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はじめに

皆様へ

Deloitte Consulting LLP（デロイト）は2015年から、世界経済フォーラム（フォーラム）と共同で、金融サービスにおける変化の力を測

定評価してきました。この取り組みはやがて－おそらくは必然的に－金融サービスにおける人工知能（AI）の役割の検討へと発展し

ました。

この過程で浮かんできたのは、次のような疑問です。「AIのもたらすリスクに効果的に対処しつつその恩恵を受けるために、金融機

関はどうすれば良いのだろうか?」この疑問が、フォーラムによる本レポート「未知の領域の舵取り：金融サービスにおける人工知能

の戦略上・規制上のリスクを理解する」の基礎を成しています。

知見を得るための調査は10カ月以上にわたりました。世界各国の250名以上の専門家から話を伺いました。この中には、数多くの有

名金融機関の経営幹部も含まれます。また、対面によるワークショップを世界中で数多く開催しました。

こうした活動から、共通の懸念事項として次の3つが浮かび上がってきました。 

• AIシステムによる決定方法に関して、様々なステークホルダーは何を知っておくべきか?
• アルゴリズムが金融システムを不安定化する可能性はあるか?
• AIソリューションからバイアスを排除するために、金融機関は何ができるか?

この3つを含む様々な懸念事項をよりよく理解するために、私たちは根底にあるリスクと不確実性について、またリスクと不確実性の

管理により得られる機会や今日のこうした課題に対する金融機関の対処法の優れた事例について調べました。ここにまとめたフォー

ラムのレポートが、金融サービスにおけるAIの責任ある利用に光を当て、この先の不確実性の中を着実に進もうとする皆様のお役

に立つことを願ってやみません。

Bob Contri 
Financial Services Industry Leader, 
Deloitte Global 
bcontri@deloitte.com 

Rob Galaski 
Global Leader, Banking & Capital Markets, 
Deloitte Consulting 
rgalaski@deloitte.ca
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AI の課題 

AIの台頭は金融サービスを未知の領域へと導きました。この新たな広がりの中で、先行者は桁外れの利益を得るかもしれません。

ただし、この旅路にはリスクと不確実性が伴います。

金融サービス業界がAIを駆使する未来へと順調に進むためには、次の実現が必要不可欠です。 

現在のAIシステムの導入を、責任を持って行う。AIシステムは自ら学び、人間とは全く異なる方法で「考える」ことができます。この不

可解さが、顧客の取り扱いにおける不公平性、システムの不安定化、その他の問題のある結果につながる可能性があります。特

に、AIシステムの相互作用の頻度と速度が一段と上がるにつれて、その可能性も高まると考えられます。 

これに対して、金融セクターは新しい形のガバナンスに移行せざるを得なくなるかもしれません。これには、AIの事故を検知・防止す

る予防策、事故が起きたときにそれを修正するメカニズム、必要に応じて他の介入を行う倫理プロセスも含まれるでしょう。このほ

か、システム自体についても、各ユースケースに応じた何らかの形での監査可能性が必要となるかもしれません。

将来の、AIの利用があたりまえになった金融システムの設計を、責任を持って行う。AIの利用は、競争方針、プライバシーの権利、

オペレーショナル・レジリエンス（業務の強靱性）に関して、業界の垣根を越えた再検討を促しています。共通の検討テーマは何でしょ

う? データです。金融機関はデータ取引を活発化しています。大量のデータの蓄積により、データに飢えるAIシステムのなかで勝者

一人勝ちの環境がもたらされています。一方、顧客の間では、自らのデータの価値に対する認識が高まっています。

このように今後の展開によって、金融機関によるAIの導入や広い意味での自由な戦略的選択のあり方が形作られるでしょう。潜在

的な影響は、データ利用に留まらず、市場参加者や許容可能なビジネスモデル、規制等の変化にも及ぶと考えられます。金融機関

への影響を適切に考慮した政策決定が成されるために、業界リーダーは積極的に関与すべきでしょう。

責任あるAIを基盤として構築された金融システムの潜在能力を活用する。AIの責任ある利用とは、単に害を避けるということではあ

りません。金融システム全体の倫理レベルを上げる機会でもあります。一部の金融機関ではすでに、従来よりも顧客や社会のため

になる金融商品・サービスをAIの利用によって創り出しています（図1参照）。 

AI利用に関しては、金融サービスが厳格な規制業種であることが逆にプラスに働くかもしれません。消費者は自らのデータに関する

権利やデジタル主権について、ますます注意を払うようになっています。こうした傾向により、大手テクノロジー企業が守勢に回る一

方、金融機関は顧客からの高い信頼度1を生かして優位性を獲得するチャンスを得ています。こうした結果として、金融サービスの顧

客に全く新しい価値提案がもたらされる可能性があります。
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図1：AI活用により金融システムにおける倫理レベルを上げる方法 

