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リスクマネジメント 
プラットフォーム 

社内データ、Orbisに収録された詳細な企業情報、 
そしてGridとのデータとの連携により、さらに 
スマートなデューデリジェンス業務を可能にします。 

Compliance Catalystは、データとテクノロジー、 
リスク管理プロセスが組み合わさった 
統合プラットフォームです。

Welcome to the business 
of certainty 



当社が誇るリスクプラットフォームであるCompliance Catalystが新しく生まれ 
変わりました。 拡張性や稼働速度が向上し、リスク評価モデルが組み込まれて 
いるため、独自のコンプライアンスチェック体制を構築できます。 さらに、公的要人

（PEPs）や制裁対象、ネガティブニュースをよりスマートにスクリーニングするGrid
から収集されたリスクデータを収録しています。 
最新のユーザーインターフェースを採用し、Orbisの 
データベースとの円滑な連携を実現します。また、多く
の機能が拡張され、昨今のリスクマネジメントに最適な
プラットフォームとなっています。

Compliance Catalystとは？ 
Compliance Catalystは、データ、テクノロジー、マンパワ
ーを組み合わせた統合プラットフォームです。 顧客確認 
(KYC)、アンチマネーロンダリング（AML）、贈収賄・腐敗
防止（ABAC）の調査、顧客のオンボーディングやデュー
デリジェンスの業務効率化をサポートいたします。 

法人や個人に対するリスクチェックを自動化することで、
迅速にリスクを特定できるようになります。 導入後、初
期設定に組み込まれているリスク評価モデルを使用す
るか、評価項目や選好度に合わせてカスタマイズした
独自のモデルを作成することができます。 Compliance 
Catalystには、Orbis企業データベースが搭載されていま
す。 これに加えて、社内データや顧客データを分析に組
み込むことができます。 より複雑な企業体の場合、厳格
な顧客管理（EDD）サービスを通じて直接調査を行うこと
も可能です。

提供 提供

Orbisは、業界を代表する、非上場企業情
報を中心とした企業データベースです。 
最終所有者、ベネフィシャルオーナー（実
質的所有者）、議決権を含む企業の広範な
出資関係情報が収録されています。  
また、M&A、出資関係の変更、コーポレート 
アクション、開示情報や厳選されたニュー
スなど、広範なイベント情報も収録されて
います。

Gridは、ネガティブニュース、制裁対象、ウォ
ッチリストおよび公的要人（PEPs）等を収集
したリスク情報のデータベースです。リス
ク情報はカテゴリー分類され、 企業や個人
のプロファイルにまとめて紐づけられるた
め、関連するリスク情報も、詳細レポートに
て体系的に参照できます。

Gridではデータとカテゴリー分類を組み合
わせることで、関連度や貴社独自のリスク
評価項目に基づいて、リスクの種類・段階・
時期でフィルタリングが可能です。

モニタリングと 
継続的顧客管理

Compliance Catalystプロセス： 概略

企業/個人の特定 リスクモデルの選択 監査証跡を含む詳細な 
リスクレポートの作成



統合プラットフォーム
Compliance Catalystは様々な情報が一つのプラットフォ
ームに統合された唯一のソリューションです。 社内のデ
ータ、Orbisによる企業データ、柔軟性の高いデューデリ
ジェンスプロセス、これらすべてが自動化・強化され、一
つのプラットフォーム上で一括して行えます。

社内データは、Webサービス (API)からのフィードを送る
ことも、自動化された電子フォームと調査票を統合し、貴
社の取引先やオンボーディング中の企業に関する情報を
追加することもできます。 また、Compliance Catalystの 
リスクレポートへ貴社で行った厳格な顧客管理（EDD）の
結果や情報を追加することもできます。

KYC企業レポートとリスクプレビューを瞬時に
作成 
対象企業とOrbisの企業名の名寄せ・マッチングを終える
と、ウォッチリストとネガティブニュースに対するスクリー
ニングが瞬時に行われ、コンプライアンス関連データの
概要がすべて表示されます。これらのすべてを定性的な
リスク評価を開始する前に確認できます。

そのまますぐに使い始めることも、詳細なカス
タマイズを行うことも可能
あらかじめ用意されたリスク評価モデルを使用すること
も、評価項目に合わせてカスタマイズした独自のモデル
を作成することもできます。 これらのモデルは簡単に設
定でき、ユーザー自身がCompliance Catalystのカスタマ
イズ、ワークフローを管理し、弊社や外部ベンダーに依
頼せずにアップロードできます。

強化されたアラート機能で、関連度をスコア化
して無用なヒット(False positive)を少なく
アラートの強化ポイントは、 以下の通りです。

• アナリストの判断履歴をもとに作られたAIモデルが、
リスク情報の関連度をスコア化するため、該当した
無用なヒット(False positive)をより簡単に除外できま
す。 

