
金融犯罪コンプライアンスの未来
デジタルとフィジカルが融合した
世界におけるイノベーションの
説得力ある活用
第 2 巻



1 

目次
用語集 03 

序文 04 

はじめに 06 

第 1 章：金融犯罪コンプライアンスの動向を詳しく見る 08 

第 2 章：金融犯罪コンプライアンスの新たなパラダイムに向けて 12 

第 3 章：UOB の行程：今日の傍流、明日の優位 20 

第 4 章：新しい世界に備える 32 

巻末注 35 



3 

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
AMLS － Anti-Money Laundering Suite マネー・ローンダリング対策スイート
CFT － Counter Terrorist Financing テロ資金供与対策 

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

FEAT －
Promote Fairness, Ethics, 
Accountability and 
Transparency 

公平性・倫理・説明責任・透明性推
進のための原則

FINTECH － Financial Technology フィンテック

GDPR － General Data Protection 
Regulation 

一般データ保護規則

GFIN － Global Financial Innovation 
Network 

グローバル・ファイナンシャル・イノベー
ション・ネットワーク

KYC － Know Your Customer ノウ・ユア・カスタマー

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 

PSD2 － Payment Services Directive 決済サービス指令
POC － Proof of Concept 概念実証 

PPP － Public-private Partnerships 官民パートナーシップ
REGTECH － Regulatory Technology 規制テクノロジー

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

SAR － Suspicious Activity Report 疑わしい活動報告書
STR － Suspicious Transaction Report 疑わしい取引報告書
UOB － United Overseas Bank ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

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
共同作成したこの白書は、
テクノロジーによる創造的
破壊がいかに金融犯罪コ
ンプライアンスを変えてきた
かを考察します。

銀行業界にとって、変化するサービス提供
環境と消費者行動に対してコンプライアン
ス能力を高める必要性は、最も重要な課
題となっています。金融サービスセクターは、
コンプライアンスの難しい課題－常にコンプ
ライアンスを念頭に置きながら収益性を管
理すること－に取り組まなければなりませ
ん。新規参入者との競争の激化は、金
融機関が新たな商品やサービスを生むよう
なイノベーションを加速する必要性も高め
ています。

顧客を獲得し維持することの重要性は不
変です。しかし、銀行間競争における本
質の進化と、より革新的なビジネスモデル
が求められる第4次産業革命の到来が相
まって、金融犯罪コンプライアンスの未来
の限界は押し広げられ続けています。

金融犯罪は金融機関にとって大きなリス
クであるため、コンプライアンス能力を構築
し直す必要があるか熟考することは当然
必要となります。金融犯罪に対する防御
を続けるためには、金融機関がイノベー
ションによって自らの能力を研ぎ澄ませるこ
とが引き続き重要です。 

この白書では、まず金融犯罪との闘いに
おける金融サービスセクターの役割の重要
性について説明します。次に、金融犯罪コ
ンプライアンスにおけるテクノロジーの活用
がもたらす多岐にわたる機会と検討事項
をリストアップします。 

「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（原
題：The case for artificial intelligence in
combating money laundering and 

terrorist financing）」と題した前回の白
書1（第1巻）で、デロイトとUOBは、金
融犯罪コンプライアンスの実効性を高める
ためのイノベーションの活用について考察し、
見解を共有する行程を開始しました。
UOBが規制テクノロジー（RegTech、レグ
テック）ソリューションプロバイダーと協力し
てマネー・ローンダリング防止システムの概
念実証（POC）を開発し、銀行内のサン
ドボックス環境でそれをテストした事例を
参考に、人工知能（AI）、機械学習
（ML）、ロボティック・プロセス・オートメー
ション（RPA）の活用が分析されました。
パイロットプログラムは成功し、結果として
疑わしい口座や取引の識別の正確性は
向上しました。このソリューションによって誤
検出のアラートを減らせたことで、UOBのコ
ンプライアンス担当者は疑わしい事案の調
査を合理化し、より価値の高い作業に時
間を使えるようになりました。 

1年が経って、この第2巻では、金融犯罪
コンプライアンスの転換を図るためにUOBが
続けている行程を見ていきます。 

UOBはビジネスと規制当局のニーズを満た
す革新的ソリューションを開発するために、
金融犯罪コンプライアンスの領域で次世
代テクノロジーを活用しています。この白書
では、金融犯罪コンプライアンスを確保す
るための同行の戦略を深掘りします。
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「テクノロジーは企業の業務のやり方を変えています。金融サービスセクターではフィジカル（物理的）な商品・
サービスとデジタルな商品・サービスが融合し、両者の境界が曖昧になってきたことで、コンプライアンスの未来に
関する興味深い問いが生まれてきています。どのような業務体制や文化を構築する必要があるのか、どのよう
な投資をすればよいのか。また、業界は金融犯罪の問題によりうまく対処するために、どのように革新的なテク
ノロジーを活用できるのかという問いです。そのすべてが、新たな次元と物事のやり方を模索する機会をもたらし
ています。この白書は、この先何が起きるのかを描き出します。シンガポールは「スマートネイション（スマートな国
家）」を目指す取り組みにおいて、将来を方向づける際に幅広い信頼感をもたらす産業連携や共同開発の
恩恵を受けるでしょう。」 

「ますます複雑化する規制環境において、銀行は顧客の利益を守り、ステークホルダーの信頼を維持するた
めに、強力なコンプライアンス文化を確保し続けなければなりません。特にデジタル化が進む世界では、毎日
出現する新たなリスクの一歩先を行けるように、常に気を配り続けることが重要です。デジタル時代が提供す
る技術革新の機会によって、金融機関は防止、検知、執行の各措置を拡充し、リスク管理モデルを強化す
ることもできます。この白書には私たちがリスク管理慣行を強化し、現在および未来の金融犯罪を防ぐため
に、新たなテクノロジーを活用したコンプライアンス戦略を策定した際の学びと経験が盛り込まれています。」
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はじめに 
創造的破壊が起きた
金融サービスの新たな世界
現在、金融サービスセクターは数々のリス
クにさらされていますが、おそらく最も大き
な不安要素は金融犯罪リスクの影響で
しょう。

3兆ドル規模の脅威が広範囲にわたる影
響を及ぼしており、脅威との闘いはグロー
バル金融経済のすべての参加者にとって
気の重い作業です。金融犯罪の問題は、
規模の大小を問わず、あらゆる金融機関
が抱える共通の課題だということに留意す
べきです。すべての金融機関にとって、規
制当局から科される多額の罰金、膨らむ
コンプライアンス費用、評判への影響が自
らに及ぶか否かは賭けのようなものです。

ルールベースのアルゴリズムによる既存の金
融犯罪コンプライアンスモデルが今もすた
れていない一方で、不正資金フローの防
止、検知、予測に関して、規制当局が金
融機関に寄せる期待の変化に応えること
が緊急に求められています。犯罪が巧妙
化しているにもかかわらず、時代遅れの方
法、まとまりのない業務体制や金融犯罪
対策が変わらなければ、問題はさらに深
刻化します。従来の監視テクノロジーは、

たとえ最適化されている場合でも不十分
です。と言うのも、従来の監視テクノロジー
は最も重要な事項に焦点を当てることが
必ずしもできておらず、いまだにあまりにも
多くの誤検出を出し続けているからです。

事業環境と規制当局の期待の変化がも
たらした新たなリスクの複雑さは、基準、
監視能力、統制、社内方針および手続
を向上させるアプローチの刷新を必要とし
ます。端的に言えば、環境の変化はビジ
ネスの変革のみならず、コンプライアンスの
変革をも必要としています。 