では、これをすべて達成するためには何が必要なのでしょうか?業界リーダーは特に、規制当局や政策決定者との協働を通じて金融

サービスにおけるAI利用に関する差し迫った懸念事項に対処する必要があるでしょう。懸念事項の中で最も顕著なもののひとつは、

AIシステムが生み出す結果に対する認知不足です。もうひとつは、AIが金融システムを不安定化する可能性です。AIが金融上の判

断における不公平なバイアスを悪化させる可能性もあります。

さらに、これまであまり議論されてこなかった不確実性が2つあります。アルゴリズムによるフィデューシャリー（受託）とアルゴリズム

による談合（collusion）です。 

現在、金融サービス業界におけるAI導入の普及を阻む障壁がいくつかあります。こうした障壁を克服するためには、まずそれを理解

する必要があります。こうした精神の下、障壁をひとつずつ見ていきましょう。

金融セクターにおけるAI利用に関する5つの主な懸念 

反競争的行動を学習す

るAIシステムを、どのよう

に 管 理 す れ ば よ い の

か？

AIの 
説明可能性

システミックリスクと
AI 

アルゴリズムは金融シス

テムを不安定化させ得る

か? 

バイアスと

公平性

特定のグループを差別し

ないシステムを確保する

ために、金融機関は何を

すれば良いのか? 

アルゴリズムによる

フィデューシャリー

AIは受託者として信頼され

得るか？ 

アルゴリズムによる

談合 

アクセスの拡大

Nova Creditなどのフィンテック企業は、デジタルフットプリント

（インターネット上の利用履歴情報）や心理測定データ2を利

用した信用度推測により、アンバンクト層（銀行サービスを受

けられない人々）の金融アクセスを拡大している。

透明性の深化

Logical GlueのExplainable AIプラットフォームは、自動金融

判断システムを日常的に利用しているユーザーに対して、従

来は開発者のみが享受できた重要な透明性を提供してい

る。3 

顧客にもたらされる成果の向上

市場効率性の強化

Personeticsは、例えば、支出行動の継続的な分析により遊
休資金を見つけ出し学生ローンの返済に使うなど4、顧客の

置かれている状況を詳細に理解することができる。

イタリア銀行はツイッターへの投稿から常時、銀行に対する

預金者の信頼感を特定し追跡することができる。これにより、

市場安定性に対する脅威をリアルタイムで把握することがで

きる。5

ビジネスの文脈におい

て、AI導入に関して知っ

ておくべきことはどのよう

に形づくられるのか？ 
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つまり、ユーザーに対してAIシステムが説明可能である理由は様々であり、その理由の一つひとつに基盤となるテクノロジーに対す

