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心配ご無用、機械が面倒を見
ます
コンピューターのコードで書かれたアル
ゴリズムは、今日どこにでも存在し、人々
の行動を予測しています。有権者の投票
行動を予測するものもあれば、アマゾン
や中国の淘宝（タオバオ）のようなウェブ
サイトで次に何を買うかを予測するもの
もあります。クレジットカードを使用した
場合、コンピューターが取引履歴を分析
することが可能です。個人の嗜好に合わ
せた販売資料を送るためにデータが分
析されているのではなく、ユーザー保護
を目的としています。 

ビザやマスターカードなどのクレジット
カード会社は機械学習ツールを使い、不
正請求を防止しています。請求履歴をモ

ニタリングすることで、進化的アルゴリズ
ムは人間よりはるかに早く安価で不正な
パターンを特定することができます。誰
しも不正請求のリスクは避けたいもので
す。マスターカードは生体認証技術を用
いて、ユーザー独自のタイピングやスク
ロールのパターンを追跡することで本人
確認を試みます。

しかし、機械は支出やスクロールのパタ
ーンを分析するだけではありません。高
度なアルゴリズムになると、ユーザーの
信用力、すなわち、ローンを返済できる
かどうかを、ドイツのSchufaや米国の
FICOなどの信用スコアより正確に予測す
ることができます。こうしたアルゴリズム
を武器に、ハイテクスタートアップ企業
は通り一遍の信用スコアに頼っている既
存の銀行より優位に立ってきました。新

興市場では信用スコアのアルゴリズムは
何百万もの中小企業や消費者の間でブ
ームになっており、旧態依然とした銀行
はいまだに後手に回っています。 

新たなフロンティア ― デジタ
ルローン 
中南米の人々の多くはいまだ銀行口座や
クレジットカードを持たず、主に現金で
やり繰りしています。現金取引主体の起
業家にとって、銀行取引の履歴が確認で
きないために銀行から融資を受けられ
ないことが大きなハードルになっていま
す。ここにメルカドリブレなどのデジタル
先進企業が参入する余地があります。 

メルカドリブレはeBayやアマゾンに似 
たECサイトを運営しており、中南米全 

概要

新たなテクノロジーが広がる今日、デジタルイノベー
ションが人々の私生活といかに関わり合いがあるか
を理解するのはたやすいことです。簡単な音声操作
で食料品を注文したり、携帯電話を使ってチップを
払ったり、ソファーに座ったままでオンライン融資を
申し込むこともできます。しかし、一部のアセットマネ
ージャーがリスク分析やリターンの獲得に用いる方
法を、データサイエンスやデジタルアナリティクスが
変えてきたことはそれほど明らかになっていません。

リスク回避がリスク分析の目的ではありません。むし
ろ、キャッシュを上回るプラスのリターンを創出する
には、ある程度のリスクを取る必要があります。債券
運用担当者の主な任務のひとつは投資家に利益を
もたらす可能性が高いリスクとそうでないリスクを見
極めることです。本レポートでは、機械学習の手法に
よって消費者ローンや住宅ローンのリスクが測定で
きるようになり、それにより負担すべき信用リスクが
ピンポイントで特定できるようになったことについて
ご紹介します。

主な論点
• まず初めに、比較的新しいアセットクラスであ

るデジタルローンについて検討します。消費者
は世界の至る所でオンライン融資を利用して
います。予測アルゴリズム（結果を予測する統
計モデリングの手法）を使えば、何千もの融
資案件をただちに分析し、リスク特性に優れて
いると思われる案件を見つけ出すことができ
ます。

• データサイエンスだけではリスク測定やマル
チセクターの債券戦略の構築に十分ではない
理由について説明します。様々な市場で実際
に債券を運用した経験がなければ、データに
基づく分析は運用担当者を路頭に迷わせる可
能性があります。