成功は、事業戦略、法規制の遵守、リス
ク管理、テクノロジー、業務のシームレスな
統合によって推進されます。 

金融機関はリスク管理機能（第1・第2

の防衛線の役割分担および主な責任を
含む）を見直すべきです。

金融犯罪との闘いに特効薬はありません
が、新たなより良いコンプライアンスの枠組
みと統制により、金融機関は犯罪者やマ
ネー・ローンダラーの一歩先を行き続けるこ
とができます。 



金融犯罪コンプライアンスの未来 |はじめに 

7 

「金融犯罪コンプライアンスにおいてAI、機械学習、
RPAを導入するイノベーションは、今日、金融機関が
賢く抜け目のない方法でリスクと脅威を監視する上
での基本的ニーズとなっています。次の段階として、
社内外の重要なリスクへの見方を強化し金融犯罪
を総合的な観点から監視および評価するために、イ
ノベーションに一段と力を入れなければならないと思
います。次の差し迫ったステップとしては、革新的な
技術力を活用して取引、犯罪類型、脅威をより
シームレスに監視するために、業界レベルのユーティリ
ティの構築を目的とする官民パートナーシップが必要
だと考えます。単一の金融機関が自らのインフラを
使って自らのことだけを考えてリスクを捉えるのでは、
ビジネス環境の進化や金融犯罪の巧妙化など、こ
の急速に変化する環境で求められる成果を生まな
い可能性があります。多数のステークホルダーが責任
を共有することで、金融機関の負担のバランスをもっ
と理に適ったものにしていかなければなりません。」 

Radish Singh 
Southeast Asia Financial Crime Compliance 

Leader and AML Partner, 
Deloitte Financial Advisory, Forensic, Deloitte 
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第1章

金融犯罪コンプライアンスの
動向を詳しく見る
デジタル革命が金融サービスの形を
どう変えるかについての考察
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2018年、世界の金融機関は、フロントオ
フィスのデジタルバンキング能力を強化する
ために97億ドルを投資する計画を立てて
いました2。金融機関が顧客向けサービス
やソリューションを拡充するデジタル技術へ
の投資によって競争力を維持しようと競い
合う一方で、多面的な金融犯罪リスクの
低減にも同じような注意を向ける必要が
あります。

本章では、デジタル革命および潜在的な
金融犯罪リスクに関する最新動向につい
て考察します。

第一に、デジタルバンクやオンライン銀
行、そして従来とは異なるプラットフォーム
の到来です。欧州では、顧客の需要に突
き動かされてデジタルバンキングが主流と
なり、それを受けて「決済サービス指令
（PSD）」が改正されました（PSD2）。
欧州連合のこの重要な規制イニシアチブ
は、金融機関、新興金融テクノロジー
（フィンテック）企業、その他の第三者を
対象とした公平な競争の場を作ることに
より、イノベーションと競争を促進することを
目的としています3。欧州の規制当局は
「グローバル・ファイナンシャル・イノベーショ
ン・ネットワーク（GFIN）」を介して、現在
までこの領域の先駆者であり続けていま
す。GFINは、規制当局の洞察を得て規
制環境で商品やサービスのテストや見積も
りを実施したいと考えるフィンテック企業の
ために2018年初めに設立された世界的な

イノベーションのサンドボックスで、35の金
融サービス規制当局が支援しています4。

アジアでも、デジタルバンキングは新しいも
のではありません。従来の銀行業務に創
造的破壊をもたらすインターネットバンキン
グの認可がアジアに到来したのは2000年
代初めのことで、日本、中国、韓国から
始まりました。2019年には、香港でも8社
がインターネットバンキングの免許を付与さ
れました。 

最近ではシンガポールも取り組みを強化し
ており、5社が新たなデジタルバンクとして
認可されました。銀行とノンバンク企業と
の競争は激化するでしょう。「シンガポール
における銀行自由化への道のりの次の
章」としてこの措置を講じたシンガポール金
融庁（MAS）は、「アジア、そして世界に
おいて、高い競争力を有し成長する金融
センターの座を確実にする5」ために、銀行・
金融セクターを拡大しています。

デジタルバンクは新たな顧客体験をもたら
しています。また、実在する銀行店舗から
インターネット上のオムニチャネルの銀行
サービスへの移行は、市場開拓および金融
サービス提供の迅速化ももたらしました。

急速な変化の圧力を受けて、従来型の
銀行も現在、サービス提供プラットフォーム
やチャネルのデジタル化に向けて迅速な転
換に取り組んでいます。デジタルバンクは、
顧客体験を向上させる傍ら、新たな次元

の金融犯罪も登場させました。デジタルバ
ンクには一般的に支店がなく、より簡単な
手続で匿名のクロスボーダー送金ができる
ため、金融機関や当局による取引のモニ
タリングをより複雑にしています。

また、従来型の銀行の技術革新は、新た
なビジネスモデルを監督および監視するた
めの適切な規制を必要とします。新たなビ
ジネスモデルは機会だけでなく、規制の
ギャップや抜け穴がある場合には新たなリ
スクももたらすためです。

デジタルトランスフォーメーションに向けた転
換を前提として考えると、金融犯罪に対
する脆弱性は、クロスボーダー取引や複数
の国・地域間の相互のつながりの中に出
現し続けることになります。各国・地域の
準拠する規制要件は、内容が緩いものか
ら厳しいものまで広範囲にわたるためです。

どのようなケースであれ、規制当局の基本
的な期待は、金融機関が特にAMLおよび
CFTリスクに関して、市場の完全性、実効
性のある顧客デューデリジェンスプロセス、
継続的な監視を確保しなければならない
ということです。 

その結果、デジタルまたはインターネットバ
ンキングモデルにおいて、金融犯罪コンプ
ライアンスの世界はまさに変革の最先端
にあるのです。
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サービス提供チャネルを問わず、金融犯罪
リスクは管理されなければなりません。その
管理方法は、ビジネスモデルおよび商品・
サービスのリスクに対する脆弱性に見合っ
たやり方でなければなりません。 

従来のノウ・ユア・カスタマー（KYC）プロセ
スを考え直し、加速する必要があるでしょ
う。その理由は、顧客が人間とのやり取り
を可能な限り回避できる24時間対応のデ
ジタルサービスを享受しているからです。こ
のような進歩はメリットと同時に次なる複
雑さももたらします。支店のない銀行サー
ビスにはより迅速なオンボーディングが期待
できますが、AML/CFTの身元確認や基本
的な顧客デューデリジェンスには、潜在的
なリスク評価において依然として特別な注
意を払う必要があります。 

金融犯罪コンプライアンスを引き続き最前
線に据えなければなりません。例えば、
UOB初のモバイル専用銀行TMRWは、ミ
レニアル世代に差別化された顧客体験を
提供することに加えて、顧客の利益を守り
銀行システムへのリスクを低減することを
目指しています。

TMRWは2019年3月、ASEAN市場で最
初の進出先となるタイでサービス提供を開
始しました6。

堅牢なコンプライアンス管理を損なうことな
く、デジタルバンク向けのビジネスモデルを
支援するために、UOBはまずTMRWのリス
クポートフォリオを識別しました。次に、
UOBはデジタルバンクで金融犯罪コンプラ
イアンスを確保する方法を決定しました。

第二に、よりアクセスしやすく便利な代替
決済手段を提供するノンバンクおよび決
済業者（フィンテック）の出現です。決
済の領域での成長の主なけん引役は、顧
客中心に重点を置く姿勢に立ち返ろうと
する潮流であり、デジタルウォレット、モバイ
ルウォレット、クロスボーダー決済、暗号資

産（トークンおよび取引所）など、決済を
実行するまでのフリクション（心理的負
荷）を軽減し、取引をサポートする多種
多様な決済オプションを提供することで
す。このような決済方法が新たな金融犯
罪リスクを生み出し、それに対処する新た
な規制が必要になる可能性があります。 