る異なるアプローチが必要となります（図2）。 

図2：AIシステムの説明可能性を管理するためのアプローチ 

情報に基づく信頼へのニーズを特定する

情報に基づく信頼は

不要？
透明性は

不要？

背景は

不要？

統制は

不要？
または/および または/および 

説明なしでAIを 
導入する

ターゲットとする方法でモデ

ルの論理を調査するために

先進技術を用いる

予防策を講じて

購入する

実行できない場合 実行できない場合 実行できない場合

AIシステムを使ってはならない 

AI の説明可能性 

ディープラーニング（深層学習）やその他の先進的手法と共に、AIはますます複雑化しています。AIシステムは大量のインプットの検

討が可能であるものの、アウトプットに最も影響を与えているのが何かについては必ずしも明確ではない、というのが理由の一つで

す。また、現在のシステムでは、データのインプット（例：名前、収入、信用スコア）とアウトプット（例：金利12%で5千ドルの融資を提

供）の間に、時に何百もの処理段階があります。このことで、AIによる判断の論理の追跡が難しくなっている面もあります。 

認識技術の性質に特有の課題もあります。AIシステムは経時的に適応していくため、過去に行った判断は必ずしも将来の判断を予

測するものではありません。極めて重要なのは、AIは人間の知能と同じようには作動しない、という点です。AIの判断には、人間の

下す判断との関連性がほとんどないかもしれません。その分、システムが取る行動への理解が一段と難しくなるのです。

十分な情報に基づく信頼

こうしたすべてのことが相まって、AIシステムを（開発者にとってさえも）「ブラックボックス」に変えかねません。このため、金融機関と

規制当局は、AIシステムへの盲目的な信用（リスクが高すぎる）と、AIシステムが提供するはずのすべてのものの断念（非革新的）の

間のどこかに、妥協点を探し続けています。その平衡を成立させるのは、AIシステムに関する十分な情報を提供する機能であり、

ユーザーがAIシステムによる判断を信頼できるようにすることです。

情報に基づく信頼をこのようなレベルで築くためには、何が必要でしょうか？それは状況によります。例えば、個人向けに最適化され

たマーケティング活動に関しては説明不要でしょう。次のような情報が必要な場合もあるでしょう。

• 透明性：AIシステムの判断過程をユーザーが理解するため

• 背 景：システムの具体的な判断理由をユーザーが理解するため

• 統 制：AIによる判断が社会規範、法律、ビジネス要件に沿っていることをユーザーに周知するため

このアプローチを使う このアプローチを使う このアプローチを使う このアプローチを使う

AI判断を導く最重要要因に

ついての、直感的で使い勝

手の良い論拠を提供する
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説明可能性とは、一度説明すればそれで終わり、というものではないことに留意することが大切です。なぜなら、AIテクノロジーの変