• 簡単に一括解除できます。 
• 正確性の向上 - OrbisとGridのリスクデータの連携に

より、企業名の名寄せ・マッチング精度が高まり、 
リスクプロファイルを高度にカスタマイズすること
が可能です。 

ダッシュボードと分析

ダッシュボードには、すべてのポートフォリオが表示され、
審査中の案件、そして精査済や未完了のリスク情報に関
する全体状況が確認できます。

独自のCompliance Catalyst設定を構築 
独自のワークフロー・リスク評価モデルを設定し、 
プロセス自動化。  

独自のワークフロー、トリガー、データセットの組み合わ
せを作成し、さまざまなリスク評価モデルを作成するこ
とができます。 Compliance Catalystは、取引開始前の企
業情報の収集から、詳細で厳格な顧客管理（EDD）まで、
必要に応じてシンプルなものから高度なものまで設定で
き、社内ユーザーベースに最適です。

モダンなインターフェイスと機械学習
新しいCompliance Catalystは、優れたユーザーエクス
ペリエンスを提供し、ネガティブニュースや無用なヒット
(False positive)の関連度の判断する機械学習など最新の
の技術を取り入れています。

独自のデータやフォーム
Compliance Catalystは、データ連携と社内情報アップロ 
ードなどのさまざまなオプションがあり、それらを用いて
独自のワークフローを作成できます。 これらには、顧客
やオンボーディング中の企業から収集したデータを追加
できるフォームや調査表が含まれます。

主な機能



提供

Gridから提供

•  アラートを関連度でスコア化
•  柔軟性の高いルールと一致度の設定 
•  扱いやすいアラート管理
•  無用なヒット(False positive)を削減

公的要人（PEPs）、制裁対象、
その他の警戒対象

多彩なネガティブニュースと
収集されたリスクプロファイル

管理と分析
管理状況
精査済み/未完了のリスク情報
リスクレポート作成
ポートフォリオ分析 ・ 管理

Compliance Catalystプラットフォーム

Orbisから提供

外部データの入力
次の方法で取引先データと社内
データをリクエストしてインポート：

社内情報アップロード
電子フォーム
調査票

初期設定
モデル

カスタム
モデル

リスク
レポート

Orbisデータベースに照合
して名前とIDをマッチング
一括アップロードの
オプションあり

法人
銀行
ID 番号
BvD ID
LEI
政府発行のID
GIIN

個人

個人事業主

保険会社

ノンバンク
の金融機関

船舶

政治に関わるリスク

カントリーリスク

登記の状態

ベネフィシャルオーナー
(実質的所有者)

最終所有者

間接出資

設立日

財務信用力

企業グループ

公的要人（PEPs）
制裁対象
所有者
登記の状態

取締役
ニュース
警戒対象

財務健全性と流
動性に関する事象
財務信用力

住所

その他の企業
データ

モデルを選択してリスクレポートを取得

リスクチェック企業とID番号

変更をモニタリング：

オプションでアナリスト主導の
厳格な顧客管理（EDD）

ダッシュボード
と分析

モニタリング
アラート

検索 KYCレポートと
リスクプレビュー

詳細なリスク
評価レポート

独自のワークフローやトリガーを作成

安全な監査証跡と注釈オプション
継続的な分析とモニタリング

企業検索

 企業データベース連携型 
リスクマネジメント 
プラットフォーム



Orbisは、最も広範な企業情報、資本関係情報を提供します。 そして、Gridに収集されたリスク関連
情報と組み合わされ、貴社の取引対象となるサードパーティーに関して、新たなレベルの確実性
を提供します。
ユニークな企業コード

 Compliance Catalystのデータベース

ネガティブニュースと収集されたリスク 
データ
Gridは、ネガティブニュース、公的要人（PEPs）、モニタ
リングされたウォッチリスト、制裁対象等を包括的に収
集・収録し、スクリーニング機能も備わっています。 テ
ロ、人身売買、組織犯罪、サイバー犯罪や環境犯罪を含
む詳細なカテゴリーも有しています。 これらのカテゴリ
ーはAML 6 Predicate OffencesおよびFATF Designated 
Category of Offencesと提携されています。 

また、50以上のリスクコードおよび30以上のリスクステ
ージによって、詳細にカテゴライズされた30億件以上の
ニュース記事を含んでいます。 Compliance Catalystへ
の連携で、スクリーニングをより正確かつ迅速に実行し、
より精度の高い結果をご提供します。 

BvD ID、ローカルID、およびLEIやGIINなどその他様々な 
ID番号を収録しています。

企業の詳細な出資関係やベネフィシャルオー
ナー（実質的所有者） 
慎重に収集、処理、構造化された出資関係情報は、個々
の企業およびその企業グループの資本構造の詳細を理
解するために役立ちます。 提供可能な情報には、日付や
情報ソースが含まれ、 変更履歴や過去データも参照で
きます。 また、社内や現地の規制要件に適うようにベネ
フィシャルオーナー（実質的所有者）を定義することもで
きます。 その他、次の情報も含まれます。