例えば、暗号資産と、それをテロ資金供
与の手段として悪用する可能性は、特に
その匿名性と規制当局の監督の不在が
不当に利用された場合、大きな脅威とな
ります。

ポイントは明白です。金融機関と金融テ
クノロジー（フィンテック）企業が「商品化
に要する時間」の短縮やコスト効率の高
い商品・サービスの提供を目指して新たな
モデルを試みれば、その分、犯罪者たちは
不正に得た資金を洗浄するより巧妙な方
法を探し出します。その一方で、金融犯
罪と闘うためにより実効性の高いシステム
が常に生み出されるよう、境界線は押し
広げられることとなるでしょう。 

シンガポールでは「決済サービス法案」が議
会で可決され、すべての決済サービスが単
一の法の下に置かれることとなりました。こ
こ最近の新たな動向や、AMLおよびテロ
資金供与対策（CFT）にもたらす様々な
リスクが考慮されたものです7。

シンガポールは、デジタル決済イノベーショ
ンの推進とリスク低減の微妙なバランスを
取るために、新たな免許制度を導入した
世界で最初の国々のひとつです。同法案
により、決済業者と取引所はAMLおよび
CFTリスクを考慮しなければならなくなりま
す。ただし、この義務は、煩わしく堅苦しい
規制の負担を避けるために、適切な水準
の範囲で課されることとなります。 

いずれにせよ、デジタル決済サービスを対
象とした新たな規制の枠組みの導入は、
業界の最新のイノベーションおよびビジネス

モデルに対する肯定的な反応です。

第三に、決済の迅速化です。前述のとお
り、より柔軟に速く資金を管理し動かした
いという消費者の期待の高まりは、銀行
業界の変革を促し続けます。決済を最新
化することは、送金やeコマース分野などの
企業に成長の利益をもたらします。それが
ひいては顧客体験を改善し、ビジネス取
引の加速に役立つことになるからです。

さらに、技術革新により、高速で国境を越
えて資金を移動させることが、以前よりも
ずっと容易になっています。このことがAML

およびCFTコンプライアンスに関する新たな
プレッシャーと期待を生み出しています。

現行のAMLコンプライアンスモデルでは、適
切なレビューとKYC確認を確実に行うため
に取引を遅らせることになれば、顧客が望
み期待する効率に直接の影響を与えま
す。決済を高速化すればモニタリングの時
間はわずかとなり、金融機関のフロントとミ
ドルオフィスの業務や能力では解決が難し
い問題が生じかねません。 

デジタル競争に参加する意欲のある金融
機関は、ベストプラクティスとコンプライアン
スリスク管理を早期に確立することが死
活的に重要であることに気付くでしょう。 
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「銀行業務はテクノロジーの
範囲を超えています。
フィンテック企業は銀行

サービスを提供するために、
リスク管理および規制遵守のすべての要素と責任を

確実に整備しなければ
なりません。」

Dennis Khoo 
Regional Head of 

TMRW Digital Group, UOB 
The Business Times, 08 May 2019
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第2章

金融犯罪コンプライアンスの
新たなパラダイムに向けて
デジタルとフィジカルが融合した
世界におけるスマートテクノロジーの
組み合わせに関する考察
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従来のアプローチ

金融犯罪コンプライアンスの従来の枠組み（図1参照）は、方
針、手続、プロセスが迷路のように入り組んでいます。前述した環
境の変化が起こる前は、設計も実効性も適正だったのかもしれま
せん。しかし、金融機関がますます複雑化する金融犯罪に対して
実効性を確実に持ち続けるためには、レガシープロセスを見直す必
要があります。

見直しとは、典型例としては縦割り型の運用で構造が煩雑な、レ
ガシープロセスと設計原理を再設計することかもしれません。また、
人為ミス、アジリティの欠如、複雑なオペレーティングモデルを含む関
連課題が山積みの手作業プロセスを改善することかもしれません。

したがって、縦割り構造を打破し、企業の商品・サービスポートフォ
リオ全体に必要な安全策が確実に整備されるようにするために
は、顧客体験の行程とコンプライアンスプロセスを綿密に計画した
新たなアプローチが必要です。このコンプライアンスプロセスには、ノ

ウ・ユア・カスタマー（KYC）、顧客の顧客に対するKYC（KYCC）、
より厳格なデューデリジェンス、継続的監視、ネームスクリーニング、
取引モニタリング、アシュアランス、リスク評価、報告が含まれます。 

私たちはコンプライアンスプログラムには3つの段階があると考えてい
ます。 

 説明したとおり、第1段階は従来のモデルです。

 第2段階は次世代コンプライアンスの枠組みです。金融機関
は、AI/機械学習とRPAを重要なプロセスやテクノロジーに結
び付けるイノベーションにより、金融犯罪管理の実効性を高
めることを目指します。 

 第3段階は、金融犯罪の脅威を包括的に監視、分析する
ことにより、未来的なアプローチへと前進することです。これは
まだテストされていない段階です。 

図1： 従来の金融犯罪コンプライアンスアプローチ 

継続的な顧客管理 監視プログラム リスク評価

管理報告



新たなアプローチ

この新たなアプローチを実行するためには、事業部
門（第1の防衛線）とコンプライアンス部門（第
2の防衛線）が、監視の必要な主な脅威、代表
的な統制、リスクオーナーについて合意しなければ
なりません。米国では、連邦準備理事会
（FRB）のガイダンスが、ビジネスリーダーがリスク
オーナーに対して説明責任を負うという基調を打ち
出しています。 同様に、シンガポールのMASは、
取締役会とビジネスリーダーがマネー・ローンダリン
グおよびテロ資金供与リスクを事前対応的に管
理する必要があるというガイダンスを示しました8。
したがって、統制の実施は、コンプライアンス部門
からの助言を得て、ビジネス部門が主導しなけれ
ばなりません。 

このガイダンスに沿って、イニシアチブの導入に向け
た堅牢で包括的なロードマップを策定しなければ
なりません。つまり、第1の防衛線は、規制上の義
務を理解する重要な役割を果たすとともに、適切
なリスク低減措置と適切な統制の整備が確保さ
れるようコンプライアンス部門と緊密に連携する必
要があります。

金融犯罪コンプライアンスが取締役会のアジェン
ダと見なされることで、2つの防衛線間の協力は、
強力なコンプライアンス文化を構築するとともに、
金融機関と顧客の利益の長期的な防衛と維持
を確保するものとなるはずです。

金融犯罪リスク管理体制全体で、バリューチェーン
の中にデータアナリティクス、AI、機械学習、RPA、
自然言語処理、認知インテリジェンスなどの技術
革新を適用できる分野は多数あります。 

テクノロジーを導入する方法は、金融機関ご
とに異なります。取り組み方は主に、その会
社のビジョン、短期・中期・長期目標、制
約、デジタルトランスフォーメーションに対する
リスク・アペタイトによって決まります。

ほとんどのトランスフォーメーションプロジェクト
がそうであるように、業務の枠組みの内部の
働きが成果と成功を支えます。

この行程では、技術の設計と実行を詳細に考察
することが求められます。これには以下のような重
要な側面への対応が含まれます: 

施行されているEU一般データ保
護規則（GDPR）およびシンガ
ポールの「公平性・倫理・説明責
任・透明性（FEAT）推進のため
の原則」に定められた、データプラ
イバシーの新しい時代におけるデー
タの質およびデータマイニング

複数の情報源からのデータの統
合およびデータセキュリティ

AIや機械学習などの複雑なテク
ノロジーのガバナンス

ハイブリッドな労働力：人材、機
械および将来のスキル。

コンプライアンス要件に対してテクノロジーを管
理・導入するため、そして望ましいビジネス成
果を得るためには、すべての側面が必要で
す。コンプライアンス部門、データサイエンティ
スト、ITチームは、求められている目標を達成
するためのアプローチの評価および整理におい
て、極めて重要な役割を担っています。