化のスピードがあまりにも速いからです。金融機関はAI戦略を定期的に再評価し続けなければならないでしょう。今後の変化はもう

想像できます。現在は、規制当局に受容されることが、説明可能性を確保する主な動機になっています。しかし、顔認識や音声認識

などの機密データを利用するAIソリューションが増えていくにつれ、説明可能性は消費者に受容されるための条件となり、消費者に

より良い成果を伝える差別化要因となっていくでしょう。

経営幹部が留意すべき主な事項

AIシステムは、金融機関ネットワーク全体における有意義なリスク管理や説明責任を可能にする形で、自
らを説明する必要があります。

背景によっては、特定のタイプの「十分な情報に基づく安心感」だけで足りるかもしれません。

業界での対話は、どの程度説明すれば十分なのかという基準を設ける上で重要です。

AIの説明可能性を通じた顧客や従業員からの信頼獲得が戦略的選択となり、金融機関は投資の増加を

求められる可能性があります。

説明可能性は、現実世界のバイアスがアルゴリズムへ紛れ込むことを必ずしも防ぐものではありません

（後述）。
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価格はファンダメンタルな

値から乖離し続ける

同様の参加者の売却を

誘発

1

2

3

それを受けて参加者A
が大量売却に出る

最初の市場から

のシグナル

価格が

下落

参加者を一時停止させて市場のシグナルをアルゴリズムのノイズから分離させるサーキットブレーカー（売買停止機能）のようなメカ

ニズムは、AIベースのハーディング現象を緩和することができます。AI設計の多様性も役に立つでしょう。ただしそのためには、しっ

かりとしたAI開発基準の整備と実行が業界に求められる可能性が高いと考えられます。

アルゴリズムの競争。2つのAIシステムが互いに競り合い続け、最高市場価格の達成に向けて行動を最適化するケースを想像して

みてください。競争が進んでどちらか一方が収益性の制約により脱落するまで、平均市場価格は上昇し続けます。効率的に思えま

すか? 確かに効率的です。しかしこうした状況は、参加者に対して、収益性の達成のためによりリスクの高い行動を取るか、それとも

市場に完全に関わらないか、いずれかの選択を迫ることで、バランスシートを脅かしかねません（図4）。 

さらなる

参加者の売却を誘発

システミックリスクと AI

1970年代以前の金融市場は、投資家にとって比較的公平な競争の場でした。これをすべて変えたのが取引のコンピューター化で、

自動化された取引所に直接アクセスできる大手の専門プレイヤーが有利になりました。彼らの電光石火の取引は市場のボラティリ

ティを増大させ、他の投資家が反応すらできないでいる間にものの数分で相場を急落させる、という状況が多く見られています。

新たなリスクの源泉

現在、AIが再び金融市場を変革する状況にあります。AIは金融サービスのあらゆるサブセクターの様々なユースケースに適用でき、

人間とコンピューターのより頻繁な相互作用を促します。同時に、AIのブラックボックス化の影響は、投資家による市場ダイナミクス

の変化の解釈や新たに出現するリスクの特定や理解をより困難にする可能性があります。こうした条件が相まってシステム全体のリ

スクを増大させかねない状況について、以下に説明します。

ハーディング：ハーディング現象は、金融市場参加者が市場からのシグナルを同じように解釈したときに生じます。例えば、参加者が

皆、あるニュースに反応して資産を売ることが考えられます。大量の売却が資産の価格を下落させ、それがさらなる売却を促進させ

ます（図3）。 

図3：ハーディング現象 
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図4：アルゴリズムの競争 

シナリオモデリングは、AIが不安定化をもたらす行動を起こしそうな時点の特定に役立つ可能性があります。しかし、行動管理のた

めには、資産配分の分散化に関する基準レベルや自動運転AIによる資産再配分の速度上限といった内容を取り込む必要があるで

しょう。

情報の空白。典型的なシナリオは、自動システムによる大量売却が引き起こされるケースです。価格が急落すると、人間である投資

家はそれを解釈しようとし、情報がなければ、フリーズして動けなくなります。アルゴリズムはこの状況を他のプレイヤーの無関心だと

解釈し、より安価で売却するサインと見なします。このような情報の非対称性が続く限り、市場では不均衡な状態が続きます（図5）。 

図5：情報の空白状態における人間のパニック 

サーキットブレーカーは、すべての活動を一旦停止させることにより、アルゴリズムノイズに根ざしたフィードバックループを遮断する

ことができます。これにより、市場参加者は情報源を検証する時間を得ることができます。したがって、当面の重要な優先事項は、情

報の読み違えや偽の情報に対してレジリエンスを持ったニュース・センチメント分析AIを設計することとなりそうです。 

AIシステム1 

2つのAIシステムが

競り合う

AIシステム3が登場し、よりリスクの高い行動を

促進し得る新たな基準レベルを設定する 

AIシステム2 

AIシステムの買付け上限 

AIシステム2 が事前に定められた買付上限

に達し、脱落する 

市場のショック

購入量

売却量

購入量

情報の空白：市場のショックに対する人間の解釈と、

不透明な AIによって抑制されるアルゴリズムの動作 

パニックが人間の需要を消滅させる一方、AIは
ますます大量の売却を行う

人間

AI 

1

2 3

1

3

人間のパニック及びフリーズ

売却量

情報の流れ 

2
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既存の防壁の崩壊

AIが新たなリスクの原因をもたらすとともに、金融安定性のための従来型の防壁

は崩壊する可能性があります。例えば、現在の金融システムは危機の察知と防

止を人間の判断に頼っています。AIに依存することにより、人間は次第に危機防

止能力を失っていくかもしれません。さらに、AIが小さな混乱を引き起こすことが

増えれば、人間はそれを当たり前だと見なすようになり、その結果、不安定化をも

たらす大事故の予想や防止を行わなくなる可能性があります。また、一部のAIシ
ステムが規制当局の規則や予測可能な監督システムを意図的または非意図的

に操作する可能性もあります。

現在整備されている危機防止措置を維持するために金融機関が実施し得る戦略

としては、次のようなことが挙げられます。

• 市場と消費者行動の進化に関する重要な情報で武装する

• インタラクティブで説明可能なAIシステムを使って従業員を研修する

• 新たなシステミックリスクの出現に目を光らせる

• 発生したショックを体系的に分析する

• 危機時にAIが引き起こす市場操作の影響に関するストレステストを行う

• 金融機関の規則に加えて、任意の「サニティーチェック（ソフトやハードウェ

アにおける基本的な動作確認）」を行う

しかし、金融システム自体が変化しているため、これらを含む様々な戦略も変わっ

ていく可能性があります。例えば、新興企業が金融サービス市場に参入し、既存

の金融機関が新たなビジネスモデルを試みています。このような構造転換の最中

にあって、システムのレジリエンスが「果てしない目標」になる日も近いかもしれま

せん。

経営幹部が留意すべき主な事項

未来の監督

急速に変化し複雑さを増す金融セクターにおいて、監督当

局は次のような新たな責任を担うことになるでしょう。

AIの世界において市場パニックのリスクを管理するためには、古いツール（サーキットブレーカーなど）を新た

なツールと組み合わせる必要があるでしょう。

説明可能なAIは、長期的に見て、システム全体の防壁の維持に役立つ可能性があります。 

コンピューター統合された金融システムの動的リスクに対して、規制当局は新たな役割を担い、金融機関との

間で互恵的な深い協働関係を構築することが必要となるでしょう。

AIの潜在的影響に関するシミュレーションやその他の分析 

金融サービス業界における新しい重要な活動に関する知

見の報告

AI設計におけるアプリケーション固有のベストプラクティス

の周知

金融機関からのデータ提供との引き換えによる早期警告の

公表

相場急落時における、ファンダメンタルな市場動向のアル

ゴリズムノイズからの隔離の実施

金融業界向けの新たなAIソリューションをテストするための

サンドボックス（安全な仮想環境）の提供
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バイアスと公平性

