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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 

図 1 「F3自動審査システム」全体概念図 
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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 
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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 

図 1 「F3自動審査システム」全体概念図 
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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 
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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 
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図６　審査スタンスの変換 

 

デフォルトを起こしてはならない 

転換 

デフォルトは必ず起こる。そのデフォルトをコントロールする。 

審査統計上の 
デフォルト確率 

0％ 

100％ 

応諾ゾーン 
（デフォルトの可能性が低い） 

グレーゾーン 
（リスクコントロールが必要） 

カットオフゾーン 
（デフォルトの可能性が高い） 

自動審査 
（目審査不要） 

目審査 
・保証料や利率により、リスクコントロール 
・このゾーンの大きさも時勢に応じて変更 

自動審査 
（目審査不要） 

審査モデル モデル作成 

案件情報 
蓄積 

DB 分析 

与信実績を継続的に分析することにより、時勢に合わせたモデルを構築可能 

分析ツール 
審査アプリケーション 

図７　与信実績と適用審査モデルの相互連携 
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図９　外信情報取得サービス 
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図８　データクレンジング 
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「F3自動審査システム」の紹介 
～「守り」と「攻め」を両立する為に～ 

 Introduction of “F3 for auto examination system”
～ For coexisting of “Attack” and“Defense”～

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

概要 
　昨今の景気回復を背景に、各業界においてIT投資意欲が再び増加の基調を辿る中、とりわけ金融機関におけ

るIT投資は活況の様相を呈している。その中でも融資支援は金融機関の収益に直接関わる部分であり、システム

導入効果・顧客満足度がより顕著になる。 

　業務の効率化・リスク軽減という「守り」の要素と、与信案件実績から顧客需要を導き出す「攻め」の要素を兼

ね備えた「F3自動審査システム」を「融資支援に対する解」と位置付け、その全体概要について機能例を交えな

がら紹介する。 

1. はじめに 2. 「F3 自動審査システム」の特徴 

2.2「守り」の要素 
2.2.1 業務工程間のペーパレス化 
　審査業務はまず、申込書の受付より始まり、最後の決裁まで

各工程でその申込書が回覧される。しかし、１つの部署で全て

の審査業務が完了するとは限らず、申込内容エントリ専門の

部署（関連会社含む）、保証専門の関連会社といったように

ロケーションが離れた状態で成り立っていることが多い。この状

況で紙ベースの運用を行った場合、複数部署間で申込書を受け

渡す為、申込者への審査回答までに時間がかかってしまう。無論、

回答遅延は、顧客満足度を低下させることにもなりかねない。 

　そこで「F3自動審査システム」では、申込書のスキャニン

グあるいはFAX受付といった手法により申込書を電子化し、

業務工程間でのペーパレス化を実現している。従来は申込書を

まとまった単位で定期的に受け渡す作業が必要であり、回答ま

でに時間がかかっていた。ペーパレス化により、終った案件の

情報が即時に次工程の担当者へ渡る為、1案件に対する回答時

間を劇的に短縮させることができる。また、互いの授受管理も

システムが自動的に行うので人手による点検作業を省略でき、

審査途中あるいは審査後に申込書を参照したい場合もシステム

で容易に検索ができるのも大きなメリットである。 

　尚、審査過程で新たに添付書類を追加する際も、簡単に追加

ができ、「案件と書類をいかに紐づけるか」を徹底的に考え抜

いた仕組みとなっている。 

6. おわりに 

● 金融ソリューション事業本部 
　金融プロダクトシステム部 
● 開発プロジェクトにおけるリーダー業務に従事 