顧客のライフサイクル全体で
テクノロジーを活用する
イノベーションの主な機会および
各段階で金融犯罪を阻止するための
テクノロジーとアナリティクスの活用方法

デジタル
オンボーディング：
手作業を使わず、大量のデータ
をデジタルで収集、識別、チェッ
クする

電子検証：
MyInfo を使って、 

顧客の身元を確認し、正
当性を認証する

TMS 最適化のための人工知能： 

取引モニタリングの実効性を高
め、誤検出を減らすために、機械
学習を活用する

行動アナリティクス：
先進的なデータアナリティクス技法を使
い、取引履歴に基づいて行動を予測す
る。包括的監視の一部でもある

ネームスクリーニングの際のロボティッ
ク ・ プ ロ セ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン
（RPA）：PEP および制裁リストと照
合するスクリーニングのために、ロボット
が WEB をくまなく探し、ネガティブ
ニュースをチェックする

取引活動の動向分析：
機械学習を活用して疑わしい
取引のパターンを特定し、同じ
ようなパターンが検知されたらア
ラートを発出する

関係分析：
関係マッピングおよびネットワーク分析
により、疑わしい事業体または個人
同士を結び付ける。包括的監視の
一部でもある。

情報収集
• データ収集、検
証、リスク格付
および承認の
ワ ー ク フ ロ ー に 

KYCツールを使う 

• KYCとCDDデータ
の統合

• スクリーニング目
的で、ネガティブ
ニ ュ ー スや ソ ー
シャルメディアの
データを統合

• 顧客リスク評価

報告
• 視覚化ダッシュボード 

• リアルタイム
• アクセスのしやすさ

取引モニタリング
• 誤検出の管理
• ルールのカスタマイズ

アナリティクス
• ネットワーク分析/

• エンティティ解決
• 行動アナリティクス
• アナリティクス技法：
機会学習

調査
• アラートケース管理
• 監査証跡
• SAR提出（STR提
出 に  RPA を 利
用）

図2： 金融機関がイノベーションを通じてAI/機械学習とRPAを重要プロセスに組み込む、
新世代のコンプライアンスの枠組みに対するデロイトの見解

顧客

14 15 
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スマート金融センターを目指すシンガポールの奮闘

2019年1月、シンガポール政府は、AIテク
ノロジーの導入に際して発生する主な倫
理・ガバナンスの問題に組織が実践的に
対処できるよう、「モデルAIガバナンスの枠
組み」と題した指針を公表しました9。

具体的には、以下の4つの重点分野を取
り上げています。

I. 社内のAIガバナンス体制および措置

II. 自律的意思決定におけるリスク管理

III. 業務管理

IV. 顧客関係管理

シンガポールはAIガバナンスを非
常に重視しています。こうした姿
勢から公表されたガイダンスは、
AIを活用する可能性がある場
合に、金融機関およびコンプラ
イアンス実務担当者が考慮す
べき重要原則を明確化した待
望の内容となっています。

何を採用する場合でも一般的にそうであ
るように、ガバナンス、文書化、複雑なエン
タープライズテクノロジーを取り扱うしかるべき
人材とリソースをめぐって、懸念が生じます。 

また、規制当局はAIモデルの本番稼働と
採用に大きな期待を寄せている可能性が
あります。このようなモデルをテストする前
に、まずは正当で体系的なアプローチを策
定することに注力する必要があります。既
存のリスクは以下に潜んでいます。

• データプライバシーおよびデータ保護規
制違反（例：GDPR、PDPA、FEAT）

• 成果の正当性を主張できるか

• 不明確または矛盾する規制

• 基準や規制の欠如

• 監査証跡および追跡可能性の欠如

当局の見解を踏まえて、総合的な未来の
金融犯罪コンプライアンスモデルへの中長
期的な移行は、金融機関が置かれている
金融犯罪リスク環境全体を包括的、継
続的、知的に捉える機能を備えることを
目指さなければなりません。そのためには、
複数のチャネルからのデータソースの活用と
分析に習熟する必要があり、金融犯罪コ
ンプライアンス専門家と次世代テクノロジー
が持つ専門知識の組み合わせを通じて、
より大きな自信を持って金融犯罪リスクを
正確に示せる必要があります。これには、
金融機関にリスクをもたらし得る社内外
の脅威の分析が含まれます。 

そうすることにより、金融機関が早期検知
能力を強化し、タイムリーかつ迅速に予防
措置を講じ異常や疑わしい活動を報告で
きるようになることが期待されます。 



金融犯罪コンプライアンスの未来 |第 2 章：金融犯罪コンプライアンスの新たなパラダイムに向けて 

17 

金融犯罪コンプライアンスの予想される
将来像への移行

将来像の設計には以下の検討事項が含まれなければならないと考えます。 

 

 

1. 官民パートナーシップおよび情報共有。例え
ば、国家レベルの KYC ユーティリティがあれ
ば、顧客プロファイルの把握に必要な様々
な情報源からのデータやインテリジェンスの評
価が可能でしょう。これには、リスク格付され
た顧客とのつながりを、エンティティ解決を
使って把握することが含まれます。定期レ
ビューの実施方法は、最先端の技術力を活
用して革新されなければなりません。これ
は、大量の書面収集によって誠実な顧客の
体験を損なうよりも有意義だと考えられます。 

2. 顧客オンボーディングは、融通の利かない
兆候に基づいて顧客リスクを大まかに推測
するのではなく、顧客のプロフィールプロファ
イルと金融犯罪の脅威に対する脆弱性に
基づいて行うこと。前者（大まかな推測）
は、説得力のある証拠に基づいた情報が求
められる複雑化が進む世界では魅力を失っ
ています。 

3. 真の脅威を評価するために、大量の誤検
出が生じる厳格なルールを使うのではなく、
AI および ML 機械学習モデルを使って、取
引のスクリーニングとモニタリング監視を行う
こと。このプロセスは、枠組みに内蔵されてい
る自動アシュアランス機能の中に、テクノロ
ジーの活用を通じて組み込まれなければなり
ません。このような取り組みが、活用されるモ
デルの防御性および全般的な実効性と効
率性についてのひとつの見解をもたらすこと
が期待されます。最終的な目標は、業界レ
ベルのユーティリティが取引監視を引き受け
ることに置かれるべきでしょう。 

4. 第 1、第 2、第 3 の防衛線が実施するア
シュアランス、リスク評価および脅威ベースの
リスク分析においては、あらゆるソースから入
手したデータに基づき、デジタルプラットフォー
ムを活用すること。固有リスクの算出におい
ては、金融機関が実際にさらされている金
融犯罪の脅威に関連するデータを考慮に入
れる必要があります。これが、第 1 および第
2 の防衛線のアシュアランスプログラムにおけ
る重点箇所を特徴付けるはずです。 

リスクと統制の実効性は、商品・サービスに
対して実施する様々なアシュアランスプログ
ラムや分析、リスク評価、KYC、AI/機械学
習を活用したスクリーニングや監視等を通じ
て組織全体で見つかった弱点を理解するこ
とにより、単一のアシュアランスプラットフォー
ムから評価すべきです。 

5. あらゆる報告の要求に対して RPA およびデ
ジタル化を活用すること。これには社内報
告と対外的報告の両方が含まれるため、
数え切れないほどの報告書作成に伴う手
作業を最小限に抑えます。RPA の活用によ
り、手作業による報告では見逃しやすいつ
ながりやテーマを抽出することも容易になる
はずです。 