金融機関は、商品やサービスに適正な価格を付けるために、顧客のリスク評価を行う必要があります。しかし、歴史的に見ると、人

種やジェンダーといったリスクと無関係な要素が金融上の判断に含まれることがありました。結果として、顧客による資産形成や経済

の新たな生産性向上が損なわれ、金融機関は規制当局による監視の強化や国民からの反発といった事態にさらされる可能性があ

ります。

AIの役割 

不公平なバイアスに関して、AIの可能性にはプラス面もマイナス面もあります。プラス面としては次のような機会創出の可能性があり

ます。

• アンバンクト層（銀行サービスを受けられない人々）に対して、高品質で低コストの商品・サービスを遠隔提供する

• ソーシャルデータ、テレマティクスデータ、その他の代替データの利用により、アンバンクト層に商品・サービスを提供する

• 小口融資やマイクロ保険などのパーソナライズされた商品をオンデマンドで提供する

一方で、次のようなマイナスの可能性もあります。

• 新しいデータソースから意図しないバイアスが生まれる

• 意図しないバイアスの特定をより困難にする

• システム全体へのバイアスの拡散がより速くより広範囲に及ぶことで、バイアスの影響が増大する

バイアスは金融システム内で様々な形で発生します。

人間のバイアス：人間の思考における系統的エラーは、人々が下す決定や判断に影響を及ぼします。このようなバイアスは意図的

な場合もあれば、そうではない場合もあり得ます。AIはシステム設計やデータ収集を通じて、この様な人間のバイアスを取り込んでし

まう可能性があります。教師あり学習（supervised learning）やモデルの適用（model application）により、人間のバイアスがAIシス

テムに持ち込まれる可能性もあります。

データのバイアス：不正確なデータや非典型的なデータ、その他のバイアスを含んだデータの支援によって意思決定システムの開発

や研修が行われた場合には、特定の母集団に関して歪曲された結果が出る可能性があります。

モデルのバイアス： ユーザーのエラーは言うまでもありませんが、計算能力やシステム設計、プログラミング論理における制約の結

果として、AIシステムからバイアスのかかったアウトプットが出てくる可能性があります。モデルのバイアスの例として、相関関係と因

果関係の混同や保護クラスに対する意図しないプロキシ動作などが挙げられます。

二次情報のバイアス： 残念ながら、今も世界には生活の様々な場面（例：教育、雇用、訴訟手続き）に、不当な差別があります。そ

れが、差別を受ける人の金融リスクを大いに高めます。他のバイアスとは異なり、二次情報のバイアスは、モデルを構築または使用

する者が直接コントロールできません。二次情報のバイアスを低減するために、金融機関は統計的精度をある程度諦めることが求

められるかもしれません。AIが取り込む引受データは、第三者からのデータを含め、幅・厚みともに拡大している（例：ソーシャルメ

ディア）ことから、データの取り込みを通じてバイアスがAIに紛れ込む可能性があります。 



未知の領域の舵取り｜金融サービスにおける人工知能の戦略上・規制上のリスクを理解する

13 

図5：AIのバイアスを最小限に抑えるためには、受容可能な「公平性」の種類と「二次情報のバイアス」に対する金融機関の責任につ

いて、選択を行う必要がある

経営幹部が留意すべき主な事項

平等な取り扱いの

確保

AIシステム内における

平等な結果の確保

AIシステム外における

平等な結果の確保

金融機関がコントロールする領域 官民が協力する領域

AIは、金融サービス業界に金融包摂を支援する新たな機会をもたらすのと同時に、不公平でバイアスのか

かった金融判断のリスクを高める可能性があります。

金融上の判断におけるバイアスは、新しい問題ではありません。しかし、バイアスが判断に紛れ込み、より速

く拡散し、検知がより困難になる新しい方法がAIの発展によってもたらされることが、新たな懸念となります。 

人間、データ、アルゴリズムからのバイアスについては、特定と低減に役立つツールやシステムがすでに存

在しています。しかし、特に（差別の源泉が金融機関の直接的なコントロールや影響の範囲外にある）二次情

報のバイアスに関して、AIには難しい問題が生まれる可能性があります。 

人間のバイアス

の低減

データのバイアス

の低減

二次元情報の

バイアス







政府と連携し、結果の平等を

確保するためのコストを分担す

る

リスクに基づく価格決定が過度

な排他性に陥らないよう、顧客

全体のリスクを共同負担する

