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第三金融事業本部の事業拡大に向けた取り組み

5 AI 分析基盤・AI 自動化プログラムソリューション

地域金融機関向けに営業活動・融資業務を
支援する AI ソリューションの商用化を検討
マイナス金利や顧客ターゲットとなる人口の減少が続く中、地域金融機関が本業である資金利益を創出するためには効率
的・効果的な営業活動や融資審査の高度化が欠かせない。NTT データでは、地域金融機関向けの基幹システムを手掛け
てきた知見と最新技術を融合させた AI ソリューションの検討を進めている。

（FISC）に沿った構築にコス

地域金融機関向け
AI ソリューションの現状

トがかかる
などの課題に直面し、業務での

地域金融機関においては、多様な
顧客ニーズに対応して効率的・効果
的な営業活動、審査の高度化を支援
を展開すべく、人工知能（AI）を用
いた各種ソリューションの導入が検
討されるようになってきている。

活用が実現されている例はあ
まり多くない。

データのアップロードのみで
予測データを得られる
開発を進めている AI 分析基

しかしながら、

盤・AI 自 動 化 プ ロ グ ラ ム は、

・AI の特性として再現性が担保さ

これらの課題を解決し、迅速

れず精度保証ができないため適切

に、安価に、安全に導入できる

な投資対効果の測定ができない

ものとなっている。
金融機関は、自分たちの持つ

あり導入当初からすぐに効果が出

データをクラウドセンターに

ると見込めない

アップロードするだけで、AI モ

地域金融
（定期）

（随時）

対象データ
抽出とcsv出力

認証
機能

学習データの
アップロード

前処理・特徴量
エンジニアリング

学習データの
アップロード

専用線

情報系等

対象データ
抽出とcsv出力

凡例
地域金融

NTTDサービス

モデル
構築

資金ニーズ
予測

サービス提供範囲

取引結果の登録

地域金融

図１

38

セールス

システム技術本部

デジタル技術部 Agile プロフェッショナルセンタ
課長代理

菊地 貴彰氏

（下段左から）しんくみ事業部

信用組合担当

主任
課長

福島 慶彦氏
平井 雅人氏

客ごとの資金ニーズなどの予測が得
られ、訪問先の選択などの営業活動
に活用することができる。
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している。
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業態横断の地域金融機関向け
ソリューションを目指して

また、現在は信用金庫業態、信用
組合業態向けに提供したいと考えて
いるが、将来的には JA 業態、地方
銀行等も含め、地域金融機関全体に
向けたソリューションとしての展開
をしたいと考えている。
これまで培ってきた知見とお客様
との信頼関係をベースに、最新の技
術動向を取り入れて、地域金融機関
の発展に貢献していく。
※A-gateとはパブリッククラウドのセキュア
な利用を導入から運用まで一元的に支援す
る NTTデータのサービス
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