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要旨
WOE による連続変数・カテゴリ変数の加工方法。WOE 値から作成される IV 値と一変数レベルでの
CAP 曲線比較による変数選択の方法。この手法によるモデル作成手順とモニタリング方法について紹介
する。
キーワード： Weights Of Evidence、InformationValue(=IV)、CAP 曲線
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はじめに
この論文を執筆している 2008 年は、新銀行東京の過剰貸付によるニュースで幕を開けた。当行はスコアリ

ング・モデルの判定結果を元に中小企業へ融資を行うというビジネスモデルである。この業務体系を売りに
していたが、約 400 億円もの損失を出してしまった。その影響により今日、スコアリング・モデルの有効性
が問われており、再びリレーショナルバンキングの重要性が取りざたされている。
しかし、スコアリング・モデルが役に立たないかと言えばそんなことは決してない。スコアリングの判定
結果とリレーショナルバンキングとの融合を図っていけば、現在よりも効果的な融資ができることは間違い
ない。
数理技研は、スコアリング・モデルの高精度化を目指し日々精進している。この論文を発表することで、
スコアリング・モデル作成の手助けとなり、与信業務の更なる効率化に貢献できれば幸いである。
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本論文の
本論文の目的
WOE を利用した連続変数・カテゴリ変数の加工方法を解説する。変数加工の結果、変数の水準値が決まっ

たら、次はどの変数をモデル作成に使用すべきかという議論になる。これに答えるため、WOE 値から作成さ

れる InformationValue (=IV)値と一変数レベルにおける CAP 曲線の比較による変数選択の方法を解説する。そ
して、この手法を利用したモデル評価とモニタリング方法について紹介する。以上が本論文の目的である。
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発想の
発想の原点
スコアリング・モデルに使用されているモデルは、ロジスティック回帰モデル、決定木、判別分析、ニュ

ーラルネットワーク、生存時間モデルなど種々あるが、スコアリングに使用するモデル自体は飽和状態を迎
えている。
「どのロジックをモデルに使うか」というロジック選択に依存したスコアリング・モデルの精度向
上の時代は終焉を迎えつつある。スコアリング・モデル作成において精度向上に向けてカイゼンできる分野
は、モデルを作成する前段階の変数の前処理にある。つまり、モデル作成に有効な変数を準備できるかどう
かにかかっている。
例えば、一変数レベルで考えて
みる。一変数で単回帰モデルを作
成してみよう。説明変数を年齢層、
被説明変数を年齢層別のデフォ
ルト率として、単回帰モデルを作
成する。ここで、20 才代、50 才
代が同一のデフォルト確率であ
った場合、モデル当てはめ結果が
20 才代、50 才代で同じになるこ
とは決してない。説明変数に、年
代のカテゴリ値そのものを使用
しているからである。一変数レベ
ルにおいて、すでに変数の実際の
値とモデル算出値の乖離がある
のだから、多変数をモデル作成に
使うとなると、相当な乖離を生み
出してしまうことは避けられない。それでは、どうすればいいかというと、次のような手立てが望まれる。
年齢層という変数でいうならば、同一のデフォルト率をもつ年代に対して、同一のカテゴリ値を設定するこ
とである。同一のカテゴリ値を設定できれば同じデフォルト率を算出することができる。
この考えを実現するために WOE という手法を採用することにした。以下で、この WOE の紹介、WOE の
使い方とその応用について論ずる。
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WOE とは
WOE の由来は、1950 年、ジョン・グッドという統計学者によるって提唱された。地質学の分野で応用さ

れていた手法である。その後、医療の分野で利用され、近年、信用リスクの分野でも外資系の金融機関で利
用され始めている。ターゲットとする変数が、デフォルトか正常かの 2 値の場合、以下の式で WOE の値を
得ることができる。

WOE(Weights Of Evidence)

Weights Of Evidence attribute = log(P_Default attribute / P_Normal attribute )
P_Default attribute = Number Of Default attribute / Number Of Default total
P_Normal attribute = Number Of Normal attribute / Number Of Normal total
次項より WOE の利用方法を順に説明していく。