6. 重大なリスクが見過ごされることのないよ
う、包括的監視を行い、コミュニケーション
を完結させること。

図3はデロイトの包括的監視モデルと青
写真を簡略化した説明図です。

私たちは、包括的監視メカニズムとは金
融機関内のあらゆる関連情報ソースから
のデータを使って金融犯罪リスクの視覚
化を変革することだと考えています。包括
的監視により金融機関が重要なリスクを
監視し、それに焦点を合わせられるように
なることを期待します。このメカニズムは、
予防措置を講じるための早期警告の兆
候や組織内のどこにリスクが集中している
かの実態を示し、すべてのデータソースに
基づいて組織がさらされる重大な脅威に
より強い焦点を当てます。

包括的監視メカニズムの設計にあたっ
て、私たちは、脅威について学び評価す
る目的でのAIおよび機械学習モデルの活
用、そしてリスクを視覚化し金融犯罪リ
スクに関連するデータを文脈に当てはめる
目的でのデータアナリティクスの活用を検
討しています。

包括的監視アプローチの課題
最先端イノベーションを活用し、未知の領域に足
を踏み入れるには、経営幹部のコミットメントが必
要です。

したがって、主な課題は以下のとおりです：

社内の積極的な賛同を求めること。
目に見える実績やデータポイントを
伴っておらず、一見すると机上の空論
のように思われる考え方を取り扱う場
合には、簡単なことではありません。

サンドボックス環境において新たなアイ
デアのインキュベーション（培養）に取
り組み、テスト環境を構築すること。
目標状態に向かって取り組むために
は、公的支援、時間、リソースが必要
です。 

インキュベーションが導入可能な結果
の変容をもたらすよう確保すること。成
功へのプレッシャーは、良きガバナンス、
計画策定、合理的なスケジュール、
データやレガシーシステムによるトラブル
解決の問題とのバランスが取れたもの
でなければなりません。テストとアシュ
アランスにおいても、運用可能で、困
難な課題に耐えることができ、説明の
つく正当なアプローチを必要とします。

堅牢な選定プロセスを経て適切な
パートナーを選ぶこと。 

エコシステムの不在は、サステナビリティ
の観点から、この行程をさらに不安定
で脆弱なものにします。

監督および監視

戦略的な統制 ビジネスとリスクの調和
顧客体験

グループの水平的監督戦略

リテール 投資銀行商業銀行 富裕層向け/プライベートバンキング

システム A システム B 

システム E システム C 

AML システム D 

ニュース 

売買監視 不正 

制裁 

監視およびアラート
データアグリゲーター

（データ収集）

方針、手続、商品

図 3：デロイトの包括的監視モデルの青写真。これは、デロイト（Delloite Touche Tohmatsu Services, Inc.）の知的財産であり、

デロイトの書面による事前の同意または許可なく複写または複製することは禁じられていることにご留意下さい。 

18  19 

ビジネスラインZビジネスラインX
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第3章

UOBの行程：
今日の傍流、
明日の優位
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（以下、「UOB」または「同
行」）は、次世代テクノロジーを活用して強力なリスク重視
の文化を持つ銀行になるというコミットメントを守り、常に変
化する金融犯罪情勢に油断なく対処し続けています。
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UOBの金融犯罪コンプライアンスアプローチ
UOBは、リスク重視の組織文化を維持す
ることに重点を置いた取り組みの一環とし
て、技術イノベーターや業界リーダーと連携
してコンプライアンス能力の向上を図り、新
たに出現するリスクの一歩先を行くことを
目指しています。金融犯罪コンプライアン
スの分野では、「AML/CFTテクノロジーロー
ドマップ」を作成し、AIおよび機械学習主
導型の次世代テクノロジーの活用によって
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与
に対抗しようとしています。

ロードマップの実行にあたっては、いくつかの
要因が検討されました。UOBは、AML、
CFT、制裁管理の実行に必要なアジリ
ティ、拡張可能性、既存ITインフラとの相
互運用性の観点から、同行のニーズに合
いそうな多種多様のレグテックソリューショ
ンをレビューしました。最適なテクノロジーの
選択は、投資利益目標、そして目に見え
るメリットと成果を満たすだけでなく、最も
重要なこととして、業績を促進し、同行の
事業部門による顧客へのサービス提供方

法を改善させられるものでなければなりま
せんでした。

UOBはまた、既存のルールベースのAMLシ
ステムと並行して機械学習モデルを構築し
ています。目指すのは、機械学習モデルと
他のAIの領域の活用により、ルールベース
のシステムの範囲を超え、これまで以上の
パフォーマンスを実現することです。 

金融犯罪の実行方法は変化し続けてお
り、リスクと脅威の状況を包括的に捉える
ことが重要となっています。UOBの「トリプ
ルAアプローチ」（図4参照）は、同行が
金融犯罪の一歩先を行き、より鋭く、賢
く、迅速に高リスクの活動を検知できるよ
うに、AI、自動化、アナリティクスを活用し
ています。また、データやAIのスキルと経験
を有する専門家のチームを拡充しました。
デロイトはナレッジパートナーとして、AIと自動
化のプロセスに同行と共に取り組みました。 

UOBは、同行のコンプライアンスの目標の
促進に役立つ適切なレグテックを評価す

るために、金融犯罪コンプライアンスの2つ
の分野－取引監視とネームスクリーニング
－を識別し、新たなイノベーションをテスト
しました。次は、テストで成果を上げたイノ
ベーションのうち、同行全体のコンプライア
ンス戦略と整合するものを実行に移す予
定です。「トリプルAアプローチ」の採用、そ
して選別と分類を行い、最終的には重要
事項に注力することから得られる有望な
結果について、本章の残りの部分でご紹
介していきます。

具体的には、

❶ UOBのAIの行程の内側：AIの導入
に向けたビジョンの実現

❷ 自動化と人的資源の有望な組み
合わせ

❸ アナリティクスで洞察の限界を引き上
げること

図4：取引監視に関するUOBの「トリプルAアプローチ」 

人口知能
（AI） 自動化（Automation） 

アラートに関する
情報を入手 顧客のステートメン

トをダウンロード

人手による PDF
ステートメントの

レビュー

RM に追加情報を
請求（必要な
場合）

E メール回答を
レビュー

各種文書を取りま
とめ、TM システム
にレポートをアップ

ロード

CAD ウェブサイトに
STR を送付 

STR レジスターを更
新し、ビジネス部門
に通知（必要な

場合）

アナリティクス
（Analytics） 

短縮 短縮

短縮短縮
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❶ 

UOBのAIの行程の内側：
AIの実装というビジョンの実現
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与と闘うための機械学習モデルのパイロットプログラ
ムが本格的に実施され、UOBは本番稼働に向けて前進しています。
2018年、UOBはマネー・ローンダリング防止プログラムの一部として機械学習を活用するために、シンガポールに拠点を置くレグテックのスタート
アップ企業 Tookitakiと提携しました。Tookitakiの「マネー・ローンダリング対策スイート（AMLS）」は、エンド・ツー・エンドの取引モニタリングお
よびネームスクリーニングシステムです。教師ありと教師なしの機械学習技法を組み合わせ、疑わしい取引の検知と高リスクの顧客の識別を
より速く正確に実施しようとするものです。2018年のパイロットプログラムにおいて、デロイトは独立した立場からモデルの精度検証を行いまし
た。具体的には、レビューと検証技法を用いて、同行の機械学習モデルの概念の堅牢性を評価しています。その結果の詳細については、
UOBとデロイトの共著による白書の第1巻に収載された「UOB、Tookitakiおよびデロイトが、マネー・ローンダリングとの闘いを加速するための機
械学習パイロットプログラムを準備（原題：UOB、Tookitaki and Deloitte readies machine learning pilot to accelerate the fight against

money laundering）」と題したケーススタディに詳述されています。

2018年のパイロットプログラムの結果と後続機械学習モデルについて、下記説明図に示しました。

後続機械学習モデルは独自のデータセットでテストされましたが、
取引モニタリングプロセスについては、2018年のパイロットプログラム
では誤検出40パーセント減だったのに比べ、後続機械学習モデル
では50パーセント減を達成しました。同様に、ネームスクリーニングプ
ロセスについては、後続機械学習モデルは、個人名の誤検出が70