鴨川　慎太郎 
KAMOGAWA Shintaro

2.1 概要 
　「F3 自動審査システム」の要素は、「守り」（一般的にIT導入の

効果として期待される、「コストの圧縮」・「業務時間の短縮」と

いった「効率化」）と「攻め」（ビジネスチャンスを拡大させる為の

「時勢に合わせたリスクコントロール」・「新商品企画の為の融資

実績の分析」）を基調としている。即ち、「守り」を固めることで、

「攻め」への人材シフトを推進させることができ、かつ、「攻め」の

機能拡充により案件数を伸ばし、大量案件をさばくことのできる

「守り」の基盤を最大限に生かすという形で相乗効果を実現して

いる。 

　この章では、「F3 自動審査システム」のコア機能を「攻め」と

「守り」に大別して述べる。 

　以上、「F3自動審査システム」についての特徴・将来への

布石を述べた。これからも更なる顧客満足度向上を達成すべく、

サービスの普及・機能拡張を継続したい次第である。 

　従来、金融機関がローン審査システムを導入する背景として

は「事務処理にコスト・時間がかかる」「審査担当者によっ

て審査結果にバラつきが出てしまう」といった課題の基に、

「手作業をシステム化したい」（即ち「ゼロからの構築」）

がほとんどであった。そのような需要に沿い、既にローン審

査システムを導入している金融機関も多い。 

　しかし、近年では運用を経ての改善要望の蓄積・ハードの

老朽化という内的要因に加え、KSC（全国銀行個人信用情報

センター）システムの更改や銀行間でのシステム共有化等の

外的要因を基に、導入済みのローン審査システムを更改する

動きも出始めている。 

　当社では、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント

化で合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機

関向け総合情報系システム、「F3 (エフキューブ)」 を提供し

ている。本稿では、ローン審査システムを未導入の金融機関

はもちろん、ローン審査に関わるシステムを導入済みの金融

機関に対してもメリットを感じて頂けるよう、「F3 (エフキュ

ーブ)」のラインナップの一つである、「F3自動審査システム」

の特徴と今後の展望を述べる。 

 

2.2.4 ワークフローの変更 
　審査業務にかかわらず、承認が必要なフローにおいては、「実

業務フローそのものの見直し」がつきものである。その度にシス

テム改修が入ってしまうと、「システム投資により、コスト削減」と

いうメリットが薄れる結果となる。 

　「F3自動審査システム」ではシステム改修なしに、フローを設

定ベースで変更できる為、「この部分でミスが多いので、必ずこ

の工程を通す」、あるいは「この工程を省きたい」という要望に柔

軟に対応することができる。 

5.1 SOA指向の標準コンポーネント化 
　繰り返しになるが、当社は融資支援ソリューションにおいて

「パッケージ」という形を取っていない。先述のとおり「お客

さまの個別事情に合わせる」という目的の為であるが、同じコ

ンセプトを繰り返すうちにサービス単位でコンポーネント化す

ること自体は、この目的に反しないことが分かった。つまり、

業務ロジックに依存しないサービスを部品として、要件に応じ

た「サービスの組合せ」を行う、いわゆるSOA (サービス指

向アーキテクチャ) を意識している。 

　現時点で、サービスコンポーネント化する候補として下記が

挙げられる。 

　● FAX送受信サービス 

　● イメージ取り込みサービス 

　● ワークフロー制御サービス 

　● 審査モデル駆動サービス 

　● 帳票一括印刷サービス（ここでいう帳票とは業務上の効率

　  化を促進するタイプのもの） 

　●  外信取得サービス 

　これらは、複数の金融機関に「F3自動審査システム」を導

入した結果、汎用サービスとしても特に差支えが無く、かつ、

出来合いのサービスとして再利用することにより、システムサ

ービス提供までのコスト・期間を飛躍的に短くできるタイプの

ものである。 

　中でも特記したいのが、最後に挙げた「外信取得サービス」

である。先述したように、外部信用情報は審査にとって不可欠

なものであるが、当社ではこの取得部分については、D社の

パッケージを利用することが多い。パッケージとアプリケー

ションの接続部分を強化することにより、カスタマイズが容易

となり、お客さまの事情に合わせた審査情報を提供する為、D

社を交え、積極的に協業を進める。 

5.2 延滞督促業務との連携 
　融資を行うにあたって、忘れてはならないのが延滞督促管理

である。返済金の延滞や代位弁済・破産の増加は金融業界全体

の課題である。当社は初期審査のみならず、途上審査（不良顧

客の検出）についても提供実績があるが、それを皮切りに、今

後は延滞督促業務とのシームレスに連携させる計画を立案中で

ある。 

　延滞督促業務との連携を図ることで貸付時点における延滞督

促状態をリアルタイムで参照することができる為、デフォルト

率の増加を防ぐことができるだけでなく、貸付の際の意思確認

と督促のコール業務を「コールセンター」として一括りにして

考えることにより、人員の流動化を図ることが可能である。 

 

