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用語集 
 
 
AI Artificial Intelligence     人工知能 

AML  Anti-Money Laundering    マネー・ローンダリング対策 

BAU  Business as Usual    通常業務 

CFT Countering the Financing of Terrorism   テロ資金供与対策 

DMO  Data Management Office   データ管理室 

FCC Financial Crime Compliance   金融犯罪コンプライアンス 

FEAT Fairness, Ethics, Accountability and Transparency 公平性・倫理・説明責任・透明性 

FI Financial Institution    金融機関 

GC Group Compliance    グループコンプライアンス 

MAS  Monetary Authority of Singapore    シンガポール金融庁 

ML Machine Learning    機械学習 

NLP  Natural Language Processing    自然言語処理 

NS Name Screening    ネームスクリーニング 

POC Proof of Concept    概念実証 

RPA Robotics Process Automation   ロボティック・プロセス・オートメーション 

TM Transaction Monitoring   取引モニタリング 

注意事項：本資料はDeloitte Globalが2019年に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ グループが翻訳・加筆したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。執筆者肩書は原文発行当時のものです。 
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序文

デロイトとユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）が共同発行するこの白書第3巻は、デジタル技術や創造的破壊が支配する世
界におけるイノベーションと高度アナリティクスの活用について考察します。未曾有の時代におけるビジネスの混乱から生じるリスクに
ついて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的大流行）がいかに金融犯罪の増加をもたらしたかを含
め、言及します。不測の事態を乗り越えるため、また、金融犯罪コンプライアンス（FCC）の成果を向上させるために、いかにテクノ
ロジーとイノベーションが必要なのか説明します。

現在、金融サービスセクターは、デジタル化が進む経済につけ込む方法を見つけた巧妙な犯罪者がもたらす課題の増大に直面して
います。問題の加速をもたらした一因はCOVID-19のパンデミックです。人工知能（AI）および機械学習（ML）、アナリティクスお
よびロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）への投資を増やすことにより検知を強化しようという取り組みは、効果をもたらし
ています。しかし、金融サービスセクターにとって、金融犯罪を含む様々なリスクに適切に対処しこれに歯止めをかけること、そして重
要なステークホルダーとの間に構築した信頼を維持することを確保するためには、取り組むべき作業がまだ数多く残っています。

この白書は、現在も続いているUOBのAIマネー・ローンダリング対策ソリューションの行程について、概念実証（POC）段階から本番
稼働段階までを考察し、現行の銀行業務への統合に向けて、いかにモデルを段階的に調整してきたかを説明します。また、UOBに
よる高度アナリティクス、AI/機械学習、ロボット工学への投資の正当性を概説し、これらが大きな混乱を低減するのにいかに役
立ったかを示します。

デロイトとUOBは、2018年と2019年の2度にわたり白書を発行してきました。「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への人
工知能（AI）活用例」1と題した最初の白書では、金融機関（FI）が実効性のあるFCC管理を行うためのイノベーション活用方
法について考察しました。また、疑わしい口座や取引の識別に関する正確性向上のための機械学習パイロットプログラムに成功し
たUOBのケーススタディを共有しました。「金融犯罪コンプライアンスの未来」2と題した第2巻の白書では、AI、機械学習、RPA、自然
言語処理（NLP）を金融犯罪リスク管理に組み込むFCCの将来像を描きました。UOBによる機械学習モデル導入の成功を参照
し、FCC目的で機械学習を運用可能にするために何が必要となるかについて詳述しています。

金融犯罪と闘うために革新的テクノロジーを活用してきたUOBの変革ストーリーを共有することは、導入プロセスや経験した課題に
関する洞察を提供してくれます。また、テクノロジーのガバナンス、ソリューションへの信頼を構築するために必要なステークホルダーとの
関わり、そしてこれらを通常業務環境に統合する方法を明らかにします。この白書で共有する洞察が、FCCテクノロジーの適用とその
恩恵の享受を金融機関に促すこと、そして業界全体のFCCの取り組みの革新と強化に役立つことを、私たちは願っています。
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はじめに 
2019年と2020年のニュースを支配していたのは、世界的なパンデミック、地政学的
緊張、そして迫り来る貿易戦争でした。これら破壊的な出来事は、新たな世界の
現実を象徴する特徴的な事象だと言えます。COVID-19により、あらゆる国の政府
が、ロックダウンから強制的休業3まで、徹底的な対策3を取ることを余儀なくされ
ました。こうした対策により、従来型のビジネスは、特に実店舗だけに頼った業務
形態の場合に、大きな打撃を受けました。

これに対して、企業や金融機関（FIs）は、ビジネスモデルの変革、デジタル化の
活用、リモートワーク能力の強化への投資を加速させてきました。こうしたデジタル
化への動きは、COVID-19による混乱の影響の低減に役立った反面、金融作業
部会（FATF）の2020年5月の刊行物4によれば、新たな課題をもたらし、新しい
多種多様な金融犯罪に対応する上での懸念も高まっています。

詐欺、サイバー犯罪、人身売買、奴隷状態、環境犯罪、インターネットにおける子
どもの性的搾取、組織的窃盗犯罪などの犯罪の巧妙化の広がりによって、金融
犯罪との闘いではなお一層の取り組みの強化が必要となっています。そのため業
界は、このような複雑さとリスクに対応できる革新的な技術ソリューションを模索し、
適用する必要に迫られています。私たちはこの白書が、金融サービス業界にとって、
この行程に乗り出し、より堅牢な金融犯罪リスク管理のエコシステムを構築する意
欲を引き出すものとなることを願っています。

イノベーションを起こし、テクノロジーを導入する必要性が、
かつてないほど唱えられています。テクノロジーとデジタル
化は、もはや企業にとって「あれば良い」ものではありませ
ん。企業は常につながり、テクノロジーの活用によって物
理的なモビリティの制約を克服する必要があります。アジ
リティ（俊敏性）には高い価値があり、FCCに直接的な
影響を及ぼします。イノベーションを積極的に受け入れて
AI、機械学習、最先端テクノロジーを活用することが、金
融犯罪との闘いの能力、実効性、効率の向上につなが
ります。

Anna Celner 
Deloitte Global Banking & Capital Markets Practice Leader
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金融機関はこのイノベーションの新たな現実を 
どうすれば受け入れられるか? 

2020年の世界のAI/機械学習企業の収益は2019年5から12.9%増加し、1,500億ドルを超えると予想されます5。銀行業界によ
る2019年のAI搭載ソリューションへの投資金額は合計56億ドルに上ります。ある調査によると、企業はAIや機械学習を自社戦
略の重要な構成要素と見なしており、今後もこれまで通りの大規模な投資を行っていくと見られます。リスク管理の領域も、
真っ先にAI/機械学習を導入すべき領域として重視されています6。 

AI/機械学習への投資の増加は、企業が全社規模のリスクを管理するテクノロジーへの依存を高めていることを実証しています。
この章では、AI/機械学習やデータアナリティクスなどのテクノロジーへの様々な投資と、それが金融機関の金融犯罪リスク管理に
いかなる大変革をもたらしてきたかについて考察します。

高度アナリティクスの実効性と効率

インターネットを利用する人が増えるにつれ、データの量と範囲も拡大しています。金融機関や組織はデータを分析し、取引行為
や支出パターンを理解し、変化する顧客ニーズに合う新たな商品やサービスを設計しようとしています。例えば、シンガポールに本
店を置く銀行UOBは、アジアのネットワーク全体で、消費者および企業顧客の銀行体験をパーソナライズするために、取引データ
からの洞察を活用してきました。

FCCの領域では、金融機関を不正資金の洗浄ルートとして使おうとする悪人を識別するためにデータが大いに利用されてきまし
た。一般的に、このような監視には、複雑なマネー・ローンダリングの類型、異常な取引、疑わしい資金移動ネットワークの識別が
含まれます。 

データアナリティクスがFCCに及ぼすプラスの影響は計り知れません。例えば、ある金融機関が採用したアナリティクスソリューション
は、不正な企てを検知し、阻止する能力を向上させました。その結果、調査に進展した疑わしいケースが26パーセント増加、不
正が証明され刑事告発に至ったケースが40パーセント、それぞれ増加しました。これらを合計すると、その金融機関の詐欺による
損失を十分に埋め合わせる結果となりました7。
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疑わしい人間の行為を迅速に検知
金融機関がより効率的かつ効果的なリスク管理のために大型予算を
組むようになるにつれ、AI/機械学習というテーマへの関心も高まっていま
す。私たちの最初の白書では、大量のデータを読み込んで疑わしい可
能性のある顧客の取引行為を検知できるようにする自己学習能力を
備えた機械学習アルゴリズムの金融機関への採用について説明しまし
た。こうしたプラットフォームの導入により、金融機関は本当に不正であ
る可能性が高いアラートへの対応にリソースを振り向け、誤検出に対処
する時間と労力を削減できるようになります。これにより金融機関は、
人員を大幅に増やすことなく、より多くの不正インシデントに対処するの
に適した立場を得られます。さらに、正確で迅速な不正検知は、より迅
速な損失回収を促進します。 

