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Gridとは？

Gridを使用することで、より効果的にスクリーニングを実
行できます。データとカテゴリー分類を組み合わせること
で、関連度合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。この
結果、精度が高まり無用なヒット(False positive)が減少し、
作業効率が向上します。

Gridは、広範なリスクプロファイルやリスクイベントに関す
るデータを収録しています。

Grid - データ収録状況
Gridは、約1,300万のリスクプロファイルを収集していま
す。リスクプロファイルとは、個人や組織に関するコンプラ
イアンスリスク情報のレポートで、関連するリスク情報の
照合が可能です。

Gridは、12万件を超える情報源からリスク情報を収集
しており、さらに、240ヶ国以上の地域における、30億
件以上の10年以内の過去記事も収録しています。

収録情報には、ネガティブニュースや制裁対象、ウォッチリス
ト、公的要人 (PEPs) に加え、イラン・パナマ文書・マリファ
ナ関連ビジネス等特定のリスクテーマに焦点を絞ったデー
タセットが含まれます。

PEPs – 公的要人
Gridには、240ヶ国以上の地域における個人を対象とした、
長年の調査に基づいたPEPsの詳細情報が収録されてい
ます。また、PEPsに関連したカントリーリスク、役職、地位
に関するリスク、影響を及ぼす事象リスクを考慮した、リス
ク項目分類を作成しています。

当社のデータは、 米国愛国者法第312条、EUの第4次
マネーロンダリング防止指令、金融活動作業部会 (FATF)
勧告、ウォルフスバーグ声明の、国や地域ごとに定められ

た規制要件や指導原則の要求以上の水準を維持していま
す。 

PEPsの対象は以下の通りです。（現在の役職だけでなく、
過去の政治的な履歴も収録されています）：

• 各国の首脳

• 高級閣僚

• 主要インフラセクターを監督する役人

• 非インフラセクターを監督する役人

• 地方政府の役人

• 地方自治体の役人

• 立法部門の役人

• 大使、外交官トップ

• 軍の幹部

• 司法機関の主要人物

• 国会議員

• 国営企業の上層部、役員

• 各PEPの家族

• 各PEPの親しい知人やアドバイザー

• 国際スポーツ機関の役員

高リスクとみなされる国においては、リスク評価の際、より
広範囲の関係人物のリスクを考慮に入れる必要がありま
す。高リスク国については、野党議員、野党・影の内閣にお
ける権力者、政界に強い影響力を持つ人物、その他関係者
も、 PEPsの情報として収集しています。

Gridはネガティブニュースや制裁対象、ウォッチリスト、公的要人 (PEPs) を収集・収録し
たコンプライアンスリスク情報データベースです。業界最高水準の包括的なデータを収
録しています。収集したリスク情報から個人や企業別の詳細なプロファイルを作成する
ため、詳細レポートでは関連するリスク情報も体系的に確認できます。
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PEPsに関する包括的な情報セット
PEPsプロファイルは、複数の情報源からリスク情報を集
約してご提供します。PEPsが制裁対象となっている場合
や、ウォッチリストやネガティブニュースに掲載された場合
は、PEPsのリスクプロファイルにその情報が明示されま
す。

PEPsのリスク項目分類 
一部の PEPsは、他のPEPsよりもリスクが高いと考えられ
ます。 PEPs情報は体系的に整理されており、地位、国、等
級別の情報が含まれています。 弊社ではこれらの情報を
用い、PEPsのリスクレーティングを作成しています。 これ
らのリスクグループやその他の要素に基づいたスクリー
ニングで、フィルタリングやランク付けが可能です。

国有企業
国有企業（SOEs）は、国家関連の干渉やその他のロンダ
リング活動といったリスクにさらされやすい性質がありま
す。また、国有企業（SOEs）の役員を務める個人は、PEPsと
して認識されることも重要です。