• 定量アプローチは一部の債券セクターで適用
できる可能性があります。世界最大の債券市
場である米国のモーゲージ証券について検討
し、何千件もの住宅ローンを裏付けとするモー
ゲージ証券にハリケーンがもたらす影響につ
いてデータサイエンスを使ってどのように分析
することができるのかについて説明します。
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域で2億4900万人の顧客に利用されて
います。1メルカドリブレはサイト上の出
店者や買い物客から集めた膨大な情報
に予測アルゴリズムを適用することで、
地元の銀行が敬遠しがちな消費者や新
興企業にデジタルローンを提供してい 
ます。 

デジタルローンは中国でも広がっていま
す。デジタルローンは中国でも広がってい
ます。中国のEC最大手アリババ傘下のフ
ィンテック企業、アント・フィナンシャル
は主にビッグデータとアルゴリズムを用
いて消費者の信用力を評価すること
で、950億ドルの消費者ローンを提供し
てきました。2例えば、上海で大型テレビ
を物色している買い物客は、店のレジで
携帯電話をかざすだけで融資を申し込
むことができます。アント・フィナンシャ
ルはクラウド上のデータから数分以内に
信用スコアを弾き出します。承認されれ
ば、買い物客は銀行口座やクレジットカ
ードを持ったことがなくても新品のテレ
ビを持ち帰ることができます。 

米国や英国などの先進国では2007
～2008年の金融危機もあり、デジタルロ
ーンがここ10年間で急成長しています。
既存の銀行が金融危機後に融資に二の
足を踏んだことから、デジタルローンの貸
し手が新規参入し、その間隙を突く機会
をうかがっていました。オンラインの個人
間金融（P2Pレンディング）では最古参と
して知られるゾーパは、2005年に英国で
サービスを開始しました。また、米国では
2006年にプロスパーが設立され、当初
はフェイスブックのアプリとしてスタート
したレンディングクラブは2007年にサー
ビスを開始しました。米財務省は、米国
におけるデジタルローンの組成額は2020
年までに年間900億ドルに達する可能性
があると予測しています。3

借り手にとってレンディングクラブなどの
企業の主な魅力は、まず、クラウド上のア
ルゴリズムにより、オンラインでの融資
申し込みプロセスが簡素化されており、
融資決定がほぼ瞬時に行われることで

す。そして、同社は多額のデジタルローン
を提供しており、2018年の組成額は109
億ドルに達しています。4次に、アセットマ
ネージャーは自らの信用分析に基づいて
リスクリターン特性が最も優れていると
思われるローンを選別することができま
す。デジタルローンを1つずつ（レンディン
グクラブの平均融資残高は16,671ドル）
まとめてポートフォリオを組むことで、ア
セットマネージャーはすでにパッケージ
化されているローン担保証券にかかる手
数料や制約を一部回避することができ
ます。5しかし、このサイズのローンの場
合、機関投資家のアセットマネージャー
は機械を使って信用リスクを分析する必
要があります。

フランクリン・テンプルトンや、プロスパ
ー、ソーファイなどのマーケットプレイス・
レンダーがデジタルローンに果たす役割
について、図表1示しています。ウェブサイ
トで借り手を募り、審査した後、マーケッ
トプレイス・レンダーの多くは銀行免許
を持つ銀行にローンの組成を依頼しま

す。その後、証券化商品またはローンの
形態でフランクリン・テンプルトンのよう
な投資家に販売します。前者の場合、裏
付けとなるローンのパフォーマンスに基
づいて機関投資家に支払いが行われま
す。投資家は利息と元本を受け取る代わ
りに借り手の信用リスクを引き受けるこ
とに合意します。 

それでは、何千もの小口の消費者ローン
について借り手のデフォルトリスクをど
のように分析するのでしょうか？大勢の
クレジットアナリストを動員するわけで
はありません。クラウド上のデータから
収集される何百という要因をもとに独自
のアルゴリズムを使って分析します。 

ケーススタディ ― 木を見て森
を見る 
我々はクラウド上の大量のデータを用い
てランダムデシジョンフォレストを組み込
んだアルゴリズムを設定しました。この
ランダムフォレストは、ローンの返済履
歴、融資総額、融資の種類などの指標を