パーセント減、企業名の誤検出が60パーセント減という好結果を
出しました。

成功裡に終わった結果は、UOBに次の段階、すなわち機械学習
モデルを本番運用段階に移すことに着手する自信を与えました。し
かし、それに先立って、UOBはモデルの堅牢性を確実にするため
に、モデルの検証をもう1ラウンド行うこととなっています。 

2018 年のパイロット：
取引モニタリング 後続機械学習モデル：

取引モニタリング

正しい検出の
増加

正しい検出の
増加

企業名の誤検出
の減少

個人名の誤検出
の減少

正しい検出の増加 正しい検出の増加 

企業名の誤検出の
減少 

個人名の誤検出の
減少

ネームスクリーニング

ネームスクリーニング

https://www2.deloitte.com/sg/en/pages/financial-advisory/articles/the-case-for-artificial-intelligence-in-combating-money-laundering-and-terrorist-financing.html
https://www2.deloitte.com/sg/en/pages/financial-advisory/articles/the-case-for-artificial-intelligence-in-combating-money-laundering-and-terrorist-financing.html
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「私たちは、銀行の既存インフラ内で
機械学習を使ったマネー・ローンダリン
グ防止（AML）ソリューションを運用
可能にする世界でも数少ない企業の
ひとつであることをうれしく思います。
Tookitakiの「マネー・ローンダリング対
策スイート（AMLS）」は、分散データ
並列アーキテクチャと機械学習を組み
合わせて使うことで、銀行の複数の事
業分野および既存のテクノロジーとシ
ステムの複雑な層全体にわたる拡張
可能性を確保しています。

モデルの精度の高さ、継続的な学
習、アウトプットについての詳細な説
明、銀行の上流・下流システムとの統
合の容易さにより、AMLSは、拡張可
能な設計を有するすべての持続可能
なAMLコンプライアンスプログラムにとっ
て、最も適した選択肢となっています。

しかし、本番環境への導入の成功
は、ソフトウェアベンダーと、銀行内の
テクノロジー、AMLコンプライアンス、内
部監査、モデル検証チームとの間の協
調的な努力にかかっています。」

Mr Abhishek Chatterjee 
Founder & CEO, Tookitaki 

現在、UOB はデロイトおよび Tookitaki と積極的に協働し、機械学
習モデルの本格運用開始に向けて本番前環境と本番環境の準
備に取り組んでいます。

AML コンプライアンスへの機械学習モデル活用により、以下のような
メリットが実際に観察されました。 

疑わしい取引の識別の実効性が向上する

基準値をトリガー要因にするよりも、データ異常に焦点
を強く合わせることができる 

特定のリスクを正確にターゲットにするためにデータ機能
をカスタマイズしやすい

複雑なシナリオを検知するために、遡及対象期間を長
期化できる

Tookitaki 
• AMLS ソリューションは、Singapore

Business Review か ら 「 AI in 

Banking」部門の優秀賞を受賞し
ました 10 

• AMLS ソリューションは、世界経済
フォーラムの「Technology Pioneer

Cohort 2019」のひとつに選ばれま
した 11

• AMLS ソリューションは、「 2019 

SG:D Techblazer Award」の最も有
望なイノベーションのカテゴリーで銀
賞を受賞しました
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本番前の準備
この段階で新たなリスク要因が生じると、検討課題は増大します。UOBの複数の事業分野、そしてインフラやシステムの複雑な層全体にわ
たってモデルを拡張できるようにする前に、こうした課題を解決しなければなりません。 

運用化

AMLSを運用可能にするにあたり、UOBの
現行インフラにうまく統合できるか確認す
る目的で、実際のデータセットに対するモ
デルの信頼性を確認する追加のアシュアラ
ンスとテストが行われます。データ管理、プ
ライバシーとデータの問題、そしてモデルを
監督するための適切なスキルセットや能力
の必要性といった検討事項も、機械学習
モデルを本番移行することの意味を理解
する上で不可欠な部分です。UOBは
Tookitakiと共同で、デロイトが実行する検

証作業に従って、ここに概略を示した検討
事項に対処しています。AMLSと同行の既
存のテクノロジーおよびシステムとの統合に
関しては、AMLSという新たな層を加えるこ
とで通常のビジネスプロセスや活動に中断
が生じないようにするために、主要なステッ
プが計画されています。AMLSの導入によ
り、アラートからの出力ファイルは既存の
ケース管理システムとの互換性を持たせる
ように構築され、コンプライアンス担当者が
アラートへのアクセスや調査の優先順位付

けを容易にできるようになっています（図5

参照）。このアプローチを持つことの利点
は、コンプライアンスチームがすでにアラート
管理のワークフローに精通しており、再研
修は最小限で済むということでした。UOB

は、価値の低いアラートには相応の注意が
払われることを確保するために、ガバナンス
レビューとアシュアランスプロセスに取り組ん
でいます。これは、UOBの堅牢なリスク管
理アプローチとも一致しています。

図5

AMLS 
取引

口座

取引モニタリングおよび
ネームスクリーニングの
アラートのレビュー

顧客

AMLS と既存のフロント/
バックオフィスシステムとの
シームレスなインタラクション

リスク視覚化
の改善

コンプライアンス
担当者

ケース管理
既存のシステム 
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ガバナンス

監督とガバナンスの領域では、UOBは金
融犯罪コンプライアンスにおいてAIを大規
模に採用するための実務的なステップを
策定する際に、シンガポールの「AIモデルの
枠組み」からの原則も採用しました。UOB

とデロイトは、金融犯罪コンプライアンスに
おけるレジリエントなガバナンスの「AIモデル
管理の枠組み」（図6参照）を協力して
策定しました。これは機械学習モデル導
入の最初の指針となるアプローチを形成し
ており、モデルリスク管理、バイアスの管
理、モデルの説明可能性、データプライバ
シーおよびFEAT原則の適用、データ管理、
モデルのアシュアランスおよびテスト、インシ

デントの解決が含まれています。十分に構
造化されたフィードバックループを利用し
て、このような機械学習モデルの受容性に
関する継続的なレビューを行うことが必要
不可欠です。最終的には、同行にもたら
される脅威とリスクの判定は、人間である
アナリストの適正な判断によって決まりま
す。後者はUOBとデロイトが共有する希望
であり、規制当局、レグテック企業、金融
サービスセクターなどが参加する広範なエコ
システムを巻き込むことを目的としています。 

同行は現在、本番移行の準備段階にあ
り、体系的なアプローチでモデルを微調整

し拡大するために、運用化とガバナンス設
計のレビューを行っています。最初に本番
移行する機械学習モデルの稼働開始は、
現在のところ2020年上半期を予定してい
ます。 

この機械学習モデルは、UOBの取引モニタ
リングとネームスクリーニングを行う既存
AMLシステムの上位層として組み込まれま
す。つまり、UOBがAIと機械学習のプラット
フォームを導入しても、既存のルールベース
のシステムの最適化も継続されるというこ
とです。

図6：AIモデル管理の枠組み

AI モデル管理の
枠組み 

モデルの
ライフサイクル管理 

組織およびガバナンス 

テクノロジーおよび
プロセスのサポート 

モデルリスク管理 関係管理 

データ管理 
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機械学習モデルの
活用に際して関連する
ガバナンスの課題:

 機械学習モデルとアルゴリズムに影響を及ぼす人間のバイアス。人間のバイア
スは可能な限りモデルから排除されなければなりません。バイアスを除去するこ
とで、金融犯罪コンプライアンスには不可欠の犯罪類型やレッドフラッグベース
のモニタリングまで除去することがないよう、微妙なバランスを取り十分な注意
を払うことが必要です。 