WOE の利用方法
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5.1

連続変数をカテゴリ
連続変数をカテゴリ変数
をカテゴリ変数に
変数に変換

発想の原点のところで、年齢層というカテゴリ変数を例に出した。しかしその前に、年齢層というカテゴ
リ変数を作成するための”年齢”という連続変数が
ある。連続変数はグループ分けして、カテゴリ変数
に変換しておいた方が利用しやすい。ここでは、分
散分析(=ANOVA(=Analysis of Varinace))により、連
続変数をカテゴリ化していく。
年齢を例にして説明する。まず 20 才～70 才の連
続値の順に並べ、このグループの分散が最大、つま
りデフォルト率の差が最大になる年齢で、2 つのグ
ループに分離する。そして次に、各 2 グループに対
して同じ作業をする。どこまでグループ化していくかについては、事項で説明する。これで、連続変数がカ
テゴリ変数へと変換された。各グループには、20 才～22 才だったら 20、23 才～26 才だったら 23 と、名義
尺度としての水準値を付与。欠損値は欠損値として残しておく。

P_Normal
年齢層 カテゴリ値 count Normals
missing missing
50
42
20-22
20
200
152
23-26
23
300
246
27-29
27
450
405
30-35
30
500
475
35-44
35
350
339
44+
44
150
147
合計
2000
1807
InformationValue (=IV) = 0.066
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attribute

2.3%
8.4%
13.6%
22.4%
26.3%
18.8%
8.1%

P_Default
Defaults
8
48
54
5
25
11
3
193

attribute

4.1%
24.9%
28.0%
2.6%
13.0%
5.7%
1.6%

Default
rate
16.0%
24.0%
18.0%
1.1%
5.0%
3.1%
2.0%
9.7%

WOE値 カテゴリ値
0.579
0.579
1.084
1.084
0.720
0.720
-2.158
-2.158
-0.708
-0.708
-1.191
-1.191
-1.655
-1.655

出典: Bart Baesens(2005)

カテゴリ変数
カテゴリ変数を
変数を WOE 変換

次 に 、 カ テ ゴ リ 変 数 に 対 し て WOE 変 換 を 施 す 。 各 変 数 の 値 に 対 す る 対 す る

P_Normal attribute と

P_Default attribute を 計 算 し 、 Weights Of Evidence attribute = log(P_Default attribute / P_Normal attribute ) で

WOE 値を算出する。その際、20-22 才であることを示す 20 というカテゴリ値は、名目の値にすぎないので、
カテゴリ値それ自体を WOE 値に置き換える。この変換を与えることにより、年齢層という変数は、線型モ
デルで完全に説明される変数になる。欠損値は欠損値として WOE 変換によってそのまま変換できるので欠
損値処理をする必要はない。

例

年齢層を WOE 変換
年齢層のデフォルト率の分布(生データ)