オンライン融資の範
囲は、債務整理を目的と
したものから、学生ロー
ン、小口のビジネスロ
ーンに及ぶ。

融資申込者は金融関係の
バックグランド情報の提
供や、信用スコア、信用デー
タへのアクセスを承認。

承認されると、借り手は通
常の銀行より（数日）早く融
資を受けることができる。

 
 

消費者融資法に基づき、
従来のスコアリング手法

を用いて借り手の信用力を評価。 

ローンを「組成する」銀行免
許を持つ銀行と提携し、
投資家に証券もしく
はローン全体を売却。

ローンの組成・返済で手数料
を受け取り、信用リスクを

投資家に移転。

データサイエンスやポート
フォリオマネージャーのレビ
ューに基づき引き受ける価
値のある個々のローン（信用リ

スク）を選別。 

ローンに紐づいている証券
を通じて毎月の利息を受け
取り、元本の返済を受ける。 

小口の借り手と大口の機関投資家をつなぐ 
図表1:マーケットプレイス・レンディングの概要 

出所：フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。 

ローン
に投資

証券を通
じて返済

借り手 マーケットプレイス・レンダー フランクリン・テンプルトン

返済す
る義務

融資を
受ける

予測アルゴリズ
ムなどの新たなデータサ
イエンスの手法を用いて信用

リスクを分析。
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分析するFICOのような与信スコアよりは
るかに複雑です。この独自のアルゴリズ
ムは何百万という情報の中から何千とい
う社会経済変数（借り手の地域など）を
組み合わせてデフォルトの可能性や期待
リターンを予測します。 

生身のアナリストより精度が高く、スピー
ドも速くなります。1つ1つのデータは弱
いシグナルにすぎず、予測する力はあま
り持ち合わせていないかもしれません。
一見、無関係に見えるシグナルを組み合
わせることによってアルゴリズムは木を
見て森を見てFICOの信用スコアより正確
に借り手の信用力を評価することができ
ます（図表2参照）。図表２では、このラ
ンダムデシジョンフォレストを組み込ん
だアルゴリズムを用いることで、ローンを
利用して債務整理を行おうとするオハイ
オ州の借り手のほうがFICOの信用スコ
アが高いカリフォルニア州の借り手より
信用力は高くなります。 

データサイエンスの将来性と
落とし穴
大量のデータが溢れる世界では、データ
サイエンスや機械学習ツールはより賢い
投資選択を可能にします。しかし、アルゴ
リズムがリスク調整ベースで高いリター
ンを生む万能薬になるとは考えていませ

ん。債券市場では特にそうです。モメンタ
ムやバリューなどの指標に基づいて銘柄
選択を行う要因ベースの株式投資と比べ
ると、純粋に定量的な債券投資が成功
する余地は限定的です。

データサイエンスは債券投資のプロセス
を向上させることはあっても、それによっ
て定性的なスキルや、百戦錬磨のポート
フォリオマネージャー、ファンダメンタル
ズ重視のリサーチアナリスト、セクタース
ペシャリストの判断が不要になるわけで
はありません。アルゴリズムだけでは意
味のあるシグナルとノイズを見分けるの
は難しい可能性があります。状況によっ
ては疑似相関に基づく誤った結論が導
かれる可能性もあります。

最近の逆イールドをめぐる騒動を例に挙
げましょう。アルゴリズム指標ではあり
ませんが、経済紙を大いに賑わせまし
た。逆イールドは疑いようのない景気後
退の前兆であるとの見方もありますが、
我々はそのようには考えていません。我
々は経済指標の強さを検証し、独自の判
断に基づいて逆イールドは米FRBのハト
派寄りの金融スタンスと市場の狼狽ぶり
を示すものにすぎないと判断しました。 