例えば、あるインドネシアの銀行は、新たな疑わしい不正パターンを検
知するために機械学習を利用しています。このプラットフォームの導入に
より検知の精度が高まり、不正インシデント発生件数の30パーセント減
少という目覚ましい結果をもたらしました8。

変化する状況への適応力
AI/機械学習モデルは、経時的に変化するFCCのパターンに適応できるため、現在のような混乱した環境で大きなメリットをもたらします9。AI/

機械学習テクノロジーへの投資の初期段階でAI/機械学習のこうした特性のメリットが明らかでない場合には、AI/機械学習の適応学習能
力が見過ごされたり過小評価されたりすることがあります。一部の組織では、これらを新しいテクノロジーと見なし、その信頼性と正当性を疑
い、徹底的に調査しようする可能性があります。

しかし、従来のシステムは、アジリティに関して最も優れているとは言えません。ルールベースのシステムは取引の異常の検知には有効であるもの
の、顧客の行為と取引パターンが絶えず変化するため、システムを再調整し続ける必要があります。これは大きく手作業に頼る仕事なのです。

これこそが、環境の変化に適応し自己学習して、コンプライアンス担当者に影響を及ぼし得るような洞察を提供するモデルへの移行を目指
す組織が多くなっている理由です。従来のルールベースのシステムの制約から学習ベースの機械学習モデルに移行することは、金融機関が潜
在的な金融犯罪の検知および防止の精度を大幅に改善するのに役立つ可能性があります。

反復作業の自動化
前回の白書では、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）について掘り下げて考察しました。自動化の主なメリットと、それが現在まで
にいかに金融機関にとって規模拡大と価値をより効率的に達成するための「必需品」になってきたかについて明らかにしました。反復的な価
値の低い活動を自動化することにより、効率的に人員を配置し、より価値の高い活動により多くの注意が向けられるようになります。こうす
れば、金融犯罪と闘うために人間の専門知識を最大限に活用できる可能性があります。

UOBは、デロイトの支援を受けて、取引モニタリングへのRPAの導入を成功させました。ロボットが手作業の反復的プロセスを引き受けたこと
で、人為的ミスの減少と、取引モニタリングプロセスの標準化および活動の監査の改善につながりました。それにより、UOBは手作業によるプ
ロセスに要するマンアワーの30パーセント減を達成しました。一般的に、このような手作業をパンデミック期のリモートワーク環境で行っていれ
ば、厄介なことになっていたことでしょう。RPAの活用により、中断することなく、このような作業を効率的に遂行できるようになりました。

進歩はより多くのメリットにつながる
COVID-19により、通常業務（BAU）を継続するために、テクノロジーとデジタル化を緊急に採用せざるを得なくなりました。今では世界中で
リモートワークが普通のことになっています。私たちの調査結果によると、イノベーションとテクノロジーへの投資は金融機関が変化の激しい時
代の一歩先を行くために役立つことが示されています。 
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FCCのためのテクノロジーへの投資は、進化する金融犯罪の脅威への対応で金融機関が後手に
回ることのないようにするために極めて重要です。サービスのデジタル化を進めてきた金融機関は、
この激動の時代に業務中断を回避できたことで投資利益を実感したことでしょう。このほかに、金
融機関が金融犯罪リスク管理の堅牢性と実効性を高める取り組みを続けるためには、新たな
アプローチと、データとテクノロジーに関する高度な能力も必要となります。
Ho Kok Yong 
Deloitte Southeast Asia Financial Services Industry Leader 

金融テクノロジー（フィンテック）企業との競争を考えると、既存の金融機関は現状に満足している余裕はありません。ビジネス上の優位
性を失うのを避けるためには、継続的なイノベーションが必要です。また、市場に優しいコスト構造を工夫し、摩擦を最小限に抑えて取引を
促進し、収益を守ることも必要です。イノベーションはビジネス（前線）にとってだけでなく、コンプライアンス、より具体的にはFCCにとっても重
要です。金融機関がビジネスの観点からイノベーションや競争に取り組む中で、広義のコンプライアンスとFCCの実効性を維持するためには、
足並みを揃える必要があります。例えば、資金の越境移動が高速化し、売買取引が一層複雑化し、顧客の行為が急速に変化し、犯罪
者が金融機関を介して資金を洗浄する新たな手口を考え出すようになった以上、金融犯罪を監視し検知する能力も同様の堅牢性を伴う
必要があります。AI、機械学習、RPAを使えば、それが達成できるのです。

また、イノベーションとテクノロジーへの投資は一回限りのものであってはなりません。絶えずテクノロジーを改良し最新化しておくことが、変化し
続ける金融犯罪リスクと規制当局の期待に対応するためには不可欠です。このため、機械学習などのより持続可能で適応可能なテクノロ
ジーの開発と導入が求められているのです。こういったテクノロジーは自己学習し、金融犯罪のパターンの進化に合わせて自動的に調整する
ことができます。 

これまでの白書で強調したとおり、従業員を教育し、データアナリティクス、AI/機械学習、RPAのアウトプットの使用に習熟させる必要があり
ます。これにより、従業員がFCCテクノロジーの監視と運用を確実に行えるようになります。

最終目標を達成するための軌道
ますます巧妙化する犯罪者がもたらす金融犯罪リスクの高まりに対応するためには、金融犯罪と闘うためのAI/機械学習への継続的な投
資が求められます。また、リスク管理能力を強化し、犯罪者の一歩先を行くために、このようなイノベーションを迅速に開発できるようにするこ
とが金融機関にとって不可欠です。

前述のとおり、FCCに使用されるAI/機械学習モデルにより、金融機関は金融犯罪の監視を強化できるようになります。これらのツールは、金
融機関の異常検知能力を高め、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスクの低減をもたらします。

現在の状況
FCCのための高度アナリティクスおよび革新的なテクノロジーの活用は、まだ端緒についたばかりです。明確なのは、新たなテクノロジーによる
FCCのアプローチの変革が実現する前に、まず経営陣の賛同を得なければならないということです。新たなテクノロジーの導入にはまず初期投
資が必要であり、FCCにおける効率と実効性が実証・実現されるとすればその後のことになります。したがって、新たなテクノロジーが想定どお
りに機能することへの信頼が必要となります。ステークホルダーの納得を得るのは難しい可能性があります。また、開発を支える投資は分割
方式となり、テクノロジーが一つの段階で成功を収めたら次の段階への投資を行うという形を取る場合もあります。

AI/機械学習ソリューションの正当性を守るために、開発スケジュールの延長が必要になる場合もあります。これは、AI/機械学習モデルが機
能しなかった場合のリスクや規制面での影響を回避するためです。
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最終目標
AI/機械学習モデルがFCCにおいて最大限の可能性を発揮するためには、すべての関係者（金融機関、従業員、サービスプロバイダー、規
制当局）からの信頼を得る必要があります。このレベルの信頼をモデルに対して得ることが、業界の最終目標でなければなりません。さもな
ければ、開発を妨げることになるでしょう。

安心できる銀行取引環境を提供することが、消費者の信頼や金融システムに対する信頼感を深めます。結局のところ、金融機関が持続
可能なビジネスを構築できるかどうかは、顧客からの信頼にかかっています。それを踏まえて、金融機関はステークホルダー価値を守り、政府
や機関投資家などの支援を失わないようにしなければなりません。 

信頼の不足を埋める
FCCにおいてAIや機械学習の使用がもたらす飛躍的進歩は、技術ソリューションに対するステークホルダーの信頼がなければ、過小評価され
ることになるでしょう。また、こうしたモデルが説明可能、正当化可能で、FCCリスクに有効に対処できることを確保した上でイノベーションやソ
リューションの利用を決めた意思決定プロセスを、規制当局が信用する必要もあります。

人間がFCCの問題に取り組む上で、AI/機械学習モデルが
信頼できる協力者であることの有効性を証明するために
は、適切な境界線と注釈を作成する必要があります。こ
れは、G20デジタル経済閣僚会合でシンガポールのS.イス
ワラン情報通信大臣が繰り返し述べていた点です。大臣
は、デジタル化が進む世界ではAIの導入とデータフローの
信頼性と安全性を保つことが極めて重要だと強調しまし
た10。