年齢層をWOE変換・カテゴリ値をWOE値に置換
1.5

30.0%

1

25.0%

0.5

20.0%
15.0%

-3

-2

-1

0
-0.5 0
-1

10.0%

-1.5

5.0%

-2
0.0%
missing

20-22

23-26

27-29
年齢層

30-35

35-44

44+

WOE により一変数レベルで完全に線形モデルに当てはまる変数に変換された。
欠損値も欠損処理をせずにそのまま利用できる。

5.3

安定かつ
安定かつ有効
かつ有効な
有効な変数の
変数の選択方法

連続変数をカテゴリ変数に変換し、カテゴリ変数を WOE 変
換する一連の手続は、オーバーフィッティングの問題を含ん
でいる。安定したモデルを作成するには、安定性のある変数
を使用しなければならない。そこで変換の手続のチェックが
必要になる。以下で安定性の高い変数を選択する方法につい
て述べる。
WOE 変換手続を作成する変数変換用データと、その手続を
検証するための検証用データを用意する。
変数変換用データから、｢連続変数をカテゴリ変数に変換し、
カテゴリ変数に WOE 変換を施す手続｣を作成する。その手続
を、検証用データに当てはめて、変数変換用データと検証用
データに関して一変数レベルでの CAP 曲線を作成する。
そして 2 つの CAP 曲線の差を算出する。
乖離が大きければ、
オーバーフィッティングであり、乖離が少なければ安定した
変数が作成されていることが実証される。
乖離状態を修正するには、連続変数をカテゴリ変数に変換
する際の区切りを調整することによって可能になる。分散分
析(=ANOVA(=Analysis of Varinace))によるグループ化を再度検
討することにより調整する。
以上の操作を行ない、変数変換用データと検証用データに
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2

ついて一変数レベルで CAP 曲線を比較する。その結果、乖離が少ないものをモデル作成用データとして採用
する。採用の目安としては、最大の乖離が 10%未満であることが望ましい。
安定性の高い変数が特定されたら、次はその変数の有効性を確認する。安定性の高い変数であっても、正
常かデフォルトかを判別するのに有効な変数でなければならないからである。そこで WOE 値を使って計算
できる InformationValue (=IV)という指標により、変数の影響力の大きさを計ることにする。

InformationValue とは、カテゴリ変数の影響力を測定する指標で、グループ分けの妥当性の判定に使われ
ている。目安としては InformationValue の値が、0.02 未満で影響力なし、0.02 – 0.1 で影響力が弱い、0.1 - 0.3
で影響力は普通、0.3 以上で影響力が強いと判定できる。先に掲載した年齢層の表の InformationValue は 0.066
となっており、影響力は小さいと判定できる。

InformationValue (=IV)

IV = ∑ ((P_Default attribute - P_Normal attribute ) * WOE attribute )
変数の影響力
< 0.02:unpredictive
0.02 – 0.1 : weak
0.1 - 0.3 : medium
0.3 + : strong

以上の操作をへて算出された CAP 曲線の最大差と InformationValue の評価値より、モデル作成用変数とし
て有効である変数を選択する。例えば、変数が年齢層、変数 A、変数 B、変数 C、変数 D・・・とあったと
する。それぞれの変数について、CAP 曲線の最大差が 0.1 以下、InformationValue の値が 0.3 以上の変数を確
認すると、モデル作成用の変数として変数 A と変数 C が採用されることになる。

例

変数選択
CAP曲線の
最大差

年齢層
変数A
変数B
変数C
変数D
・・・

0.05
0.02
0.12
0.4
0.2
・・・

評価
InformationValue

0.066
0.6
0.4
0.4
0.1
・・・

モデル作成用

安定性 影響力

○
○
×
○
○
・・・

×
○
○
○
△
・・・

変数として

採用
採用
・・・
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WOE 変換のモデル
変換のモデル作成
のモデル作成・
作成・検証での
検証での利用
での利用
これまで述べてきた手続きは、モデル作成手順の中に位置づけられる(下図を参照)。まず元データを、モデ

ル作成用データとスコアデータに分割する。モデル作成用
データをさらに、変数変換用データと検証用データに分割。
変数変換用データから、連続変数をカテゴリ変数に変換す
る手続きを作成、次に、カテゴリ変数を WOE 変換する手
続きを作成する。この 2 つの手続きを、検証用データに当
てはめる。変数変換用データと検証用データの各変数に対
して一変数レベルで CAP 曲線を作成し、その差を確認し
て、安定性のある変数を特定する。続いて、InformationValue
を算出し、説明力の高い変数を特定する。これらの手続き
によって、安定性がありかつ説明力の高い変数が選択され
ることになる。
CAP 曲線の差と InformationValue は、連続変数をカテゴ
リ変数に変換する際のカテゴリ区分の影響を受けるので、
比較結果が芳しくない場合は、連続変数をカテゴリ変数に
変換する段階に立ち戻って、カテゴリ区分を調整し、再び
CAP 曲線の差と InformationValue を確認する。この作業を
繰り返す。
変数が選択されたらモデル作成を行う。一変数レベルで
は、安定性があるかもしれないが、投入変数が多くなると、
各変数のわずかな誤差が積み重なり、結果として誤差の大
きい結果を算出するモデルが作成される可能性がある。よ
ってモデルが作成されたら、そのモデルも CAP 曲線によ
って安定性を検証する。CAP 曲線の差が大きい場合は、一
変数レベルで CAP 曲線の差が大きいものから外してゆき、
モデル作成→CAP 曲線の差の検証を繰り返す。目安として
CAP 曲線の差の最大値が 0.1 以下になった時点で、モデル
作成の完了とする。
なお以上のプロセスの実証データに基づく検証結果に
ついては、数理技研提携先との契約により公開することは
できないが、以上の手続きによって、モデルの安定性を確
保し、かつ変数加工前のデータと比べて、デフォルト確率の算出結果の精度向上が確認されている。
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WOE 変換のモデルのモニタリングへの
変換のモデルのモニタリングへの応用
のモデルのモニタリングへの応用
最後に、モデル自体のモニタリング方法について紹介する。モデルを作成して与信判定のシステムに取り

