジネス規模に対しては好調期には間違った
意思決定に気付きませんが、景気後退期では防御戦略を介し、
追加情報はすばらしい価値をもたらします。
そのため、組織にとっては、顧客についてより多くの情報を提供
できる追加データソースを調査する良い機会となる可能性が
あります（著者の投稿記事「Data, Data everywhere」をご覧
ください）。理想としては、無関係なデータソースまたは内部
データでは分からない情報を提供できるデータソースに注目
します。
また、これは、内部データの情報価値との明確な相補性がある
業界全体でのデータ連携プロジェクトについて考える良い機会
でもあります。
データ連携は、明確な価値基準がないことから消費者業界
では遅れを取っています。今は正に、このプロセスを通じた助け
合いを目的として、この活動に取り組むときです。
たとえば、データフローに関連する金銭的価値を必ずしも
必要とせずに、データ交換者がこの期間で相互に価値を提供
する、オンライン小売業や銀行などの補完的な業界間の積極的
な連携が考えられます。

より細かいプロファイリング、より優れた
セグメンテーションのための双方向のスコア
一般的な消費者クレジットスコアまたは信用情報スコアは、12か月
といった長期的な期間での予測になる傾向があります。これは、
経済資本の計算に関する銀行の法的規制に適しており、通常
時の経済状況の際に適切に調整されます。景気後退期では、
ポートフォリオリスクを管理し、顧客の要求に対処すると同時に、
既存の顧客へのエクスポージャーを拡大するため、より積極的な
顧客管理アクションが必要になります。

より短期の保有期間のパフォーマンスファイルを使用すること
をお勧めします。これらの短期的なスコアは、一般的に、標準
スコアと組み合わせることで消費者セグメントへの対応を微調整
できます。
機械学習などの最新の手法により、これらの開発にはほとんど
時間はかかりませんが、顧客セグメントにおける防御的戦略
推進において大きな付加価値を与えます。

これらのモデルのセットを開発して、消費者ポートフォリオに
対するアクションに使用される意思決定マトリックスに別の
局面を追加することもお勧めします。これについて考える最も
簡単な方法は、より明確に方向を決めたアクションを実現する
ために、同じ長い保有期間のパフォーマンス層内における
異なる短い保有期間のパフォーマンス層で消費者を分析する
ことによって、より細かいセグメンテーションを作成する追加
モデルを調べることです。

特に低所得消費者ベースにおいて、このより細かい顧客セグ
メンテーションは緊張下で特に関連します。APACにおける
複数の市場では、低所得層が最も多く、一般的に景気後退期
に最も大きい影響を受ける、所得ピラミッドが形成されて
います。
より適切なセグメンテーションによるこのベースへの微調整を
することは、相当なコストで獲得された組織の消費者セグメ
ントが大まかなアプローチにより失われることなく、これらの
経済で1人あたりのGDP成長率が大幅に増加することを確実
にするための適切なステップです。

より細かいセグメンテーションだけでなく、所得スコア、レバ
レッジ、安定性スコア、ネットワークスコアおよび回収スコア
など、信用情報機関によって提供されるか、または内部で開発
される可能性のあるアクションの意思決定を支援する追加属性
も、この段階で大きな価値をもたらし、注目する価値があります。
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資料3：ポートフォリオ監視およびセグメント化されたアクションの使用事例

顧客のセグメンテーション基準：
•  内部データ、業界予測（SME: 中小企業向け）、信用情報機関トリガー（利用率、未決済残高、滞納履歴…）
•  代替データソース（利用可能な場合）
•  信用情報スコアおよび内部スコア

信用損失を軽減

集中アクション

顧客エンゲージメントを向上

ポートフォリオ セグメンテーション 予測と作用

セグメント1
• 予測
• アクション

セグメント2
• 予測
• アクション

セグメントn
• 予測
• アクション
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出典：ムーディーズ

スコアカードの再調整、カットオフ値および
戦略の変更
モデルを環境変化に合わせる全体的なプロセスにおいて、
明確なステップはスコアのカットオフ値（しきい値）、戦略の
再検討および最終的な再開発の可否を調査することです。
第一にやるべきことは、既存商品のスコアカードのカットオフ
値水準を即座に積極的に再検討することです。意思決定に
おけるすべての戦略を再検討することで、即時かつ高い収益の
機会が生まれます。

以前の観察と同様に、フォーカスセグメントに注目し追加の
インサイトに合わせて、必要な戦略変更を補完することは、
即座に意味をなします。

スコアカードの再開発は、次の母集団が安定するまですぐには
意味をなしません。ただし、機械学習ベースのスコア開発プロ
セスの速度を考えると、データに合わせて「シャドウ」スコア
カードを調査することをお勧めします。これは、新しいスコア
カードの採用を保留する戦略を調整するためのインサイトを
与える可能性があります。
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資料4：データドリブンモデルの調整

スコア再調整：アプローチ
モデル調整基準のパフォーマンスと現在の経済状況。
経済の変化により予想されるオッズシフトを捉える応答因子を使用したモデルの再調整。

COVID応答モデル

01COVID-19の
組み込み

03
再調整/
再構築

02 PDの
期待値の変化

既存のモデル
既存のモデル

経済、内部戦略およびPDなどでの変化

オッズシフト

平常状態（成長段階） 緊張状態（景気後退）

オッズ
シフト

これらの再調整のいくつかは、データからモデルへの高速な
伝達が可能で、市場の俊敏性がこの期間で高くなりがちな
不正取引リスクなどの分野では即座に兆候を確認できます。