この要件に対応するために、多くの関係者がこのようなAI

モデルに関する具体的な枠組みやガイダンスを確立または
提案してきました。例えば、欧州委員会は11 AIに関する白
書を発行し、AI/機械学習の普及向上の確保に向けて政
策の枠組みを定める中で、AI/機械学習利用の信頼性を
重視すべきことを強調しています。これは米国でも同様
で、大統領府科学技術政策局が12 政府機関向けに「AI

の採用に関する規制または政策を検討」するためのガイド
ラインと原則を定めました。国民の信頼と開示、透明性が
主な原則として列挙されています。 

国際金融協会（IIF）とデロイトも2019年10月に白書を発行し、金融機関がマネー・ローンダリング対策（AML）に係る脅威への対抗策
を強化するために、規制改革、文化の変革、新たなテクノロジーの導入を組み合わせることの必要性を訴えました13。革新的なソリューション
開発の様々な段階で主要なステークホルダーに関与してもらうことは必要なステップです。それが信頼の不足を埋め、金融犯罪との闘いに
向けたテクノロジーの活用に対する信頼を構築します。 

また、シンガポール金融庁（MAS）は「公平性・倫理・説明責任・透明性（FEAT）推進のための原則」を公表しました。これは、「AIやデー
タアナリティクスの活用方法を考える際の業界のベンチマークおよびガイド」となることを意図しています14。FEAT原則は、AI採用に係る社内ガ
バナンスを強化し、AI/機械学習ソリューションへの信用と信頼を高めるのにも役立つ可能性があります。

2019年10月、国際金融協会（IIF）とデロイトは白書を発
行し、国際金融システムを介した不正な資金フローがもたら
す脅威への対抗策を強化するために、規制改革、文化の変
革、新たなテクノロジーの導入を組み合わせることの必要性
を訴えました。AI/機械学習やRPAを活用したイノベーション
は、ギャップを埋めること、金融犯罪との闘いにおける実効性
の向上、そして信頼の構築に向けた必要なステップです。さら
に、デロイトとIIFの白書で述べたとおり、官民パートナーシッ
プ、情報共有の改善、疑わしい活動報告の改革などの提
言はすべて、新たな金融犯罪の脅威と闘うための能力の強
化における必需品です。
Michael Shepard 
Deloitte Global Financial Crime Practice Leader 
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金融機関が成功を検証する際に参照できるガイドラインを提供するために、MASは金融機関とフィンテック企業から成るコンソーシアム15を組
成しました。UOBもその創設メンバーです。その目的は「Veritas（ヴェリタス）」と呼ばれる枠組みを構築し、FEAT原則を「人工知能および
データアナリティクス（AIDA）」のソリューションに組み込む検証可能な方法を金融機関に提供することです。まだ開発の初期段階ではある
ものの、この枠組みは「AIDAの責任ある採用を推進」16しようとしています。同じようにデロイトは、「信用と信頼」こそが、あらゆるAI/機械学
習モデルが構築される基礎を成すべきだと想定しています。デロイトは、2018年にFCCにおけるAI/機械学習に関する最初の白書をUOBと共
同発行して以来、共通の目標に向かって邁進するために人間と機械の間の信頼を構築すべきことを熱心に推奨してきました。

Microsoft17やGartner Group18などの業界プレイヤーも、AI/機械学習への信頼感を高め採用を促進するために、成熟度モデルの使用に重
点を置いた枠組みの活用を提案してきました。成熟度モデルは、業界プレイヤーがAI/機械学習導入への準備度および可能性（すなわち、
現在の姿と将来の姿）を測定評価するのに役立つ枠組みです。

具体的に、関係者は以下を満たす必要があります。
1) FCCにおけるAI/機械学習モデルの成熟度を測定評価する手段を備えていること
2) 特定のモデルを対象とした適正なガバナンスとリスク管理を識別し導入できること 

したがって、FCC業務に適した枠組みを構築するためには、AML/CFTの要件とAI/機械学習の支配原則を調和させる必要性があります。
FCCの領域で、デロイトは、官民パートナーシップ（PPP）という形態での協力が、「実効性を高めるための法規制の枠組みとリスク管理ツー
ルキット」19を改善するための中心となると考えています。

このようなテクノロジーのFCCプログラムへの組み込みが急速に進んでいることを踏まえると、業界は
協力を深め、信頼強化とエコシステム形成の能力構築を加速するべきです。次のステップは、特
にAIや機械学習を組み込んだ業界レベルの監視ユーティリティを構築することです。AI/機械学習
その他のイノベーションを活用することで金融機関による金融犯罪リスク管理の実効性が高まる
のに伴って、業界が一体となって互いにメリットのある環境作りに乗り出せれば、より効果的に金
融犯罪と闘うことができると思います。
Radish Singh 
Deloitte Southeast Asia Financial Crime Compliance Leader 



金融犯罪コンプライアンスにおける高度アナリティクスとイノベーション | 未来は今にある 

10 

成熟度の測定評価
私たちは、成熟度モデルの開発が、FCCにおけるAI/機械学習モデルの活用についての業界全体の評価尺度を提供するという見方をしてい
ます。今のところ、高度アナリティクスおよびイノベーション導入の枠組みの成熟度の測定評価やテストに関する業界ベンチマークは存在しま
せん。このほかにも以下のような障害があります。

1) 長期化する開発スケジュール：様々な金融機関が規制テクノロジー（レグテック）企業と協働してきました。UOBとTookitakiの協働もそ
の一例です。こうした協働では、各金融機関固有の要件やアーキテクチャに適合するよう、特注モデルを共同開発することができます。
業界に成熟度のベンチマークがないため、金融機関とベンダーは理想的な状態を定義し、自らのモデルとガバナンスの枠組みのギャップ
に対処する、または、それらの有効性や堅牢性を測定評価するという観点から、自ら進路を決めなければなりません。当然ながら、この
ような作業は本番稼働までのスケジュールを長期化します。また、比較可能なベンチマークとなる枠組みがないために、多くの困難にさら
されます。 

2) 不十分なユーザーの信頼：開発プロセスでギャップを識別した金融機関は、モデルを信頼することに消極的かもしれません。特に、モデ
ルの成熟度を評価するための客観的なベンチマークがない場合は、その傾向が一層強まる可能性があります。 

3) 業務の重複：規制当局のガイダンスが存在しないことで、金融機関はAI/機械学習モデルを全面的に信頼することに消極的になってい
ます。金融機関はAI/機械学習モデルと従来のFCC手法の両方を使って同じアラートに対応しており、作業の重複が生じる結果となって
います。

4) 規制当局の厳しい監視：規制当局は、FCCへの利用のために適応させたAI/機械学習モデルの有効性を確保しようと、金融機関に対
する監視を強化する可能性があります。金融犯罪リスクを管理するモデルは、堅牢で説明可能でなければなりません。金融機関を経
由した金融犯罪はリスクが大きすぎるため、いかなる失敗も許されません。にもかかわらず、FCC関連のAI/機械学習システムに特化した
明確な規制当局のガイドラインを示した利用可能な文献が現時点では存在していません。

5) 不十分な社内ガバナンス原則およびアシュアランスの枠組みに関するガイドライン：リスク管理のために導入されるモデルや整備されるプ
ロセスと同様に、ガバナンスとアシュアランス/テストの枠組みも必要です。デロイトとUOBは、共同作業の行程の間に、様々な原則や基
準を経験に基づいて取りまとめました。直接参照できる既存のガイダンスが存在しないことを踏まえて取りまとめた内容には、ベストプラク
ティスや、例示的に適用可能な国際的な規制当局の原則が含まれます。私たちは熟考の上、ガバナンスおよびモデルリスク管理に関す
る原則と、価値の低いアラートに対処するプロセスに関する文書を作成しました。
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成熟度評価のギャップを埋める
前述のようなFCCへのAI/機械学習の利用に関する成熟度モデルは、業界がステークホルダーに対して、AI/機械学習ソリューションには利用
に耐え得る堅牢性があると保証するのに役立つ可能性があります。具体的には、以下が必要となります。

1) 成熟度の標準的な評価基準の提供：業界は、要求にかなうモデルとさらなる改良が必要なモデルを見分けられるよう、モデルの能力
と成熟度を正しく評価できなければなりません。それにより、目的に適合したシステムを、自信を持って運用できるようになり（金融機関
および従業員の場合）、運用に対する厳しい監視に耐えられるようになります（規制当局の場合）。成熟度モデルはまた、モデルの
主観性やバイアスを管理し低減するための基準設定にも役立ちます。また、常に目的に適合するように、チャンピオンモデル（最良のモ
デル）とチャレンジャーモデルの相互運用性も促進します。加えて、ガバナンスおよび継続的なアシュアランスに関する好ましい業界アプ
ローチを定義するガイドラインも必要です。