2.2.3 外信情報の自動取得 
　審査を行うにあたっては、外部信用情報（KSC、CCB、

CIC、TERANET）の取得が必要である。基本的には申込情報

を基に照会キーを作成するが、そのキーで取得した情報を参照

し、更にキー（旧姓情報や本人と断定できない類似人情報）を

追加する「名寄せキーの追加」という作業が必要なことがほと

んどである。多くのローン審査システムでは案件の申込基本情

報を基に、必要な外部信用情報を自動取得する仕組みを備えて

いるが、それに加え、「F3自動審査システム」では、その結果

明細を参照して、ある一定のパターンについては、自動で名寄

せキー（照会する為のキー）を追加する仕組みとなっている。

これにより、名寄せキーの追加の手間を省き、お客さまからは

高い満足度を頂く結果となった。 

　また、金融機関によっては、商品ごとに取得対象機関を分別

しているケースがある。もちろん、そのようなカスタマイズ要

望にも柔軟に対応できる仕組みとなっている。 

　但し、時勢の変化、金利の変動に応じて、必ずしも今構築し

たルールが半永久的に使えるものとは限らない。審査モデルの

結果をある程度信頼して業務を行う以上、その時の市場環境に

対し、応諾の条件が厳し過ぎるとビジネスチャンスを逃し、一

方で応諾の条件が緩過ぎるとデフォルトの多発を招くことにな

りかねない。即ち、モデルの経年劣化対応は、どの金融機関も

が抱えている課題であり、先述のワークフロー同様、コストを

抑えたい部分となっている。 

　「F3自動審査システム」ではモデルのデフォルト率・応諾率のコ

ントロールをパラメータ設定でメンテナンスできる為、金融機関

個別の戦略に応じて、リスクコントロールを行うことができる。 

　尚、当社ではモデルそのものの構築は行っておらず、シンク

タンクと提携してソリューションを提供している。複数のシン

クタンクとの協業実績がある為、当社からパートナーを紹介す

ることはもちろん、金融機関が独自に協業しているシンクタン

クともスムーズにシステム構築を行うことが可能である。 

 

2.3.2 審査シミュレーション 
　申込み情報について、額面どおりに審査するのではなく、案

件の前提条件を変えた場合に諾否結果がどうなるかをシミュレー

ションする機能である。例えば「このままだと否決になるが、

申込金額や借入年数を変えると応諾になる」あるいは「もう少

し良い条件で融資を行える」といった、顧客にとっての最適な

融資を選択することが可能となる。 

 