最後に、（アルゴリズムであるか否かに
かかわらず）予測シグナルには特定の債
券セクターに根差す特別な判断やマクロ

面のレジームシフトへの理解が必要であ
ると考えられます。機械学習が強力な助
っ人になることは間違いありませんが、
生身の人間の経験によって補完される
必要があります。 

百万件を超える住宅ローンを
瞬時に分析
データサイエンスの適用範囲はデジタル
消費者ローンにとどまりません。例えば、
世界で米国債に次いで規模が大きくか
つ流動性も高い債券市場である米国の
エージェンシーMBS（モーゲージ証券）
でもデータサイエンスは中心的な役割を
果たしています。 

世界の優れた投資家がエージェンシー
MBSに魅力を感じている理由のひとつと
して、住宅ローンを裏付けとして発行され
るエージェンシーMBSはファニーメイと
フレディマックという米国の2つのGSE（
政府系金融機関）によって元利金支払い
が保証されていることが挙げられます。
住宅所有者がデフォルトに陥った場
合、GSEが信用リスクを吸収します。 
2008年の金融危機を受けて米国政府は
信用リスク移転（CRT）証券を通じて
MBSの信用リスクの一部を米国の納税
者から資本市場に転嫁することを決めま
した。2013年の発行開始から2018年末
にかけてCRT証券を通じておよそ2兆
8000億ドルの一戸建て住宅ローンの信
用リスクがGSEから機関投資家に転嫁さ
れています。6

無担保デジタルローンと同様、CRT証券
の投資家には毎月の支払いを受ける証
券が発行され、住宅ローンの借り手がデ
フォルトに陥った場合、元本は減額され
る可能性があります。しかし、デジタルロ
ーンとは異なり、CRT証券は10万件もの
個人ローンを対象とする住宅ローンのプ
ールに紐づけられています（図表4を参
照）。CRT証券の投資家は住宅ローンの
プール全体のリスクを引き受けるか、もし
くは全く引き受けないかを選択します。 

FICOの信用スコアを超えて   
図表2:数多くのデータポイントが投資要素に変換

FICO スコア = 650 
オハイオ
州在住 
年利29.4%

アルゴリズムが
推定4,988ドルの
利益を予測

アルゴリズムが
推定877ドルの
損失を予測

マーケットプレイス・レンダー フランクリン・テンプルトンデータクラウド/予測アルゴリズム

出所：フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。 

FICOスコア = 700 
カリフォル
ニア州在住 
年利29.5%
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1. クラウド上で加工されるビッグデータ
投資プロセスはクラウド上で保存されている大量のデータセッ
トからスタートします。これにはボトムアップ型の企業の信用分
析やマクロ経済サイクルの理解とは全く異なるエンジニア思考
が必要になります。エンジニアがデータサイロを解体し、データ
間のアクセスや行き来をスムーズにすることによって、プログラ
マーはダウンストリームのアナリティクスに必要なデータを組み
合わせることができるようになります。情報量が膨大なため、ギ
ャップを埋める機械学習の手段とともに、情報をアップロード
するためにビッグデータの加工ツールが必要になります（デー
タのサイズが大きすぎてマイクロソフトのエクセル®などのプロ
グラムでは処理能力が不十分です）。きちんと整理されず、キュ
レートされていないデータはあまり使い物になりません。

2. オーダーメイドのアルゴリズム
データがきちんと整理、スクラブされ、使えるにようになると、
データサイエンティストはポートフォリオマネージャーとともに
それぞれ異なるセクターの特定の質問に答えるようにプログラ
ムをコード化します。例えば、一戸建て住宅ローンのデータセッ
トを扱うデータサイエンティストは回帰アルゴリズムを使って将
来の住宅価格を計算するかもしれません。将来の価格が平均
予想価格を上回るか下回るかを知りたいだけであれば、分類ア