2) 開発スケジュールの短縮：前述の評価尺度を使うことで、金融機関とそのパートナーは、開発と導入のロードマップの基準点を持ち、
FCCのためのAI/機械学習モデル内のギャップをより迅速に識別し対処できるようになります。 

3) 戦略的意思決定の促進：長期的には、金融機関は組織の成熟度という観点から、自らの現状を正しく位置付けられるようになり、
開発ロードマップに沿った将来のAI/機械学習モデルに関する見通しを持った上で戦略的決定を下せるようになります。私たちは、近い
将来、金融犯罪リスク管理へのアルゴリズムの活用に関する追加のガイダンスが策定されることを期待しています。

4) より良い研修と意識向上：業界の評価尺度が基準点となり、モデルに対するステークホルダーの理解を導くのにも役立ちます。

成熟度モデルの特徴
デロイトとUOBが共に歩んできた行程、そしてこの領域で行った作業と調査に基づくと、成熟度モデルには2つの主要な構成要素があります。 

1) 段階設定メカニズム：組織のAIの成熟段階（願望の段階から高度な実施段階まで）を定めたロードマップ。

2) 指導原則：開発と運用を支える一連の原則。1）文化、2）ガバナンスと研修、3）データ、4）モデル・アーキテクチャの4つの大きなカ
テゴリーにまとめることができます。 

AI/機械学習の活用の成熟度モデルは、FCCの具体的なニーズに対応するように調整されなければなりません。現在の形の一般的な成熟
度モデルは、FCC目的には不十分であったとしても、金融犯罪関連のリスクや問題の特殊性を説明する特注モデルを設計する際のたたき台
にすることができます。追加の検討事項には以下が含まれます。 

規制要件の遵守 モデルおよびアルゴリズムの説明可能性

「企業トップの姿勢」などの文化の原則の確立 （3つの防衛線の）役割と責任の割当

リスクベース・アプローチへの取り組み 文書と監査証跡の保持

ガバナンス、リスク管理、エスカレーションに関する
明確なポリシーと手続の整備

スタッフの適切な研修および意識向上

金融機関の対応がうまくいっている箇所や改善の必要がある箇所を明らかにするために、スコアマトリクスを使うことができます。将来のFCC

関連のAI/機械学習モデルの方向性を示すために、段階設定の枠組みも構築すべきです。

次の図は、デロイトのこれまでの経験に基づいて提案する成熟度モデルの枠組みです。FCCのためのAI/機械学習の開発と並行して、この枠
組みを成熟度モデル開発の出発点とし精緻化や強化を図ることができると私たちは考えています。 
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デロイトが提案する FCC 成熟度モデル

図 1 は、主要な FCC 要件を織り込んだ指導原則案です。

図 1：指導原則

文化 データ ガバナンスおよびモデルリスク管理 モデル・アーキテクチャ アシュアランス 研修

企業トップの姿勢
コンプライアンス能力を強化し、革新的な文化を
育てるために、AI の責任ある活用を推奨する

データの標準化
データは金融機関内のどこでも均一で、重複が
ないようにしなければならない

モデルリスク管理
モデル設計および概念の健全性を継続的に監
視する必要がある

通常業務（BAU）への統合
モデルは BAU にスムーズかつ適切に統合されるよ
うに設計されなければならない

外部検証
モデルは、デロイトのような独立した第三者によっ
て十分に検証されなければならない

人材および研修
モデルの運用に習熟するため、また、専門知識
を身に付けるための継続的な研修
データアナリティクスおよび FCC の両領域における
特定分野専門家の雇用データに基づいた意思決定

金融機関の戦略的決定は、モデルに依存した
データ分析に基づいて下される

データプール/レイクの適切性
使われるデータはモデルの目的に対して適切かつ
十分でなければならない

モデルガバナンス
ガバナンス（統制）の適切かつ十分な監視が
確立される必要がある 

効率
モデルが発出するアラートの精度が高まり、真に
疑わしいケースが大幅に増え、誤検出が減少する 

内部検証
金融機関の社内で行われる内部検証は、モデ
ルのみによって実施される自動化された自己検
証を目指すべきである

リスクベース・アプローチ/効果的なリスク・アペタ
イトの段階
規制当局に推奨された RBA を採用する
該当する場合、経営幹部が設定した金融機関
のリスク・アペタイトに合わせてモデルを調整する
（例：アラートの選別方法）

顧客の本人確認
モデルのエンティティ解決能力は、個々の顧客を
正確に識別するという目的に対して適切でなけ
ればならない

リスクのプロファイリングおよび管理
リスクエクスポージャーの理解と管理の改善に向
けて、モデルは様々な分野でリスクプロファイリン
グを行う能力を備えていなければならない

説明可能性
ステークホルダーが決定経路を理解できなければ
ならない
モデルは明確な決定経路を出力できる必要が
ある（ブラックボックスがあってはならない）

モデルの有効性
モデルの有効性は、並行稼働、チャレンジャーモ
デル、標準以下のモデルを利用して、継続的に
監視する必要がある

品質管理
データ品質の健全性確認は定期的に一貫性を
持って実施されなければならない 

適正な監視
経営幹部は重要なリスクを認識し、それに関す
る判断を下さなければならない

継続的な監視
モデルの性能基準を定期的にレビューし、性能と
モデルの健全性を監視しなければならない－開
発や検証のやり直しの引き金となる条件（トリ
ガー）を事前に定義しておくべきである

プライバシー
顧客のプライバシーは、金融機関内部のプライバ
シー要件および規制要件に沿う形で守られなけ
ればならない

方針および手続
アラートおよび疑わしい活動のエスカレーションにつ
いて、経営幹部に承認された明確なプロセスを
導入する

事業部門からのデータの収集
金融機関内の様々な事業部門が所有するデー
タは、監視を円滑に進めるために、中央リポジト
リ/プールで収集する必要がある

役割および責任
リスクオーナーシップおよび適切な担当者による
職務分掌、モデルに関する責任の選任（例：
事後レビュー、ギャップがあるかチェックする継続
的なギャップ確認）
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   図 2：FCC 成熟度モデル案図2はデロイトが提案するFCC成
熟度モデルを示しています。このモ
デルは、上記の原則に基づいて構
築されたもので、段階設定メカニ
ズムを含んでいます。デロイトは、
上記の原則に沿ったスコアマトリ
クスを使ってモデルを評価すること
により成熟度を適切に測定評価
できると考えています。 

導入 内部アシュアランス

第0段階：ルールベース・
モデル

「教師あり」のルールベース・モデルの利用

 教師ありモデル：モデルの調整と最適化に人間による監督が必要
なルールベースの運用モデルが、BAUの補足手段として使われる 

 コンプライアンステストおよび文書化が必要

第1段階：ハイブリッド
なルールベース・モデル 

AI/MLの導入（教師なし/自己学習）

 既存の教師ありモデルが、ルールのモデル調整に関する洞察を人
間に提供してくれる追加の自己学習モジュールで補完される 

 代替案としてチャレンジャーモデルを導入することにより、MLモデル
を微調整する

 コンプライアンステストおよび文書化が必要
 金融機関がリスクエクスポージャーに関する理解を高められるよう

に、システムが部分的に統合される

第2段階：知能主導
モデル

知能ベースのモデルへの移行

 顧客の行動パターンを分析することによる知能ベースのFCC業
務、調査が必要な真の脅威のアラート件数の増加、あらゆるデー
タソースの利用

 モデルの自動化されたMLシステムは、新たに出現した犯罪類型
やパターンなどの新たなFCC関連の洞察を単独で生み出すことが
可能

第3段階：包括的監視 エンド・ツー・エンドでの可視化の実現

 金融機関内の3つの防衛線のすべてにわたるFCCの各側面の総
合的な監督

 金融機関のリスクエクスポージャーに関する包括的な視点から、
TM、NS、KYC/CDD、テスト、アシュアランス、制裁などのFCCモデ
ルの統合を完了する

 リスク、事象の発生頻度および重大性に応じて、リアルタイムの
バッチ監視アラートを発する

 チャネル、商品、行動を包括的に俯瞰可能にする予測モデリング 

成
熟
の
段
階

第 0段階：従来の
FCCの第3線によるア
シュアランス

現行チームによる内部監査

 現行の慣行に従った金融機関の監査チームによる内部アシュア
ランス

 実施される監査の範囲に基づいた縦割りのリスクエクスポージャーの
捉え方 

第1段階：ハイブリッド
なアシュアランス 

教師ありの自己検証モデルへの移行

 従来の内部アシュアランス慣行との並行稼働で、自己検証モ
ジュールが開発される

 システムからのアウトプットと結果を検証するために、人間の介入
を要する

第2段階：知能主導
のアシュアランス

自動化された自己検証への移行

 知能主導モデルと並行して、自己検証モジュールが開発される 

 モデルは人間の介入なしで単独で内部アシュアランスを実行できる 

第3段階：包括的監視 エンド・ツー・エンドでの可視化の実現

 金融機関が注意を払うべき分野を明らかにするために、ダッシュ
ボードやリスクの視覚化を用いて、金融機関の現行FCCアシュア
ランスプログラムをエンド・ツー・エンドで可視化する