• 直接・間接子会社と実権を有する株主の包括的リス
ト

• 企業グループ - 対象企業の最終所有者が同一の全
企業 

• 直接・間接出資と最終所有者 
• 明確に示されたベネフィシャルオーナー（実質的所

有者）、および対象会社からベネフィシャルオーナー
への経路 

• 現地登録機関に登録されているベネフィシャルオー
ナー（実質的所有者） 

企業の関係者情報
Orbisは取締役、顧問、監査役、役員、幹部などを含む 企
業内や企業と関連する関係者の広範なデータベースを
提供します。

そして、個人に対する前職や現職、およびその他の個人
との関係性も表示されます。

財務データと財務信用力スコア
Orbisの標準化された財務諸表と財務モデルは、財務状
況と企業の財務信用力の予測指標を示します。

ESG風評被害のリスクデータ
環境、社会、ガバナンス（ESG）のリスクデータと指標、企
業に関連する風評被害のリスクを評価し、取引可否の意
思決定にご利用いただけます。

船舶 
特定の船舶が制裁対象リストに該当していないかどう
か、および法人とどのように関連しているかを確認でき
ます。

オリジナル文書
• 現地で提出された書類の「スキャン画像」
• 世界中の公式ビジネス書類の発注機能
• 年次報告書のPDFファイル
• 登録機関に提出された書類へのリンク

その他の企業情報： 
• 公開入札データ
• 登記の状態、設立日、業界/国の政治体制
• 金融機関向けAML文書 
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 リスク評価モデル

貴社のデューデリジェンス対象企業やリスク評価項目に合わせてCompliance 
Catalystを最適化します。 

検索
企業（非上場および上場）、銀行や金融機関、個人事業者、
保険会社、ノンバンク金融機関、船舶、個人などを含む広
範なOrbisの企業データと貴社のデータを照らし合わせ
て確認できます。 Orbisは公式な法人名（ユニークな企
業コードを待つ）を扱い、検索はシンプルかつ迅速です。 
そのため、対象企業をOrbisのデータから正しく検索す
れば、適切なデータに基づいた分析であると確信できま
す。 これは、ユーザー自身によるバッチアップロードにも
同様に適応します。 そして、対象企業とOrbisの企業名を
一致させることで、対象企業に関してのデータをより充
足させることができます。

ネガティブニュース機能
対象となる企業、個人、およびポートフォリオに関してフィ
ルタリングされた関連ニュースを確認できます。 新機能
である機械学習により、ネガティブニュースの傾向をさら
に正確に特定し、無用なヒット(False positive)や誤検知情
報を減らすことができます。

厳格な顧客管理（EDD）
リスクの高い企業や個人を詳細に調査する必要がある
とスクリーニングによって示された場合、ワークフローを
使って貴社の分析担当者または弊社が提供する厳格な
顧客管理（EDD）サービスに直接転送できます。

API Webサービス 
社内システムとスムーズに統合するために、APIを通じて
貴社のシステムからCompliance Catalystへのデータ
連携を自動化することができます。

50%ルールの制裁対象
OFACの50%ルールによると、単独では制裁対象とはな
らない企業でも制裁対象の企業または個人との関係に
より、制裁対象となる可能性があります。 当社の出資関
係データとその機能は、「50%ルールにより制裁対象と
なった」企業の特定に役立ちます。

議決権
パワースコアが示すのは、単なる出資比率だけではあり
ません。 法的所有者やベネフィシャルオーナー（実質的
所有者）ではないために見落とされやすい実権を持つ株
主を見つけて特定するのに役立ちます 

Ownership Explorer
このダイナミックなデータ可視化機能を使うことで、複
雑な出資関係の全体から細部まで確認することができ
ます。 フィルターと色分けを使って、資本関係を活用し
て分析を容易に行うことができます。

競合/提携チェッカー
会社または個人がリンクされているかどうかを素早く確
認できます。 その結果は図形式と表形式で表示され、複
雑なスクリーニングもわずか数分で完了します。

主なメリット

• 直感的で迅速な新しいユーザーエクスペリエンスを提
供し、高リスク案件をスピーディーに特定することがで
きます。

• OrbisとGridの広範な基本情報は、機械学習や自然言語
処理などのテクノロジーと組み合わさることで、適切に
データを収集し、リスクに無関係の不適当なデータを減
らし、無用なヒット(False positive)を削減します。

• 外部サポートなく、ユーザー自身で多数の企業情報を
バッチアップロードでき、モデルカスタマイズもできる
セルフサービス・ユーザーエクスペリエンスを提供しま
す。 

• 監査証跡と共に一元管理されたデータ、レポート作成、
データークフロー、リスクプロファイル、コンプライアン
スポリシーの全てが一つのプラットフォームに組み込ま
れています。 

• ニーズに合わせて簡易な評価から細部までの「フルワ
ーク」分析まで、どのレベルでもご利用可能です。 

• 小規模から大規模なポートフォリオまで拡張性に優れ、
営業、アナリスト、コンプライアンスの専門ではないユ
ーザーなど、幅広いユーザーに安心してご利用いただ
けるソリューションです。

• アラートのスコアやアラート管理のオプションにより、
作業効率がさらに向上します。 

• 貴社のポートフォリオとステークホルダーに適したソリ
ューション構築ができる、柔軟性があります。
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