シミュレーションおよびシナリオ計画
シミュレーションおよびシナリオ計画は、防御戦略を強力に
サポートすることから、景気後退中において多大な価値をも
たらします。シミュレーションおよびシナリオ計画の能力は、
機械学習および合成データにより過去数年間で何倍にも成
長しました。さらに、不安定な状態下では、クレジットモデリ
ングを確率システムとして見なすことができ、意思決定が現
実の短期的なパフォーマンス情報に基づいて行われる、この

状態ではシミュレーションを教師あり学習問題と見なす機会
もあります。モデルまたはシナリオの反復によりプロセスの
理解を改善する機械学習モデルの能力と合わせて、今後の
景気後退においてこの領域で機械学習を強力に使用する余
地があります。この方法論は、ポートフォリオのパフォーマンス
の変化や資本の見積もりを説明するために必要な引当金の
見積もりにも役立ちます。ここで注意すべきこととして、アク
ション領域全体で検証の一貫性を確保し、外部環境での変更
にプロセスが迅速に対応できるようにするために、シナリオ
計画の基本的なフレームワークは、スコアカードの再調整に
使用されるものと同様でなければなりません。
規制モデルの次の使用例。

安定性

予測力

COVID-19時代のアナリティクス｜5
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資料5：資本モデルの再調整と資本影響の見直し

既存モデルの検証により、COVID-19の影響の
収集におけるギャップを評価

•  IFRS 9 ECLモデルコンポーネント
•  RWA計算の再検討
•  COVID19に固有なストレス テスト シナリオ

•  国別または地域別のマクロ経済ファクターの
　検査

•  国別または地域別のマクロ経済ファクターに
基づくモデル微調整

•  クレジットおよび規制緩和を提供する
　地域の通貨および財政政策の検査

•  重大なマクロ経済または市場状況に応じた
　世界的な財政および会計基準の検査

•  既存の銀行政策およびポストモデル
　オーバーレイの定性的評価

•  内部、地域および世界的政策を組み込む
　モデルおよびポストモデル調整の推奨

COVID-19問題の影響に対処するため、エクスペリアンは、コンサルティング主導のアプローチを採用して、各組織に最適なフレーム
ワークを開発します。このハイレベルのアプローチでは以下のことを調べます。

アクション
最後ですが最も重要な注意すべきことは、これは歴史的には
科学（Science）というより芸術（Art）に近いことですが、
上記の手法のいずれかから導き出された各分析シナリオに
対して適切な処置またはアクションを行うことです。
この芸術をより科学に近付けることができるという明確な
可能性があります。それは、これらの処置に対する結果を記録
し、この領域を一定期間の最適化問題として扱うことです。
景気後退期にはリソースがより制約される可能性が高く、
損失が増える可能性があるため、回収、与信枠管理、クロス
セル/アップセルなどの領域を通じて既存の顧客ベースに
対して最適化された意思決定を行うだけでなく、新規顧客ベース
の予測と構築を続けることは、非常に価値があることです。

近い将来、これは、前述のように新規獲得データを注意深く
調べ、結果を追跡することで、管理領域の最良の使い方になる
可能性があります。

前回の景気後退は、私たちにダウンサイクルに対する武器
としての「量的金融緩和政策」を与えました。より多くの
データ使用とより高速な情報処理が可能になった技術変化
と、私たちが過去1年で実現した機械学習の進歩により、今後
来たる景気後退は、これまでの私たちの対応を超えた速さで
消費者スペースに適用されるすべてのことの複合的な影響を
乗り越えることができるという「リフト」の試金石になります。
それは、今回そしてその次において私たちが景気後退に反応
できる方法とそこから回復できる速度の間にある違いかもし
れません。

6｜COVID-19時代のアナリティクス
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エクスペリアンは、当社のリスクの調整と予測のフレームワークを使用して、このホワイトペーパーで取り上げた問題にお客様が
対応できるようサポートいたします。このフレームワークは、お客様の現在の行動だけでなく、将来の準備もサポートします。

詳細について：
このホワイトペーパーについてのお問い合わせおよび、リスクの調整とフォーキャスティングのフレームワークの詳細についての
お問い合わせは、下記担当者までお願いいたします。

資料6：リスクの調整と予測のフレームワーク：監視、調整および予測

エクスペリアンは、応答を調整し、今行動し、将来に準備できるようにサポートします。

セクターおよび
製品インサイト

ポートフォリオ監視

早期警告システム

監視

組織においてリスクに
最も脆弱な部分を特定して、
瞬時に対応します。

スコアへの
マクロ経済効果

スコア再調整

戦略の改善
および最適化

既存のモデルや戦略を
調整することで、正確さ
および解釈を改善します。

調整

通常モデルの調整

ストレス テスト

損失予測

改定したマクロ経済予測シナリオに
基づき損失予測およびストレス

テスト ポートフォリオを再確認します。

予測

エクスペリアンがどのように支援できるか

Experian Japan and South Korea

代表取締役   コロム・ケネリー

＠東京オフィス
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