 透明性に対する懸念および「ブラックボックス」設計。規制当局はブラックボッ
クスを認めません。必要な取り組みのすべてに尽力し、モデルの説明可能性を
確保しなければなりません。 

 金融犯罪リスク管理の実効性を高めるためには、イノベーションのメリットを明
確に実証する必要性があるにもかかわらず、使用方法とテクノロジーが正しく
理解されないこと。

 ガバナンスが正しく理解されないこと、倫理上の課題および適用。規制当局
は、取締役会および経営幹部が金融機関に採用されたイノベーションを常に
掌握していることを期待しています。また、アシュアランスを付与するために、プロ
セスを批判するモデルリスク管理が必要です。

 「教師あり」および「教師なし」の学習に対する統制。
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「価値観に基づいた銀行として、顧客に寄り添い、
顧客のために正しいことをするよう確保することが、

私たちのすべての行いの中心にあります。
UOBのコンプライアンス部門は、銀行内の

テクノロジーチーム、業務チーム、事業部門と
緊密に連携し、堅牢なコンプライアンス統制を維持し、

変化する業界の状況に遅れを取らないようにしています。
私たちは一体となって、強力なリスク文化を銀行内に確保し、
顧客に大きな違いをもたらすソリューションやサービスを設計する

イノベーションの原動力を補完することを目指しています。」
Victor Ngo Head of Group 

Compliance, UOB 
IBF Distinguished Fellow (2019)
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❷ 

自動化と
人的資源の
有望な
組み合わせ

規制コンプライアンスを維持することは、困
難な作業になる可能性があります。特に、
金融犯罪コンプライアンス活動の実施に
おいて、細分化された手作業のプロセスを
使い続けている組織の場合は、困難が増
大します。多数のデータポイント、ファイルの
抽出および同期、報告書作成、ワークフ
ローを考えると、RPAの活用は規制コンプラ
イアンスの改善に効果的で有益なツールと
なります。特に、ネームスクリーニング、取引
モニタリング、アラートの解除、SAR/STR報
告などには、自動化の機会が豊富にあり
ます。これらは反復可能またはルーチン化
されたルールベースのプロセスであり、人間
の介入を最小限に抑えて実行できるた
め、RPAに最も適しています。

例えば、KYC改善におけるネームスクリーニ
ングに対する従来のアプローチは、手作業
が多く、反復的で、リソースを大量に必要
とします。RPAを使えば、アシュアランスは
高く、コストは低く、実行のスピードは高く
なり、規模と価値を達成できます。特に以
下のような具体的なメリットが確認される
につれて、ロボットへの関心が高まり、活
用が増えています。 

• 生産性：ロボットは年中無休24時
間体制で稼働可能。

• 効率、品質、正確性：人間は手作
業でミスを起こしやすく、特にルーチン
化された面倒な大量のアラートの場合
にその傾向が出やすい。

• 時間と費用の節約：ロボットはピーク
需要に合わせて規模を拡大させること
が可能で、ルールベースの事務作業を
引き継ぐことができる。 

「これは私たちにとって絶えず続く行程です。私たちが優先するのは、すべて
の投資が目に見える成果を生み出し、概念実証後に銀行全体に規模拡
大できるよう確保することです。結果として、公開実験を行うよりも、長い
時間をかけてでも、ビジネスケースを熟考したり、適切なパートナーと連携し
て UOB 固有の状況の中で何ができるかに焦点を当てるのに力を貸しても
らったりする方がよいと思っています。最終的に、当行のニーズに最も適して
おり、長期にわたって持続可能な成果を得たいのです。」

Victor Ngo 
Head of Group Compliance, UOB 

IBF Distinguished Fellow (2019) 
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デロイトは、UOBの自動化の取り組みの
一環として、同行の取引モニタリングの枠
組み内から選ばれたいくつかのプロセスの
改善に役立つよう、RPAの導入を支援しま
した。これには、アラートレビューの追跡、ア
ラートレビュー、アラートの割当、STRのアップ
ロードおよびリスト作成などが含まれます。 

RPAに関して言えば、これらの選ばれたプロ
セスは出発点であり、使用の有効性の試
験台です。

RPAの導入により、UOBはマンアワーを30

パーセント削減し、反復可能な手作業プロ
セスを自動化するメリットを実証しました。 

その他の実現したメリットには、以下のよう
な事項が含まれます。 

• 手作業だった活動の自動化によるエ
ラー率の低下

• コンプライアンス向上および活動の監
査可能性の向上

• アナリストチームが実施する手作業時
間を削減し、節約できた貴重な時間
をより価値の高い作業に配分すること

• 同行全体の取引モニタリングプロセス
の標準化

• 「ロボット」のバリューチェーン： RPAか
ら収集したデータは他の下流プロセス
にも使用可能

UOBは効率向上を歓迎していますが、
RPAの最善の成果は、監督と運用を改善
できるところにあります。

前述のメリットを考慮すると、UOBのアナリ
ストチームは疑わしいアラートに対して今ま
でよりはるかに大きな注意を払えるように
なり、金融犯罪の検知と防止において、
調査に関する専門知識と独自の価値判
断を最大限に活かせるようになります。

長期的に見ると、UOBが手に入れる価値
は、より強力なリスク管理の枠組み、そし
て人間と機械の連携作業によるシナジー
効果です。取引モニタリングにおけるRPAの
活用の成功が実証されたことを受けて、
UOBはコンプライアンス業務の枠組みの他
の分野へのRPA導入を検討する予定です。 

「トリプルAアプローチ」は、RPAの活用によっ
て、ネームスクリーニングと取引モニタリング
のプロセスに連続性を生み出すことを模索
しています。例えば、機械学習の活用によ
りアラートの選別プロセスの有効性が高ま
れば、その次のプロセスである高リスクア
ラートの処理または調査は、RPAの導入に
よって迅速に最適化されるでしょう。

図 7：The use of RPA in UOB's 'Triple-A approach'.

自動化

顧客のステートメン
トをダウンロード

人手による PDF ステー
トメントのレビュー

人間のアナリストの
手作業を削減 

削減 短縮 
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❸ 

アナリティクスで洞察の
限界を押し広げる
数多くのチャネル、システム、インフラが支配する現在のハイパーコネク
テッドな世界において、ペタバイト規模の情報やデータポイントを抱える
組織は、金融犯罪との闘いに向けて知的なアプローチを採る必要があり
ます。その中核となり得るUOBの「トリプルAアプローチ」は、金融犯罪の
もたらす問題を防ぐために高度なアナリティクスなどの多様なテクノロジー
を組み合わせ、より良い対策を提供しています。UOBは、社内で開発さ
れたネットワーク分析アプローチにより、資金フローの分析能力の強化に
注力し、隠されたつながりや異常、重層化により関係隠ぺいを図る高
度なスキームの発見に努めています。