2.3.3 与信実績の分析 
　「F3自動審査システム」では、案件照会の検索オプション

が充実している為、単純に作業案件を探すのみでなく、商品ご

との申込み受付け状況、収益を把握することが可能である。　

　これにより、顧客の潜在ニーズを導き出し、新商品企画など

の戦略立案を支援する。 

　また、他ベンダーが提供するデータマイニングパッケージを

併用することにより、案件情報を他システムのデータと絡めて

汎用検索を行うことが可能である。A銀行様ではこのデータマ

イニングで導き出したルールを基にパッケージより審査モデル

のストリームを吐き出すという「分析とモデル改変の両立」を

実現している（図７）。尚、分析結果についてはそれを基に顧

客への商品誘致に関するダイレクトメールを送るなど、CRM

的な展開へと繋げる形でも活用している。 

2.2.2 高いユーザビリティ 
　審査業務の場合、工程ごとに担当者が割り当てられること

が多い。つまり、1日に何十・何百という案件に対して同じ作

業を行うので、少しでも操作に煩わしさを感じた場合、1日に

さばく総件数として効率の悪さが如実に顕れることになる。 

その為、「F3自動審査システム」では「如何にユーザの作業

を省くか」「どのようにすれば入力しやすいか」を項目レベ

ルから精査している。ここではその一部を紹介する。 

(1) イメージ参照エントリ 

　　　2.2.1で述べたペーパレス化でも十分に運用が回るよう、

　　画面項目とイメージの座標を連動させた機能。カーソルで

　　入力項目を移動させることにより、参照するのに丁度良

　　い座標にイメージがフォーカスされる為、高い入力生産

　　性を生むことができる。 

　　　また、申込書の改変で項目の位置が変わったとしても、

　　設定ベースでメンテナンスが可能である。 

(2) 審査明細画面 

　　　審査に必要な情報を一画面に収めたもの。クイックア

　　クセス機能により、逐一画面を遷移させることなく、参

　　照したいカテゴリー情報を参照でき、審査担当者の案件

　　把握に関わる作業時間を大きく短縮する。通常、１つの

　　画面を構成する為に幾つもの情報をデータベースから

　　参照しようとすると、パフォーマンスの低化が懸念され

　　るが、徹底したパフォーマンスチューニングにより、スト

　　レスを感じることなく、任意の明細情報を参照すること

　　ができる。 

(3)入力省力化 

　　　動的なWebアプリケーションを実現するAjaxについて

　　も積極的に取り組んでいる。顧客の店番・CIF番号を入れ

　　た時点で氏名や電話番号を自動入力する機能や、郵便番

　　号を入れた時点で住所を入力するなど、細部についても、

　　きめ細やかな対応を行っている。 

2.3 「攻め」の要素 
2.3.1 審査モデルのカスタマイズ 
　審査業務フローで最も時間のかかっている工程は、いわずも

がな「審査工程（保証含む）」である。この工程は結果そのものに

大きな影響を及ぼす為、単純に「簡略化」という言葉では片付

けられず、自動判断するには「相応に裏付けされたルール」が

必要となる。このような考えの基、当社のソリューションも含

め、多くのローン審査システムでは自動判定手段として「審査

モデル」を採用している。審査モデルとは、過去の応諾実績を

基に構築したルールに対して、案件情報その他顧客の個別情報

を当て込んだ場合の「想定結果」を返すものである。 

　審査モデルの利点を考える場合、一見、「作業簡略化」とい

う「守り」に目が行きがちであるが、実は「人目を通さない案

件を作ること」そのものによる貢献が大きいことを見逃しては

ならない。現場において人目で審査を行う場合、「デフォルト

（不履行）を起こしてはならない」というスタンスで審査を行う

ケースが少なくない。皮肉なもので、このことは経験豊富であ

ればあるほど「こういうケースで貸し倒れたことがある」とい

う意識が働き、強くなる傾向がある。それに対し、審査モデル

を適用すれば、「デフォルトを起こしてはならない」という方

針ではなく「デフォルトは必ず起きる」という事実を客観的に

受け止め、その上で「デフォルト率と応諾率のトレードオフ」

を考えたルールを適用することになる。ルール適用後は人間の

心理とは別世界で機械的に処理が行われる為、必然的に「攻め」

の融資を行いやすくなる。 

2.4 「F3 自動審査システム」の構築スタイル 
　パッケージ型ソリューションを提供しているベンダーが珍

しくない中、当社はこの分野においては敢えて要件を聞いた

上で、機能設計・実装を行う形を取っている。この理由は審査のよう

なワークフロー型業務の場合、金融機関ごとに利害関係者・事務

規程上必須となる点検作業が千差万別であり、システム上の効率

化という観点のみで想定したフローでは、お客さまの個別事情に

合わせることができないケースが多いことにある。 

　その為、当社で自動審査ソリューションを提供する場合、

パッケージに合わせて業務・体制を変えるのではなく、要件定

義段階で業務プロセスを明確化した後に、作業項目を整理する

ことを第一に行う。その上で、一見無駄には見えるが、先述の

理由でどうしても省略できない個別事情についても極力取り入

れる方法を取っている。事実、オーダーメイド色が強いことを

理由に当社を選定して頂いた実績もある。 

　但し、本当にゼロから作るのではなく、コアとなるソリュー

ションコンセプトを複数案件間で統一している為、案件が異なった

としても、設計思想の再利用により、コストの抑制、短納期の遵

守、稼動実績上の安心を兼ね備えたシステムとなっている。 

 