 リスクを総合的に見ることにより、経営幹部による監督が改善さ
れ、より多くの情報に基づいた意思決定につながる
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ガバナンスおよびリスク管理
従来のルートを進む
業界全体の成熟度モデルの推奨のほかに、ステークホルダーの信頼を構築するもうひとつのアプローチは、AI/機械学習モデルを導入する際
に、堅牢なガバナンスとリスク管理体制が枠組み内に組み込まれるようにすることです。

規制当局は金融機関に対して、コンプライアンス関連の問題に強力なガバナンスおよびリスク管理で対処することを強調し続けています。こ
れが金融犯罪コンプライアンスで顕著に見られる一側面であり、AI/機械学習モデルにも適用されることは疑いありません。

何に注意すべきか？
この問題の中心にあるのは、人間、特にエンドユーザーが意思決定プロセスを駆動するロジックを理解できるよう、すべてのモデルは説明可能
でなければならないということです。AI/機械学習モデルは適切な監督とリスク管理、エスカレーションに関する明確な方針と手続、役割と責
任の割当、モデルの説明可能性を含む必要があります。

上記で提案した成熟度モデルは、前述の原則に沿って、モデルのガバナンスと説明可能性をめぐる懸念に部分的に対処することができま
す。しかし、FCCにAI/機械学習を取り入れるアプローチに統一性がないため、業界は一般的なガイドラインしか提供することができません。金
融機関は広範なガバナンス体制、技術アーキテクチャ、具体的なニーズに従って枠組みを適応させる必要があります。

デロイトとUOBは、UOBのアラートの選別を行う際に、このような検討事項を認識し、優先度の低い（L1）アラートの管理ガイドラインを策定
しました。AI/機械学習モデルの信頼性と堅牢性を確立するために、「確認済み」の誤検出は、「低優先度」（別名「L1区分」）として分離
されます。UOBとデロイトは、このようなL1アラートの管理方法に関するガイドラインを策定しました。ガバナンス原則、規制当局の期待、コンプ
ライアンス要件も共同作成しました。

使用事例：低優先度（L1）アラートの管理ガイドライン
L1アラートは誤検出である確率がより高くなっています。UOBとデロイトは、L1アラート処理の合理化されたアプローチを策定しました。まず、取
引アラート監視チームがL1アラートを分析し、真の脅威のアラートが誤ってL1区分に入る可能性を排除します。次に、これらのアラートは、UOB

の社内方針とFCCリスクガバナンス原則に定められたリスク指標に照らしてマッピングされ、フィルターにかけられます。また、ガイドラインは、L1

アラートに潜在的なリスクがある、または過去にSTRとのつながりがあったと識別された場合にチームが行うべき慎重な業務手続も定めていま
す。

FCCへのAI/機械学習の活用に関するモデルリスク管理ガイドライン 

この文書に記載された多くの原則の中には、モデルが目的どおりに稼働し続けるように継続的に微調整する必要があることへの言及が含ま
れます。 
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デロイトとUOBは、従来のAML/CFT要件とMASが推奨するFEAT原則を適用することにより、モデルの可視性を確保するためのガイドラインを
策定し、実行しました。ガイドラインは以下の項目などをカバーしています。
a) 方針と手続
b) 経営幹部による監督
c) モデルの決定経路の説明可能性
d) バイアスの管理
e) 国際的な慣行に基づいたモデルガバナンス原則の適用
f) 基本的な検討事項を導くアシュアランス

これらの原則を具体的なステップと共にモデルに組み込みことが、コンプライアンスとモデルの有効性を確保します。これらを整備することで、
従来とは異なるツールを採用する場合であっても、すべての関係者がUOBのリスク管理アプローチを理解できるようになるため、信頼を強める
ことができます。 

信用と信頼の構築
一部の金融機関がAI/機械学習ソリューションのFCC業務への導入を熱心に模索する一方で、腰の重いステークホルダーもいます。こうしたス
テークホルダーは、FCCにAI/機械学習を活用することに反対しているのではなく、このようなモデルが目標を達成できなかった場合の影響を警
戒しているのです。AI/機械学習モデルが金融機関、従業員または顧客による違法行為を識別できない場合、その影響は増大します。

UOBとデロイトは、他の業界プレイヤーが収載された信頼できる使用事例を参考にしながら
同じ行程に乗り出すことを期待して、この白書シリーズを発行してきました。

成熟度の測定評価のために私たちが提案する具体的な枠組みとベンチマーク構築のアプ
ローチにより、以下のことが可能となります。
 金融機関が次のステップをよく見通せるようになる
 その他のステークホルダーがモデルを評価し、モデルにどの程度の信頼を置けるか判断で

きるようになる

優れたガバナンスとリスク管理を確立し、それが注意深く検討され実施されてきたことを実
証することが、特定のAI/機械学習モデルへの規制当局の信頼を高めるのに大いに役立ち
ます。この分野が達成されることになれば、あらゆるステークホルダー（金融機関、従業員、規制当局等）がFCCを目的としたこれらのテクノ
ロジーに信頼を置くという、業界にとって望ましい最終的な状態に大きく近付きます。これが業界内でのAI/機械学習の活用を加速するで
しょう。

課題
このような枠組みを導入する際に検討すべき要素は他にもあります。
1) 規制コンプライアンスと内部統制の調和：従来のFCC業務のために確立された規則を、FCCへのAI/機械学習の利用という全く新しい

領域にインポートすることは、コンプライアンスおよび統制の要件を調和させるという大変な作業を必要とします。これは優れたガバナン
スと説明責任を確保しつつ、リスクを管理するために必要なことです。UOBとデロイトの共著によるこの白書シリーズ全体で、私たちはこ
れらのコア原則を強調しようと努めてきました。モデルがますます進化し高度化していく中で、この行程が途切れることはなく、原則も進
化させる必要があります。一度限りの投資ではないのです。

2) 複数のステークホルダー：ベストプラクティスとなる枠組みの構築には、業界全体からのインプットが必要で、ロジスティクス面での大き
な課題が伴います。様々なプレイヤーの優先傾向の違いによって複雑さは増し、均質性が低下します。総論としての原則や構成要素
に関して大きな意見の相違が生じる可能性は低いと見られますが、業界全体で細部を詰めていく際に各論で相違が生じる可能性
があります。総論としての原則は、普遍的に適用可能なベースラインとしての役割を果たすことができます。それから、各金融機関が独
自のアーキテクチャやニーズに基づいて、必要条件の詳細を定めていくことができるでしょう。 

UOBとデロイトは、他の業界
プレイヤーが収載された信頼
できる使用事例を参考にし
ながら同じ行程に乗り出す
ことを期待して、この白書シ
リーズを発行してきました
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レグテックのエコシステム構築に
向けたUOBのアプローチ
UOBの行程
私たちがこれまでに発行した白書は、UOBがデロイトおよびレグテック企業Tookitakiと共に進んできた、モデルのPOCから技術的な本番段階
（テクニカルライブ）までの行程について取り上げてきました。その後、UOBとデロイトは、本番モデルの検証作業を行い、2020年下半期にビ
ジネスでの本番段階（ビジネスライブ）に移行するという大きな前進を遂げてきました。これには、デロイトが実施したテクニカルライブに関す
る独立した検証、内部で共同実施した事業妥当性の検証、そして内部で定期的に実施した性能監視が含まれます。 

図3：UOBのAIの行程 － レグテックのエコシステム構築に向けた慎重なアプローチ
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独立したモデル検証の実施 - デロイト
最初の白書で述べたとおり、POC AI/機械学習モデルは2回の検証を受けました。1回目はUOBのデータ管理オフィス（DMO）のデータサイエ
ンティストによる検証、2回目はデロイトによる検証です。これにより、POCモデルは概念的に健全で、優れたモデル性能を実現できることが証
明されました。 

このAI/機械学習レグテックソリューションはUOBのAMLリスク管理の実効性を高める戦略的な役割を果たす可能性があるという認識の下、
UOBとデロイトはビジネスライブへの移行に先立って、追加でモデルの独立評価と検証を開始しました。また、UOBはデロイトと協力して、AIガ
バナンスおよびモデル・アーキテクチャの重要な側面を主導する、レグテック特化型のAI/機械学習モデル管理の枠組みを構築しました。これに
より、モデルの精密性と安定性が確保されました。 