図8：

取引先 A 取引先 B 取引先 C 取引先 D 取引先 E 取引先 F 取引先 G 取引先 H 取引先 I 取引先 J

個人 A 

(2)複数の郵便番号 ID-A

個人 B 連絡先番号 

エンティティ A 

エンティティ 
M 

エンティティ 
L 

エンティティ 
D 

エンティティ 
K 

エンティティ 
J 

エンティティ 
P 

エンティティ 
O 

エンティティ 
E 

エンティティ 
N 

エンティティ 
F 

エンティティ 
I 

エンティティ 
G 

エンティティ 
Q 

エンティティ 
C 

エンティティ 
B 

(2) ID-A の相手先の
複数の企業 

(3)ID-A の相手先の
複数の企業 

(2) ID-Bの相手先の
複数の企業 

(2) ID-Cの相手先の
複数の企業 

(5)ID-A の相手先の
複数の企業 

(14)ID-A の相手先の
複数の企業 

1. オーナーシップ：BO（個人 A）はシンガポールの非定住外国
人

2. KYC：エンティティ A は登録住所であり、BO（個人 A）の住
所から企業秘書会社（個人 B）の住所が明らかになった

3. KYC：エンティティ A BO（個人 A）と個人 B（企業秘書）
の共通の連絡先（電話、メールなど）

4. 支払情報：エンティティ A が送金/TT 指示書に記載した会
社住所も、会社秘書と同じ住所になっている

凡例 

SG ディレクター 

フォーカスエンティティ（クラスターグループ内） 

エンティティ（クラスターグループ外） 

送金 

共通の連絡先（メール、電話） 

共通の住所 
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例えば、ペーパーカンパニーや実質的支配
者の問題に取り組むために、UOBはリンク
（つながり）分析を使い、直接・間接的
な関係を評価・特定し、ペーパーカンパニー
の特徴を持つ不正資金フローを追跡
しました。複数の情報源からのデータ
（例：取引データ、顧客プロファイルデー
タ、共通の連絡先詳細、取引先データ）
を組み合わせることで、UOBは高リスクの
疑わしい行為をより正確に評価できるよう
になりました。

孤立した口座をレビューする従来型の方
法を使っていると、つじつまの合わない関
係や異常な送金・取引を推定するための
分析に何カ月もかかる可能性があります。
ネットワーク・リンク分析を使うことで、UOB

は、AMLおよびCFTリスクを伴うネットワーク
化された関係の絞り込みと調査を数日以
内に行う能力を持ちました。 

技術の進歩とグローバルな商取引の増加
により、組織犯罪シンジケートは状況に適
応し、グローバル金融経済のギャップとクロ
スボーダー取引の普遍性を悪用するための
テクニックを進化させ続けています。資金フ
ローを追跡し、真の資金源や富の源を隠
すために設立された会社を識別する能力
を持つことは、銀行にとって決定的に重要
です。ネットワークアナリティクス（図8参
照）の活用により、循環するループ状の
資金フローを識別できるようになりました。

成果 
ネットワーク・リンク分析により、UOB は
レビューの迅速化と効率の向上を実現
しました。

つまり、ネットワーク化された関係の調
査に要する期間が、数カ月から数日に
短縮されたということです。 

さらに、UOB はその中から疑わしい取
引を突き止め、その結果、50 以上の
関係を終了することになりました。
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どのテクノロジーを活用するかを決定し、そ
れを様々なビジネス目的にマッチさせ、規
制コンプライアンスの期待に応えることは、
非常に骨の折れる作業です。しかし、銀
行が競争力とレジリエンスを保つために
は、進化する金融犯罪の問題に取り組む
ための新たなアプローチを用いることが重要
です。

業界のプレイヤー（金融機関に限らな
い）は、人材の能力構築、AI、機械学
習、RPAおよび金融犯罪コンプライアンス
の認知技術のプレイヤーとユーザーの十分
な育成、そして未来のインフラアーキテク
チャに対して投資を行っていく必要があり
ます。 

大胆な提案を持って一歩踏み出した者は
少ないものの、金融犯罪コンプライアンス
の未来は確かにここにあります。取引モニ
タリングとネームスクリーニングだけではなく
すべてのプロセスにAI、機械学習、RPA、
NLPを活用する金融犯罪コンプライアンス
の将来像は、設計の途上にあります。

目標は、金融犯罪コンプライアンスのオペ
レーティングモデルの設計に、これまで以上
の実効性と堅牢性をもたらすことです。

より良い監視アプローチとは、何もかもを監
視しようとすることでリソースを痩せ衰えさ
せ、それにより集中力と勢いを失うのでは
なく、脅威ベースでなければならないと考
えます。 

究極のモデルは、KYC、顧客デューデリジェ
ンス、取引モニタリングのための業界レベル
でのコンプライアンスユーティリティの増加で
す。そのために、この同じコンプライアンス
ユーティリティは、技術的には次世代テクノ
ロジーによって駆動されるべきです。同じよ
うに、金融機関が未来に進む中でこのよう
なユーティリティとつながる準備を整えるた
めに自らイノベーションの行程を始めること
については、説得力のある理由があります。 

これを達成するために、現在、コンプライア
ンスやデータが競争優位性を奪うという
誤った考えに妨げられることなくデータや洞
察を共有できるような官民パートナーシップ
の必要性が高まっています。 

そのような共有は、脅威の統一基準や分
析という形のメリットを生む可能性があり
ます。それは、リスク監視能力の強化に有
効なだけでなく、より長期的な効率向上
ももたらすでしょう。

金融犯罪コンプライアンスを確保するため
のテクノロジー活用にさらなる進歩が見ら
れれば、UOBによる機械学習モデル採用
から得られるさらなる学び、エコシステム構
築の発展に関する私たちの考え、包括的
監視アプローチの成果について、今後情報
を提供する予定です。情報には私たちの
見解も補足します。そのときまでに、その
見解が金融犯罪コンプライアンスの未来
にとっての目標になっていてほしいと願って
います。

銀行は、仕事の将来像に備えるため
に、人材管理アプローチを刷新する必
要があります。自動化、ギグエコノ
ミー、クラウドソーシング、人口動態の
変化はすべて、将来の仕事のやり方
に影響を与えます。将来的には、問
題解決と独創性による価値の創出
がこれまでよりもはるかに重要となり
ます。機械が主流となる世界におい
て、問題解決スキルが、独創性、判
断力、説得力、共感力を使いこなす
必要があります。学習を加速させる
必要があると同時に、学んだ知識を
他者に伝えることも優先事項としな
ければなりません。

出典：Talent: With the future of work
near, learning how to learn could be 
crucial, p13, 2019 Banking and Capital 
Markets Outlook, Deloitte 

早急な投資対応が必要な 

重要分野は以下のとおりです。 

スキルおよび専門知識：新たなテクノロジーやイノベーションが仕事の性質を変えて
いく中で、金融機関のコンプライアンス担当者が金融犯罪コンプライアンスの領域
内のテクノロジーを監視・監督する必要性が高まります。 

エコシステムの構築：銀行が今すぐ活用できるエコシステムがなければ、意図的に
エコシステムを「構築」する必要があると思います。これは、金融犯罪との闘いの中
で直面する数々の課題に対して浮上しつつある答えの持続可能性を確保するため
です。「一度限りの成功の奇跡」になるのを避けるために、慎重に策を練る必要が
あります。

既成概念の枠を超え、他のプレイヤーに同じ行程に乗り出すよう勧誘するために、
成功談を共有することは、ただ重要なだけでなく必要不可欠です。エコシステムが
あれば、活動に拍車をかけ、能力を強化し、価値を創出し、イノベーションの成功を
実現できます。それによって、強力で進化した参加者の需要と供給が生み出され、
業界全体がその恩恵を受けるでしょう。UOB はエコシステムの構築への貢献に向け
て革新的な対策を講じてきました。 
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「シンガポールはデジタル競争の最前線に立っており、真っ先
に創造的破壊の的になるのは金融機関です。技術革新が
ニューノーマルとなり、明確な目的、動機、意思決定を持って
速いペースの変化に対応しなければなりません。シンガポール
初のAIモデルによるガバナンスの枠組みに従って、私たちの
チームはUOBと共に、極めて重要な行程に乗り出していま
す。金融犯罪コンプライアンスの未来は、新しい観点から捉
えられる可能性があり、スマートテクノロジーとのシームレスな
連携により、リスクと機会の両方の角度からより優れた洞察
を得られる場としての重要性は高まっていくでしょう。」

Ho Kok Yong 
SEA Financial Services Leader, Deloitte 
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