特定の顧客グループに対して

助成を行う






モデルのバイアス

の低減

推測されるバイアスの修

正により、リスクに基づく

価格決定における異なる

影響を回避する

モデルを説明し、理解する

利用を「害の出ない」状況

に限定する







データの質を定性

的に管理する

データの質を定量

的に管理する

データの量を管理

する






タ

従業員にバイアス

に関する研修機会

を提供する

職場の多様性を促

進する

アウトプットをモニ

ーし、事後的に

修正する

（特に二次情報の）バイアスの低減に向けては、リスクのみに基づくアプローチを止めるという選択が求めら

れるかもしれません。こうした課題に対処するためには、金融機関と政策立案者の間で公平性に関する共通

の定義に到達する必要があります。これに伴って官民によるコスト分担が発生する可能性があります。
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その他の不確実性

金融セクターにおけるAIにおける3大懸念事項は、説明可能性、システミックリスク、そしてバイアスと公平性です。しかし、このほか

にも特筆すべき2つの事項があります。ひとつは、AIシステムが受託者の義務を果たせるか、すなわち、顧客の最善の利益のため

にのみ行動できるかという問題です。もうひとつはアルゴリズムによる談合という不確実性、すなわち、AIシステムによる反競争的行

動の学習という問題です。

アルゴリズムによるフィデューシャリー（受託）

従来は人間の専担領域であった金融分野の作業を、AIシステムが担い始めています。 

• 有価証券を選択し、相場を上回るリターンを得られるように運用する

• 顧客の長期目標に合致した資産配分を推奨する

• 広範な商品・サービス（保険、退職年金、税務、不動産に関する運用プランなど）を対象とした、日々の全体的な財務管理を提

供する

こうした事態に伴って、受託者責任に関する重要な問題が提起されています。すでに登録投資顧問業者においてAIのアルゴリズム

の利用が広まっている米国では、問題の緊急性が一段と高まっています。良いニュースは、自動システムが従来の企業と同じ受託

基準を満たすことが可能だということです。この要因として少なくとも一つ挙げられるのは、各クライアントの財務状況に関連するデー

タの検索、最適化、集計におけるAIの効率性の高さです。

しかし前述したとおり、説明可能性の問題があります。受託者は自らの判断や提言の合理的根拠を持ち、それを伝えなければなりま

せん。しかし、AIシステムが取り込む商品・サービスの種類そして関連する情報量の拡大に伴って、特定の判断の背後にある論理を

理解することはますます困難になっています。

それとは別に、AIシステムが受託者責任を十分に果たさない場合に何が起こるかに関する不確実性があります。責任を負うべきな

のは開発者、金融機関、経営陣、それとも他の誰かでしょうか? もしくは、補償保険が責任を引き受けるべきでしょうか? どのような

アプローチを取ろうとも、規制当局と金融機関は、できる限り迅速かつ途切れのない形で、全ての当事者を一つにまとめる手法でAI
システムを強化する必要がありそうです。

アルゴリズムによる談合（collusion）

AI対応システムは、市場における談合行為の監視やガバナンスを複雑化する可能性があります。なぜでしょうか? 談合とは、ある成

果の達成または競争力学の変化を通じた自らに有利な環境の発生を目的として金融機関同士で行う明確なコミュニケーションと協

力を意味するものとします。

この定義の下では、AIシステム間の談合は証明が難しいかもしれません。例えば、ある判断が、独立した有効な分析の結果なの

か、それとも談合行為によるものなのか、明確ではないかもしれません。もうひとつのジレンマは、AIが外部の情報源からの膨大な

量の構造化・非構造化データをリアルタイムで取り込める能力から生じています。こうした能力があるため、明確なコミュニケーション

を行わなくても、他の市場参加者が発するシグナルを容易に理解できる可能性があります。

その結果、現行の規制の下で、AI間の談合をもっともらしい形で発見、証明、起訴することは一段と難しくなる可能性があります。こ

れにより、何が違法で何がそうでないかに関する不透明感が強まることとなります。
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それでも金融機関は、このようなリスクを低減できないほど無力ではありません。AIシステムやモデルに次のような制約を加えること