Gridは、広範な国有企業(SOEs)情報を収録しています。
包括的な出資関係情報とアルゴリズムにより、他のスク
リーニングサービスにおいて見逃されがちな、国有企業
(SOEs)にリンクしている組織や国有企業(SOEs)と見なさ
れる企業を確認することができます。

制裁対象リストとウォッチリスト
Gridは、政府機関から直接提供された最新かつ正確な制
裁対象リストとウォッチリストのデータを収録しています。
この情報は、制裁対象となっている企業と関係のある個人
や組織の包括的な記録と統合されており、米国財務省と
EUが発表したガイダンスを遵守しています。

ウォッチリストの包括的カバレッジ 
世界中から収集した国内外の制裁対象とウォッチリスト情
報は、最新情報に随時更新しています。

• 米国財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁措置

• 国連安全保障理事会（UNSC）の制裁措置

•  EUの制裁対象となる個人、グループ、組織の統合リス
ト

• 英国政府大蔵省の制裁措置

• オーストラリア外務貿易省（DFAT）の制裁措置

• カナダ特別経済措置法による制裁措置

• 逃亡者リスト

• 活動禁止者リスト

• 詐欺警戒先リスト

PEPs 地位

17種類の
タイプ

PEPs レベル

1-4

カントリーリスク

腐敗認識指数や経済的自
由度指数

影響を及ぼす事象リスク

ネガティブニュース、
制裁またはウォッチリスト

A – 低リスク

B – 中リスク

C – 高リスク

D – 超高リスク

PEPsのリスクレーティング
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制裁対象関連先リスクの特定
制裁対象者に関連する個人や組織を特定するための幅広
いデータも収録しています。特にリスクの高い先をわかり
やすく表示することで、規制当局の要求を満たすだけでな
く、風評リスクから保護します。

以下のような、制裁対象との関連性をプロファイルで確認
できます。：

組織的な関係性

• 子会社 (50%以上の出資関係)

• 関連会社 (50%以上の出資関係)

• 取締役および上級役職者

• 取締役および上級役職者の関連企業

• 取締役や上級役職者家族や親しい知人

• 個人的な関係性のある関連企業 ： 制裁対象の個人が、
現在において地位を有している全ての企業

• 制裁対象個人の家族、および親しい知人

ネガティブニュース (Adverse media)
世界中の12万件を超える信頼できる情報ソースから収集
したネガティブニュースから、リスクを幅広く特定すること
ができます。Gridのプロファイルでは、50以上のリスクカ
テゴリーに基づいて、関連するネガティブニュースを分類
しています。これらの分類は、AML6（EU第6次AML指令）
で指定された22の前提犯罪やFATF（金融活動作業部会）
からの勧告で指定された違反・犯罪カテゴリーを含んでい
ます。

Gridには、ニュース出版物、雑誌記事、テレビ、ラジオから
収集した何十億ものネガティブニュースが収録されてい
ます。大手出版社から発行部数が少ない出版物・地域限定
版を含む、全世界の信頼のおけるメディアを情報ソースと
し、世界中の地域をカバーしています。外国語のニュース
は、75ヶ国以上でモニタリングされ、翻訳者の手で英語に
翻訳されています。吟味された数千のメディア記事が毎日
Gridに追加され、新たに発見されたリスク情報も確実にア
ラートが届きます。

ネガティブニュース検索の自動化
個人や組織をGridのプロファイルと照合すると、関連する
ネガティブニュースが、 違反・犯罪の種類、リスクステー
ジ、日付、情報ソースが要約され表示されます。すべての
コンテンツにおいて重複は削除されているので、多くのリ
ストから記事を検索したり、無関係な情報を読む時間を削
減できます。 