 

 
3.1 リプレイスのニーズ 
　冒頭で述べたとおり、市場ではローン審査システムの新規導

入だけでなく、「更改」のニーズも生じている。新規に導入す

る場合と違い、更改は「ユーザが現行システムで業務を運用し

ている」という前提がある為、既存ベンダーを採用するケースも

少なくない。そのような状況下で、「F3自動審査システム」

を採用して頂くに値する高付加価値について考察する。 

 

3.2 リプレイスを考えた場合の 
　　「F3 自動審査システム」のメリット 
3.2.1 外信システム更改対応 
　２００６年１０月３０日にKSCのシステムが更改された。向こ

う1年間は移行措置として旧システムも稼動しているが、取得

する為の仕様、取消にあたっての新ルールなど取得側のシステ

ム改変が急務となっている。 

　当社では、既に新システム対応を行ったバージョンをリリー

スしている為、システム対応のみならず、新仕様に対する業務

運用上のルールについても、ノウハウを持っており、スムーズ

な運用移行をサポートすることができる。 

　また、KSCのみならず、CCB、CICについても電文更改の

予定を控えているが、こちらについても対応を計画しており、

パートナーとの密な連携の上、更改準備に向けて余念がない。 

 

3.2.2 拡張性 
　リプレイスを行うに当たって、システム設計上、特に注意を

払っているのが「拡張性」である。要件定義でどんなにお客さ

まの要件をヒアリングしたとしても、実際にシステムを運用し

てはじめて顕著になる要望については洗い出しきれないことが

多い（当社も例外ではない）。つまり、「システムは変わるもの」

なのである。 

　リプレイスするにあたっては、当然既存システムに対しての改

善要望が叩き台にはなるが、当社ではお客さまの要望をそのまま

取り入れるのではなく、「画面は見栄えがするが、実際、操作が難

しい」「情報が分かりづらい」という要素を排除する為、要件を満

たしつつ、かつ、シンプルな設計を取り入れている。 

　加えて、ユーザの目に見えない部分についてもオブジェクト指

向を取り入れたモジュール構成により、拡張に対してコスト・拡張

期間の圧縮が可能である。その結果、お客さまの要望を随時反映

しやすい、「長く使って頂けるシステム」となっている。 

 

3.2.3 データ取得処理の高速化 
　審査を行う為、あらゆるリソースよりデータを取得する必要

があるが、「F3自動審査システム」では「データクレンジン

グ」（図８）と呼ばれるチューニングにより、何百万以上の顧

客情報から適切な名寄せ結果を瞬時に取得することができる。 

　この効果が顕著に現れるのがバッチ形式で実装されることの

多い途上審査（返済状況を確認する審査）であり、複数案件に

関するデータ取得系処理にデータクレンジングを採用すること

により、一定時間内の処理件数が飛躍的に伸び、A銀行様では

従来の半分ほどのスピードで大量の途上案件をさばくことがで

きるようになった。 

 

　肝心の導入効果であるが、どのお客さまにもシステム稼動後、

短期間で目に見える形で実感して頂いている。 

　A銀行様ではシステムリプレイス前は、顧客への意思確認を

含めてカード発行審査に平均で1週間以上を費やしていた。シ

ステムリリース後においては、平均２～３日前後となり、即日

回答も多く見られるようになった。その効果についてはA銀行

様からも多大に評価されており、「最優秀プロジェクト」とし

て感謝状を頂いたほどである。 

　新規導入を行ったB銀行様では住宅ローンの案件承認率が

８０～９０％にアップし、中でもハウスメーカーの持ち込み案

件は４～５倍程度まで跳ね上がった。住宅ローン獲得総額で見

ても対前年度で３～４割の増加と大きな貢献を果たすことがで

きた。B銀行様の事例は金融関連セミナーでも紹介され、同業

界内で注目を浴びるところとなった。 
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