ルゴリズムのほうが意味があるかもしれません。コーディング
と、機械学習アルゴリズムの分類を理解することはデータから
有益な視点を拾い上げるうえで不可欠です。 

3. 定性的なセクターインサイト
エンジニアやデータサイエンティストの助けを借りながらポート
フォリオマネージャーはより多くの時間を最も好きなことに費
やすことができます。すなわち、特定のセクターにおける長年の
投資経験に基づいて定性的な決定を行うことです。複雑なキャ
ッシュフローモデルの構築などの反復的なタスクをプログラム
が担うことでアナリストはコンピューターでは解決できない問
題に取り組む時間が生まれます。例えば、データに基づく新た
な知見は、さらに深掘りが必要な何か新しいことを特定してく
れるのか？あるいは単なるレッドヘリングなのか？といったこと
を見極めるには人間の直感や百戦錬磨のポートフォリオマネー
ジャーの判断が必要になります。最終的には、健全な投資判断
に人間の実際の経験が必要なことに変わりありません。データ
サイエンスは投資判断のサポートにすぎません。 

図表3に示すように、ファンダメンタル
ズ分析によって導かれる定量プロセス
に組み込まれる人間のスキルは以下の
3つに分類されます。 

1)   クラウド上の加工データ 

2)  それぞれ異なるパズルを解くオー
ダーメイドのアルゴリズム 

3)   債券のマルチセクターの定性的イ
ンサイト 

タンゴを踊るには3つのスキ
ルが必要

クラウド上で加工
されるビッグデータ

様々なパズルを解
くオーダーメイドの
アルゴリズム

定性的なセク
ターインサイト

アクティ
ブディシ
ジョン

債券投資決定のスキルを統合 
図表3:サイエンス、データ、専門知識の組み合わせ

上記はイメージ図です 



デジタルイノベーション - 債券の信用リスクをピンポイントで見極める6

巻末注記 
1. 出所: MercadoLibre FactSet consensus estimate 2018.追加情報につきましてはwww.franklintempletondatasources.comをご覧ください。
2. 出所: Kwan, A.“Ant Financial Consumer Lending Reached $95 Billion,” Bloomberg News, 12 March 2018. 
3. 出所: US Department of the Treasury, “Opportunities and Challenges in Online Marketplace Lending,” 10 May 2016. 
4. 出所: LendingClub full year financial statement for 2018. 
5. 出所: Porter, K.“LendingClub Personal Loans: 2019 Comprehensive Review,” Bankrate, 7 August 2019. 
6. 出所: US Federal Housing Finance Agency, “Credit Risk Transfer Progress Report,” Fourth quarter 2018. 
7. 出所: D. Hunn, M. Dempsey, and M. Zaveri.“Harvey’s floods:Most homes damaged by Harvey were outside flood plain, data show,” Houston Chronicle, 30 March 2018.

大量の住宅ローンのプールの信用リスク 
を分析するには、生身のクレジットアナ
リストより機械のほうが適しています。ま
ず初めに、CTR証券は相対で取引され、
買い手は1日、場合によってはわずか1時
間でリスクを評価しなければ、他の買い
手に先を越されてしまうため、スピーデ
ィな分析がカギになります。データエン
ジニアは通常、百万件を超える住宅ロー
ンを含むCRTのデータを何百万行もの
情報とともにアップロードします。次に、
本来であれば数日かかるところを、独自
のアルゴリズムを使って数分間で個々の
ローンの様々な要因を分析します。これ
らの要因には住宅価格の評価、繰上返

済、デフォルトリスクに加え、プライシ 
ングやバリュエーションなども含まれ 
ます。

ケーススタディ―自然災 
害を評価 
住宅ローンの場合、地震やハリケーンな
どの自然災害には特別な調査が必要で
す。通常の住宅所有者の保険ではこうし
た壊滅的な事象は補償されないからで
す。例えば、ハリケーンの上陸地点や強さ
によってCRT証券の投資家にとって返済
遅延やデフォルトは急増する可能性があ
ります。我々がこうした壊滅的なリスクを
過去にどのように分析してきたかを検討
する価値はあります。 