ガバナンスAIモデル管理の枠組み
第2巻では、以下の分野で機械学習モデルの導入を主導するモデルガバナンスの枠組みについて説明しました。

a) モデルリスク管理 

b) バイアスの管理
c) モデルの説明可能性
d) データプライバシーの適用

e) FEAT原則
f) データ管理
g) モデルのアシュアランスおよびテスト
h) インシデントの解決

目標は、UOBがモデルを使用することによって生じる、規制遵守義務、顧客、株主価値、評判に影響を及ぼしかねないリスクを低減し、管
理できるようにすることです。 

ビジネスライブへの移行に備えて、UOBは主要な原則を銀行の業務に統合し、本番移行後の実効性のある持続可能なAI/機械学習ガバ
ナンスの構成要素の整備を続けています。この構成概念は、あらゆるモデルのガバナンス構造にとって検証体制の基礎となるものです。

主な柱を図4にまとめました。 

図4：UOBのガバナンス・レグテックAIモデル

UOB モデルリスク・
ガバナンスの枠組み

新たな AI/ML モデル管理は UOB の
モデルリスク・ガバナンスの枠組みに
組み込まれ、実効性のあるモデル
リスク管理を行うために包括的な
体制を提供します。 

リスク委員会はリスクおよび統制の監督機能
を果たす第2の防衛線の役割を担います。 

AIモデルリスク管理の枠組みにおける
ガバナンスの柱

GCはデロイトと協力して、以下のガ
バナンスの柱を含むレグテックAI管
理モデルの枠組みを構築しました。 

FEAT原則
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責任・透明性（FEAT）推進の
ための原則」
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コンプライアンスとは物事を正しく行うことです。強力なリスク管理とコンプライアンス
の文化は、金融機関に対して、現在の脅威や犯罪者が金融システムに入り込も
うとする新たな手口に、自らのシステムがどの程度対処できるかを検証するよう求
めています。人工知能やアナリティクスなどのテクノロジーは、金融機関が反撃しシ
ステムの安全を守るために必要な武器を与えてくれることから、テクノロジーへの投
資は重要です。UOBが変革の行程を開始したときの目的は、新たなテクノロジーを
生み出すことではなく、守備を確実に強化することでした。私たちは、お客様への
対応を向上させるために、責任ある銀行としてお客様の信頼を裏切らないため
に、そして期待以上のことをするために、何をする必要があるか先を見越して考えて
きました。これまでも、これからも、この目標に導かれ続けていきます。
Victor Ngo 
Head of Group Compliance, UOB 

レグテックAIモデル・アーキテクチャの検証手法
堅牢なガバナンスに加え、銀行が望ましい事業目的を達成し期待に応えられるようなモデルにする必要があります。したがって、
デロイトのモデル管理の枠組みの2つ目の側面は、あらゆるモデルの検証作業に使える包括的なガイドラインと側面を提供するこ
とです。検証作業の範囲は、テスト対象となるモデルの範囲、テクニックの使用可能性、具体的なモデルリスクのレベルによって
異なります。私たちの検証手法は図5に示した主要な側面を評価することを目的としています。 

図5：モデル・アーキテクチャ検証の枠組み

概念の健全性

ベンダーの選定 
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Alerts 

L3 

L2 

The set above visually represent a bulk of alerts. Only 

a smaller amount is confirmed to be True Positive. 

    

L1 

デロイトによる独立したモデル検証
ビジネスライブプロセスにおける次のステップに備えて、UOBはデロイトに対して、テクニカルライブモデルの独立した検証を依頼しました。この検
証が、モデルのガバナンス（ガバナンスAIモデル管理の枠組みを使って評価）とソリューション・アーキテクチャ（モデル・アーキテクチャ検証の枠
組みを使って評価）の健全性を評価する役割を果たしました。

デロイトの検証は本番モデルの性能について肯定的な結果を明らかにし、UOBがモデルは概念的に健全で堅牢であると結論付けるに至りま
した。

図6は、取引モニタリング（TM）システムおよびネームスクリーニング（NS）システムが生成したアラートに対して、モデルが概念的にどのよう
に機能するかの説明図です。

図6：AI/機械学習モデルはTMシステムおよびNSシステムからのアラートをどのように分類するか

AI-MLソリューションは、複数
のAMLリスクの側面を同時
に見て、関連するリスクパ
ターンを認識している 導入前 導入後（事例）

このセットは大量のアラート一式を表している。真に疑わ
しいと判明したものは比較的少ないが、セット全体を同
じやり方でレビューしなければならない。 

L3 - AI がアラートのx%は優先度が高いと予測 

L2 – AI がアラートのx%は優先度が高いとも低いとも
言えないと予測

L1 - AI がアラートのx%は優先度が低いと予測 

アラート 

AI 
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UOB内のエンドユーザーの検証
UOBは、モデルの運用化に向けて、モデルがアラートのシステマティックな誤検出の影響を受けやすいかどうかの判断を試みました。内部レ
ビューを実施し、システムが生成した結果をUOBのアナリストが出した結果と比較しました。不一致が見つかった場合には、検証チームが評価
を行い、その不一致が機械のエラーによるものか、人間のミスによるものか突き止めました。この評価により、モデルの予測とビジネスユーザーに
よるアウトプットとの間には大きな差がないことが明らかになりました。この作業が成功裡に終わったという結論が、UOBにモデル導入へのア
シュアランスを与えました。

定期的な性能監視
UOBは定期的な性能監視プロセスを策定しました。この評価プロセスによりUOBは、モデルの4つの主要な側面を調査検討する必要があり
ます。 

私たちは、モデル性能が最適な範囲で作動していることを観察しました。取引量が増加し銀行取引パターンが変わったときや、祝祭シーズン
などの季節的な変動があったときでも、範囲内で収まっていました。

モデルの予測結果
検証プロセス中に、モデルからの予測結果を、POC中に生成された結果と実際の業務環境での並行稼働からの結果と比較した場合に、
一貫性が保たれていることを観察しました。

ネームスクリーニング（NS）モデル
UOBは、個人顧客と法人顧客を対象としたNSモデルのパフォーマンスが、POCおよびテクニカルライブ段階で設定した（白書第2巻に定め
た）予測境界線の範囲内に収まり、「高優先度」の予測区分（L3）の中で、正しく脅威と判定された顧客の割合が96パーセント超で
あったことを確認しました。 

柔軟性：機械は行動パターンの変化か
ら継続的に自己学習し、モデルの一段
の強化をどのように進めるべきか人間に
自動的に提案できる

サステナビリティ：誤検出率の低さ、優
先率、真の脅威のアラートの集中度、モ
デルの訓練中に観察された高い精度を
維持する

レジリエンス：季節性要因（クリスマス、春節など）ま
たはこの白書で取り上げた混乱などの長期トレンドの影
響を受けた出来事による、通常よりも大量かつ多額の
取引および越境取引の増加への適応力

適用性：異なる事業区分（法人業
務、プライベートバンキング）や、ルール
ベースのTMシステムおよびNSシステムで
設定されたルールにモデルを適用できる
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取引モニタリング（TM）
TMモデルは、真の脅威または非常に疑わしいと見なされてアラートが発出される「高優先度」予測区分（L3）におい
て、正しく脅威を予測できた精度が96パーセントというポジティブな結果を示しました。この成果の達成は、UOBのTMモ
デルが取引行為を分析し真の脅威のアラートである可能性を予測する際に、何千もの手がかり（特性）に依拠してい
ることによります。これらの要素を前提として考えると、NSモデルに比べてTMモデルの場合は真の脅威か誤検出かの境
界線があまり明白でないケースが多いことが分かります。 

図8： AI/機械学習モデルの有効性を示す結果

ステークホルダーのエンゲージメント
金融犯罪と闘うための新たなテクノロジー導入の行程では、社内外
のステークホルダーのエンゲージメントが成功のカギです。このようなイ
ノベーションが確実で責任ある働きをすることをステークホルダーに信
じてもらうためには、このようなソリューションのオペレーティングモデルと
成果について、ステークホルダーに明確に理解してもらうことを確保し
なければなりませんでした。 

UOBのイニシアチブは、シンガポール金融庁が金融機関に対して、マ
ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスクと闘うためにテクノロ
ジーを活用することを強く推奨しているという経緯の下で策定されま
した。例えば、データアナリティクスの活用は、検知の向上や犯罪行
為の阻止に役立ち、合法的なビジネスのよりよい支援につながりま
す。強化された検知能力を導入する金融機関が増えると共に、主
要リスクをターゲットにする緊密な官民協力があれば、金融犯罪に
対する金融システムのレジリエンス強化は続くでしょう。