込むまではいいが、時が経つにつれてモデル自体は劣化していく。筆者の経験上、高い費用を払ってモデル
を作成したはいいが、その後、モデルのメンテナンスを実施しないケースをよく目にする。そして年月が経
ち、モデルの精度が劣化した時点で、再び、高い費用を払ってモデルを作成するというサイクルが展開され
ている。そもそも日々入手するデータは変化するので、その変化に合わせてモデル自体の劣化状況も随時チ
ェックすべきである。劣化に応じてモデルの更新を図っていくことが最適なモデル運用である。
それでは、以下でモデ
ル のモ ニタリ ング への
WOE 変換の応用例を述
べる。
2008 年 3 月時点で新
モ デル を作成 した とす
る。イベント期間を２年
とすると 2006 年 3 月時
点 のデ ータを 利用 する
ことになる。この 2006
年 3 月データに対して、
これまで解説してきた、
一連の変数変換、変数選択を施してモデルを作成する。そして 1 年間、このモデルを運用したとする。次に
2009 年 3 月になったとすると、モデル作成には 2007 年 3 月時点のデータを使うことができる。そこで 2006
年 3 月時点で作成した一連の変数変換・変数選択のプロセスを、2007 年 3 月時点のデータに当てはめてみる。
すると一年前と現在との各変数の変動状況を把握することができる。2007 年 3 月時点での一変数レベルでの
CAP 曲線の最大差と InformationValue の値の変化を比較する。その結果、モデル作成に使用された変数に大
きな変動がなければ、モデルの切り替えは必要ないし、反対に、大きな変動があれば、モデルの切り替えが
急務ということになる。最後に、各モデルの CAP 曲線を比較して、変動があるかないかを確認し、モデル切
り替えの意思決定を行う。
以上が WOE 変換のモデルのモニタリングへの応用の説明である。
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まとめ
本稿は、モデル作成を行う前段階として、各変数に対して次の操作を行った。①連続変数を ANOVA によ

りカテゴリ変数に変換する。②カテゴリ変数に対して WOE 変換を行う。
③カテゴリ変数の値それ自体も WOE
値に置き換えて、完全な線型の形式にする。という操作である。
次に、変数変換用データから上記の変換手続のプロセスを作成し、変数変換用データと評価用データに当
てはめた。その結果を使い、変数変換用データと評価用データの各々の変数について一変数レベルでの CAP
曲線を作成する。そして各々の CAP 曲線の最大差が 0.1 以下の変数をモデル作成用データとして採用した。
また説明力を示す InformationValue の値も算出し、0.3 以上の説明力の高い変数を採用する。

その結果、変数加工前のデータと比べて、安定性の高い変数を使用し、かつ説明力の高い変数をモデル作
成に使用することになるので、安定性の高くかつ高精度のモデルの作成が可能になっている。
またモデルのモニタリングの手順としては、一変数レベルでの変動状況を追い、変動が大きければモデル
の切り替えが必要であり、変動が小さければ、モデルの切り替えは必要ないということを説明した。
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