2017年以前は米国の住宅市場に影響を
もたらした大型ハリケーン（「カトリー
ナ」や「サンディ」など）は少数にとどま
っており、我々のCRT証券の裏付けとな
る住宅にほとんど被害はありませんでし
た。しかし、2017年に状況は一転しまし
た。大型ハリケーン3件（「ハービー」、「
イルマ」、「マリア」）が到来し、米国史上
最も大きな被害をもたらしました。ハリ
ケーン「ハービー」だけでテキサス州ヒュ
ーストンの大都市圏では住宅20万戸以
上が被害を受けるか倒壊しました。7

ハリケーン「ハービー」が上陸後すぐに我
々は住宅の立地のデータに基づいて保有
するCRT証券の潜在的な損失をただち
に計算することができました。アナリティ
クスでは金融被害は比較的軽微にとど
まるという結果が出たものの、市場の反
応は異なり、格付けが低めのCRTのトラ
ンシェは大きく売り込まれました。我々
のアナリティクスは健全に機能してお
り、MBSのポートフォリオマネージャーは
その機会を捉えて売られ過ぎているCRT
のトランシェを買い増しました。    

債券ポートフォリオ運用のアー
トとサイエンス
デジタルローンではデータサイエンスは
リスク分析の高度な手法を提供するだけ
ではなく、新たに投資対象となりうる資
産クラスを生み出す手助けをしています。
マルチセクターのポートフォリオを対象
にデータサイエンスの新たな手法を統合
することで、クライアントに対するパフォ
ーマンスを高めることができる可能性が
あります。しかし、それでもポートフォリ
オマネージャーの判断が必要になること
に変わりはありません。ポートフォリオマ
ネージャーはレジームシフトの時代のマ
クロ的な見方と、MBSなどの特定のセク
ターにおける長年の経験を通じて得ら
れたボトムアップ型の知見を組み合わせ
ることができるからです。予測アルゴリズ
ムはまだ万能ではないことが多いもの
の、高度なアセットマネジメントの分野
の次のフェーズであると考えられます。 

データサイエンスによって百万件を超える住宅ローンを分析   
図表4:信用リスク移転（CRT）のプロセスの概要

住宅ローンのプール

6SE

CRT M-1

CRT M-2

CRT B-1

6SE

信
用
リ
ス
ク

CRTトランシェ

低
い

高
い

データエンジニアが
アップロード 

百万件の住宅ローン
を含むCRTのデータセット

を百万行の情報とともにデータ
エンジンがアップロード

独自のアルゴリズム 
が住宅価格、繰り上
げ返済曲線、デフォ
ルトリスクを予測し、
バリュエーションを分析

ポートフォリオマネジャー 
とMBSの専門知識を持
つアナリストが個々
のCRT証券の買い、売り、
ホールドを最終決定

出所：フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。 
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リスクについて 

すべての投資には、元本の割り込みの可能性を含むリスクが伴います。債券価格は通常金利と逆方向に変動します。MBSの
価格と利回りは金利の変動および住宅ローンの期限前償還による影響を受ける場合があります。金利が低下している期間
中、借り手が低金利で住宅ローンを借り換えるため、元本返済が増加する傾向にあります。そのため、MBSの投資家は、返済
元本をより低い金利で再投資することとなり、利益が減少する場合があります。MBSは支払い期限に利息の支払いおよび
元本の返済に失敗した借り手の影響を受ける場合があります。MBSの財務力または信用格付けの変化は、その価値に影響
を与えるかもしれません。外国証券への投資には為替変動、経済および政局の不透明感など特別なリスクを伴います。新興
国市場の投資では、同じ要因に関連してのリスクが増大する一方で、市場規模や低流動性に関連したリスクも伴います。 

（歴史的に見て値動きが大きい）情報技術セクターなど急成長している業界の株式は、商品変更や商品開発のスピードの
速さに加え、技術進化を重視する企業を取り巻く規制が急に変更される可能性もあることから、特に短期的な変動幅が大 
きくなることがあります。
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