取引モニタリング
個人 企業

ネームスクリーニング

96.0% 97.9% 96.3% 

L3「高優先度」区分の中で正
しく脅威を予測できた/非常に
疑わしいと見なされたの取引

の割合 

L3「高優先度」区分の中の 

正しく脅威と判定された顧客の割合 

レグテック 

エコシステムの 

ステークホルダー 

ソリューション
パートナー

金融機関 

顧客 

規制当局 

外部アドバイザー 

AIプラットフォーム
プロバイダー 

IoTプロバイダー 



金融犯罪コンプライアンスにおける高度アナリティクスとイノベーション | 未来は今にある 

24 

混乱の時代におけるメリット 

UOB：混乱の時代におけるメリット
この白書発行の時点で、COVID-19パンデミックによる世界中の経済、産業、企業の混乱は続いています。

UOBは、他の数多くの企業と同様に、方針、プログラム、プロセスのスピードと安全安心を損なうことなく、迅速にリモートワークに移行しまし
た。これは、UOBの継続的なテクノロジー投資の賜物でした。

FCCの分野では、過去の投資、そして業務環境への自動化とAIの統合により、UOBはCOVID-19によって生じた混乱の大半を回避できまし
た。また、パンデミック期には違法な活動が増加したにもかかわらず、UOBはシステム強化のためのテクノロジー投資によって金融犯罪との闘
いを効果的に進めることができました。

1) COVID-19パンデミック：パンデミック期に経済のキャッシュレス化が進み、キャッシュレス取引が増えていることから、FCCの監視システムに
使われてきた既存のモジュールを再調整し現状を反映できるようにする必要があります。そのような変更は通常、時間も費用もかかる
作業となります。しかし、UOBが機械学習の能力を得た現在、作業の煩雑さは大幅に低減されます。テクノロジーが迅速にデータを理
解し、新たなパターンや洞察を識別します。

UOBがロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を活用したことで、本店所在地であるシンガポールにおけるFCC要員不足の問題
が解消されました。ロボットが反復的で計算が難しい作業を行うことで、人間のアナリストにとっては自由になる時間が増え、正確な情
報に基づいた意思決定や判断を下すために時間を使えるようになります。コンプライアンスアナリストはもはや、手作業で時間のかかるレ
ポート作成を現場で行う必要がありません。こうした状況は、特にシンガポールのサーキットブレーカー（外出制限措置）期間中、UOB

のコンプライアンスチームの大半が在宅勤務していた際に有益でした。UOBはグローバルネットワーク全体で取引モニタリングプロセスに
RPAを導入するプロセスを進めています。 

各アラートに対して、ロボットが様々なシステムから顧客プロファイル情報と取引データを抽出し、単一のレポートを作成します。次に、こ
れが高度アナリティクスや自然言語処理を活用して強化され、より多くのデータ点と顧客の資金フローの視覚的表現が提供されます。
それにより、アナリストは大量のアラートの中から疑わしいアラートに焦点を絞ることが可能となります。 

図9：UOBのRPAシステムの概要

アラートの優先
順位付け

TMアラート
RPA 

データアナリティクス 

• アナリストノートブック → 
• プロファイル作成 → 
• 資金フロー →
• L1 アラート管理 →
• SONARフォーム・プリフィル → 
• CAD取引レポート → 

ビジュアル分析
自然言語レポート
ネットワーク・リンク分析 
AI出力計算
データ変換
データ変換

RPAの例 → DAアウトプット 統合 

予測 
AI/ML
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2) ASEANネットワークの接続性：新規顧客のオンボーディングには、AML/CFTリスクプロファイルが高い顧客を識別するためにデューデリジェ
ンスを実施することが求められます。私たちのソリューションは、強力な地域ネットワークの接続性と相まって、オンボーディングの時点では
必ずしも明白ではない顧客のより広範なつながりを効果的に識別できるメカニズムを提供します。 

ネットワーク・リンク・アナリティクス（NLA）という形のテクノロジーの活用は、TMの分野で全体像を提供できるという点で、非常に有益
であることが証明されました。NLAは、顧客と取引先との直接・間接の関係を調査し、以下の洞察を収集します。
• 顧客の本人確認：ペーパーカンパニーの特徴を持つ顧客を識別 

• 取引先の分析：顧客の取引先と、UOBの顧客との取引を理解する
• 資金フロー：顧客の資金フローを視覚化し、新たな高リスクの取引パターンや行為をより効果的に識別する
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UOBは、複雑なデータから得られる洞察の価値を早くから認識して
いました。こうした洞察は、お客様のためにイノベーションを推進する
力を私たちに与えてくれるからです。日々生成されるデータの量・速
度が右肩上がりで増し続ける一方、こうしたデータはUOBの標準化
された地域テクノロジープラットフォームにとって不可欠です。こうした
な見込みに立って、私たちは堅牢で安全なデータアーキテクチャを
設計し、構築しました。そして、この基盤の上に、全社レベルのデー
タレイクを構築しました。

私たちは、金融犯罪との闘いにおいて、この独自のデータアーキテク
チャのおかげで、全事業部門にわたる質の高いデータの全体像を
捉えることができています。

つまり、AMLリスク管理システム内のAI/機械学習ソリューションをよ
り厳格かつ正確にテストすることができ、犯罪の手口がより巧妙に
なっても、犯罪者をより速く、より効果的に検知できるということで
す。お客様に安心安全な銀行体験を長期的に提供できるよう、テ
クノロジーへの投資を続ける上で、これは極めて重要なことです。

Susan Hwee 
Head, Group Technology and Operations, UOB



金融犯罪コンプライアンスにおける高度アナリティクスとイノベーション | 未来は今にある 

27 

UOBのFCC：今後の道
FCCの領域におけるイノベーションをさらに推進するために、UOBはAML/CFT

業務の5つの重点分野の綿密な計画を立てました。その目的は、テクノロ
ジーの活用により、コンプライアンス担当者によるデータ駆動型の意思決定
を推進することです。 

• 堅牢なエンタープライズ・アプリケーション：AML/CFT監視能力は、エン
タープライズ・アプリケーションに組み込まれてきました。UOBは顧客のリス
クプロファイルと取引行為への理解を深めるために、従来のAML/ CFTア
プリケーションだけでなく、データアナリティクスと機械学習も活用できるよ
うになっています。

• ビッグデータ：AML/CFTのデータ点は、銀行全体の数十のエンタープライズシ
ステムの中に存在します。中央のビッグデータ・プラットフォームがこのデータを
収集し、AI/機械学習およびAML/CFTアナリティクスのために使います。サー
ビスとしてのビッグデータ（図10参照）を提供する技術パートナーとの協働は、土台としてのUOBのデータインフラに柔軟性と拡張可能性
を与え、より短期間のうちにAIで最適化されたインフラプラットフォームの導入を目指します。これに関しては、UOBはヒューレット・パッカー
ド・エンタープライズ（HPE）と提携し、UOBとTookitakiが共同開発した「マネー・ローンダリング対策スイート」などのAIソリューションの迅速
な設計と導入を実現しました。また、HPEが実現させたパブリッククラウド体験は、UOBのコスト効率、統制、アジリティの向上をもたらし
ました。

• データアナリティクス：金融システムのグローバル化が一段と進む中、AML/CFTデータから知識や洞察を抽出できるスキルセットは、もはや
限られた専門家だけのものであってはならず、その重要性が変わることはありません。UOBは、全従業員を対象とした最重要学習・開発
プログラムを含むいくつかの研修プログラムを立ち上げ、データに精通した従業員の育成に努めています。すべての機能部門および事業
部門のデータチャンピオンは、データダッシュボードやネットワーク・アナリティクスツールを使って、データの分析や視覚化を行い、意思決定プ
ロセスに役立てることができます。同行のコンプライアンス部門では、AML/CFT高度アナリティクスを他のコンプライアンスプロセスに統合す
る取り組みが進行中です。

• 人工知能/機械学習：TMおよびNSを目的としたAI/機械学習は無事に実装されました。UOBは、AI/機械学習の実装を制裁対象者
のスクリーニングや本人確認（KYC）のリスクプロファイリングなど、他の分野にも拡大することを検討しています。

• 自動化およびプロセスの改善：自動化、データアナリティクスおよびAIは、日々のコンプライス業務を効率化できます。RPAは、毎日の意
思決定にデータアナリティクスやAIを活用したいユーザーのためにギャップを埋めることができます。 