情報ソースの信頼性
Gridでは、正確性と高品質のメディア情報ソースを使用す
る必要があります。当社は可能な限り、高水準のジャーナ
リズムが確立されたメディア各社からの情報を使用するよ
う努めています。
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特別なデータセット （Special Collection）
イラン
イランコネクト(Iran Connect)はイランのエネルギー、
運輸、軍事産業に関連する個人や組織を特定するデー
タセットです。この情報は元々、2010年制定の米国包括
イラン制裁法（CISAD: Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability, and Divestment Act of 2010）の施行およ
び、米国、カナダ、EU、英国による対イラン共同制裁の強化
を受けてまとめられました。情報は随時更新され、拡充さ
れています。

マリファナ関連ビジネス
マリファナ産業は、米国やカナダ等の国では合法化される
など、変化の多い規制環境の中で運営されています。この
データセットは当該市場で事業運営に関連している企業
および個人の特定に役立ちます。

このデータセットには、営業許可取得済、申請中の企業が
収録されており、栽培業者、試験所、製造業者、輸送業者、
医療目的・娯楽目的の小売販売業者といった当該ビジネス
の流れに関連する企業の情報も収録されています。情報
は以下の３段階に分類されています。

• Teir 1 ： マリファナを実際に「取り扱う」企業（栽培業者、
卸売業者、小売業者など）。

• Teir 2 ： マリファナに実際には「取り扱わない」が、Teir 1  
企業との取引が主な収益源である企業。

• Teir 3 ： Teir 1  企業に商品やサービスを提供するが、別
の事業がメインの収益となっている企業。

パナマ文書
パナマ文書は、パナマの法律事務所、モサック・フォンセカ
のデータベース上の1150万件のファイルで構成されてい
ます。これらのファイルは、資産隠し目的でタックスヘイブ
ン（租税回避地）がどのように利用されているかを明らか
にしています。名寄せマッチングや住所解析等、詳細にデ
ータが整理された36万件以上の組織が収録されていま
す。パナマ文書で特定された組織のプロファイルは、Grid
内の他のリスク情報に紐づくことで、ネガティブニュー
ス、PEPs、制裁対象との関連性が明確となり、包括的なリ
スクが確認できます。

詳細なリスクプロファイル
収集したリスク情報は個人や企業別の詳細なプロファイ
ルにまとめられているため、詳細レポート画面では関連す
るリスク情報も体系的に確認できます。最も関連性の高い
リスク情報の概要が最初に表示され、その後リスクイベン
ト毎に分類されます。リスクカテゴリーや違反・犯罪のステ
ージ、時期、情報ソース等が明示され、容易に関連企業の
分析ができます。
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Reviewでは、貴社のリスクプロファイルや設定
に沿って、個人や企業をスクリーニング・モニ
タリングし、信頼性のある取引先を迅速に決定
できるようサポートします。また、リスクプロフ
ァイルとリスクイベントを包括的に網羅する当
社のデータベースGridと連携しています。さら
に、Gridのデータ、テクノロジー、マンパワーを
組み合わせて、正確な結果へ導くことで、無用
なヒット(False positive)を大幅に削減します。

Reviewは高精度の名寄せ・マッチングテクノロ
ジーと最先端の検索フィルター・カスタマイズ
機能を組み合わせて、関連性の高いリスクを特
定します。

柔軟なアラート管理オプションとして、当社の専
門アナリストチームが候補アラートを検証する
オプションがあります。また、AIモデルや機械学
習などの最新のテクノロジーによって、一貫性
のある高精度のアラート処理を自動化すること
もできます。機械学習機能が搭載されているた
め、一貫して正確なアラート処理を自動化でき
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。貴社独自のデータと、
当社の企業情報データベースOrbisのデータ
を統合し、さらにGridデータとReview機能を活
用することで、迅速かつ効率的なデューデリジ
ェンス・スクリーニングを行います。

これにより、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。

また、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
目やリスク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。

Gridへのアクセス、利用について
Gridは、スクリーニングソリューションReviewにデータ連携されています。またCompliance Catalystにもデータが利用さ
れています。
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