ができます。

• 具体的で明らかに正当と認められる事業目的があるコミュニケーション

• 正当で合法的なビジネス上の理由から情報を得た上での判断

• AIの判断の背後にあるビジネスケースの正当性確認の、人間による監視

何よりも、アルゴリズムによる談合は既定の事実ではありません。談合が発生するには、金融商品・サービスがかなり均質である必

要があります。また、金融機関の営業利益率の水準が同程度で、買い手の力が大幅に制限されている必要があります。

経営幹部が留意すべき主な事項

人間とコンピューターという2つの当事者に対して単一の枠組みで十分なのか、それともコンピューターエー

ジェント専用に設計された個別の枠組みに関する定義付けが必要なのかについては、今後の課題です。

談合を阻止し、受託者責任を負うことにより、組織は信頼を集め、基準があまり厳しくない組織との差別化を

図ることができます。

受託者責任およびアルゴリズムによる談合をめぐる懸念への対処には、AI関連の技術専門家と政策立案者

または法律専門家との間のギャップを埋めることが含まれます。
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結論

AIとは、コンピューターの世界における根本的に異質なパラダイムを意味します。AIの恩恵を引き出すために金融セクターに求めら

れるのは、説明可能性、システミックリスク、公平性に関してAIがもたらす様々な課題にうまく対処することです。最終的に、金融セク

ターには次のようなアプローチが求められています。

何よりもまず、AIは他と無関係な存在ではないと認識することが重要です。すでにクラウドやIoTなどのテクノロジーとしっかり統合さ

れています。そして、量子計算、5G、その他の新興テクノロジーがすぐに加わるでしょう。AIの及ぼす影響の検討を金融業界が迫ら

れる背景には、こうした状況の変化があります。

それでは、その影響とはどのようなものでしょうか?ひとつは、戦略の転換です。AI（およびその他の新興テクノロジー）の普及は、こ

のようなテクノロジーの導入のあり方を有意義に形成するような政策議論を後押ししています。将来の戦略オプションの形成におい

て積極的な役割を担うことを希望する金融機関は、すべてのステークホルダーを積極的に巻き込む必要があるでしょう。同じアプ

ローチは、政策変更による業務、戦略、人的資本への影響の管理にも及びます。

次は、優先順位の付け直しです。AIについて、最初に着手しなければならない仕事は、ガバナンスです。リスク警告に注意を払いつ

つ、顧客の利害に沿うことです。ガバナンスの重視は金融機関に差別化のチャンスをもたらすだけではありません。金融サービスの

エコシステムにおいて規制当局や他のプレイヤーと協働する文化を構築することにより、データ主導型の政策立案を支援できる可能

性があります。

要するに、AIは結局のところ金融サービスにおける新たな倫理を必要としないかもしれません。求められていることは、複雑なAI対応

システムのニーズへの適合性を高めた新たなアプローチを積極的に受け入れることです。こうしたアプローチがいかに革新的であっ

たとしても、比較検討の対象は引き続き公平性、安定性、透明性、利用可能性の基準であり続けるでしょう。こうした基準は、過去に

も繰り返されてきたテクノロジーの激変期を通じて、金融セクターの存在を際立たせてきたのです。

• 現在のAIシステムの導入を、責任を持って行う。AIは金融業界に対して、金融システムを守る全く新しいツールを開発し、それ

を使いこなせるようになることを求めています。

• 将来の、AIがあることがあたりまえになった金融システムの設計を、責任を持って行う。いずれ、AIは金融機関の事業運営や

市場参入の仕方を変えるでしょう。今後の政策変更に影響を与えたいと考える金融機関は、今から関与するべきでしょう。政

策変更には、多くの場合、金融機関にとって利用可能な戦略の道筋を根本的に変えるような問題が伴うはずです。

• 責任あるAIを基盤として構築された金融システムの潜在能力を活用する。AIシステムは従来のシステムよりも大きな影響をよ

り迅速にもたらします。したがって、AIには高い基準の保持が求められるべきです。
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