図11：継続的イノベーションの5本の柱

FCCの領域での継続的イノベーションの5つの柱は、それぞれ他の柱と連携せずに存在することはできません。UOBは上記の例で、5本の柱が
調和したときに最もうまくいくことを実証してきました。

金融犯罪コンプライアンスの レグテックエコシステム 

ビッグデータ 

エンタープライズ・

アプリケーション

図10：サービスとしてのビッグデータ 
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次のラウンド－AI/機械学習を 
金融犯罪コンプライアンスに統合する 

UOBの見解
高度アナリティクスと技術革新がもたらすメリットの果たす役割の重要性は、金融犯罪との闘いにおいてますます高まっています。それは効率
向上や予期せぬマクロ経済事象から組織を守ることにとどまりません。今こそ、このようなテクノロジーを日常業務に不可欠な要素とすべきで
す。今ほどそれが相応しく、急を要するときは他にありません。UOBの行程は、これが実行可能かつ実用的であることを実証してきました。 

金融システムの相互接続性によって、金融機関がデジタルトランスフォーメーションを受け入れることの妥当性が一段と高まっています。金融
システム内のひとつの弱いつながりが、疑わしい取引や支払の絡み合った世界的な不正ネットワークをもたらす可能性があります。新たな
FCCテクノロジーを採用する金融機関が増えれば、疑わしい取引への警鐘と金融犯罪との闘いに乗数効果が生み出されるでしょう。金融機
関、規制当局、独立検証ソリューション設計者などのステークホルダーは、以下の分野で高度アナリティクス、AI/機械学習、RPAの活用を拡
大するために、ひとつのエコシステムとして一丸となって取り組む必要があります。
i) 中央データリポジトリの協力を得て様々な情報源からの顧客データを集計することにより、AML顧客リスクを監視すること
ii) 貿易ベースのマネー・ローンダリング（TBML）リスクとレッドフラグの監視
iii) 実効性のある制裁対象者への支払のスクリーニング

AI/機械学習の活用に関わるガバナンス、リスク管理、成熟度評価基準などのFCC基準も、新たな脅威に対処するためのテクノロジーの活
用を通じて、継続的に強化していく必要があります。このようなイニシアチブには官民両セクターの緊密なパートナーシップが必要です。

UOBがビジネスの持続可能性を確保し、お客様とステークホルダーのために長期的な価値を創出していく
上で、リスクの管理は不可欠です。これを可能にするのが、強力なリスク管理の枠組み、方針、プロセス
であり、テクノロジーやイノベーションへの投資です。デジタル化の進展と共に、金融犯罪の分野で新たな
次元のリスクが出現しています。それゆえに、金融機関にとって、お客様と金融システムを守るためのテク
ノロジーの妥当性は一段と増しています。私たちがデロイトと共に策定したリスク管理ガイドラインは、金融
機関が新たな脅威を管理するためにAI/機械学習を活用する際に、堅牢な方針とプロセスが整備されて
いることを確保するための出発点を提供しています。
Chan Kok Seong 
Group Chief Risk Officer, UOB 
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包括的監視
金融機関がより多くの情報に基づいた意思決定を下すためには、コンプライアンス体制を縦割り型から重要なリスクをより包括的かつ堅牢
に管理する体制に転換させる必要があります。このアプローチは、「金融犯罪リスクの視覚化を変革する目的で、金融機関内のあらゆる関
連情報ソースからのデータ」2を使います。 

私たちが構想するソリューション・アーキテクチャ
図12は、デロイトが構想した包括的監視のアーキテクチャ－各種のデータストリームを総合的に扱う最初のステップから、エンドユーザー向けに
リスクエクスポージャー・レポートを生成する最後のステップまで－を示しています。

金融機関はより俊敏に金融犯罪を検知し防止する必要があります。カスタマイズ可能なダッシュボードを使ってリスクエクスポージャーを視覚
化することが、このプロセスに役立つ可能性があります。視覚化によって、コミュニケーション、取引、行為のデータ間のつながりに関する洞察が
提供されます。既存のモニタリングおよびスクリーニングの取り組みに加えて、内部（行為）と外部の脅威の双方を調査し、金融犯罪の可
能性を警告することができます。 

図12：包括的監視のアーキテクチャ
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結論 

金融犯罪の検知と防止の実効性を維持するためには、自動化、高度アナリティクス、AIなどのテクノロジーを運用可能にす
るための継続的な取り組みや投資を、FCCの枠組みの主流に置き続けることが必要です。絶え間ない変化、混乱、グロー
バル規模の事象を特徴とし相互接続性が一段と強まる現在の世界で求められる適応力とアジリティを向上させるために、
このようなツールを採用する必要があることは、COVID-19パンデミックでも明らかになりました。FCCにテクノロジーを組み込んだ
金融機関は、リスクの低減が求められる試練の時に、自分たちは比較的うまく対処できていると気付いたかもしれません。
UOBはこれに当てはまります。

混乱と相互接続性が増し変化する世界に悪人が乗じ、犯罪行為は姿を変え複雑化し続けます。こうした状況を考える
と、堅牢なFCCプログラムの確保は継続的な取り組みになります。コンプライアンス部門には、金融システムが違法活動の
ルートにならないよう確保するための予防措置を機動的に講じることが求められます。AI/機械学習およびRPAの活用によっ
てUOBがそのような難題を容易に乗り越え、一段と安定した基盤を得たことは、最近の出来事によって実証されています。 

UOBのこれまでの行程から示されたように、このようなイノベーションへの投資は、通常業務（BAU）のニーズを満たす以外に
も、COVID-19パンデミックなどの未曾有の状況において大きなメリットをもたらしてきました。規制当局からの注目とFCC要
件の高まり、そしてFCC部門の限られたリソースを背景に、金融機関は金融犯罪との闘いにおいて、より少ないリソースでより
多くのことに取り組む任務を課されてきました。この点を念頭に置くと、NSやTMへのAI/機械学習モデルの活用をはじめとす
るイノベーションの適用は、より実効性の高いコンプライアンス体制の幕開けであり、前述のようにテクノロジーの適用がより幅
広く、より深く拡大していく動きの先駆けとなります。世界がポストパンデミックの時代に移行していく中で、金融サービス業
界は、UOBや他のテクノロジー志向の金融機関などと同じような対策を取ることで、時代に即した存在であり続け、平時か
混乱時かにかかわらず金融犯罪の新しい波に立ち向かう態勢を整えることができるかもしれません。 
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このようなイノベーションの潜在能力は、堅牢で適切なガバナンスとリスク管理がイノベーションの枠組みに組み込まれたとき
に初めて実現できます。これは、本番運用の普及に向けた根本的かつ不可欠なステップであり、その重要性はいくら強調し
ても足りないほどです。

革新的なテクノロジーの活用により、金融機関は、包括的監視のビジョンに向けて一歩進むことができます。金融機関がモ
デル全体の堅牢なガバナンスの枠組みを構築した後に、技術ソリューションが金融機関の既存システム上に新たな層を形
成し、広範にわたるデータを取りまとめ、経営幹部に組織全体のリスクの360度視覚化を提供することができます。これによ
り、ビジネスの内在リスクや残余リスクの透明性が向上するだけでなく、金融機関はリスクに関する意思決定を下す際に入
手可能なデータをすべて確実に活用できるようになります。 

私たちは、AI/機械学習とRPAの活用がFCCプログラムのリスク管理能力を高めると考えています。その結果として、顧客、
規制当局、その他のステークホルダーの金融機関に対する信頼を高める効果をもたらすでしょう。

新たな混乱が金融機関に脅威を与えることに疑いはないものの、それは同時に、金融機関に新たなFCC能力やツールの開
発を加速する機会ももたらしてくれます。 

時代を先取りする取り組みにすでに着手してきた金融機関の事例から明らかなように、必要なのは、この新しい世界でFCC

機能の成功に向けた道筋を具体化するための業界全体での取り組みとステークホルダーの密接な協力です。

この白書シリーズで考察してきたとおり、FCCの未来は遠い先の話ではありません。今ここで採用されるのを待っており、研ぎ
澄まされた能力とシステムへの深い信頼を持って金融犯罪と闘うシステマティックに絡み合ったコミュニティを構築しようとして
いるのです。

主要な分野をまとめると以下のようになります。
1) FCC成熟度モデルの推奨：金融機関の進捗状況のベンチマークとして業界全体で合意した基準を設定し、

開発の大まかな方向性について合意に達することで、参照用の導入ロードマップの提供が実現できます。
2) 堅牢なモデルガバナンスの確保：独自のモデルに合わせてカスタマイズされた精度の高いガバナンスの枠組み

と、各金融機関の広義のガバナンス体制を、FCCに関する規制当局の期待、統制、堅牢なリスク管理基準に
基づいて構築する必要があります。
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