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business of certainty

ネガティブニュース、制裁対象、ウォ
ッチリストおよびPEPsを収集した包
括的リスクデータベースGridとの連
携で、より高性能なスクリーニング
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包括的・柔軟かつ正確なサードパーティー 
スクリーニング

Reviewは、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、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、アンチ マネーロンダリング (AML) や顧客確認 
(KYC) 規制に準拠し、貴社のビジネスが金融犯罪へ関与
することを防ぐ意思決定が実行できるよう
サポートします。

ビューロー・ヴァン・ダイクのソリューション「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。

関連性の高いリ
スクプロファイル
を、優先順位順に
表示

一次のアラート管理 
オプションを設定。
ポートフォリオの自動モニ 
タリングも適応可能

対象企業名を
入力

高精度の名寄
せ・マッチング
処理で一致する
企業を特定

設定したリス
クフィルタを
適用

Powered by

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・リスクステージ・時期
でフィルタリングが可能です。

Reviewのリスクスクリーニングプロセス
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Review - 主なメリット

正確な企業名の名寄せ・マッチング
個人や企業の名称を入力すると、高精度の名寄せ・マッチ
ング処理が実施されます。この処理の過程では、言語文
化・代替表記・語順等の複数の可変的な情報を考慮してい
ます。その結果、無用なヒット(False positive)を削減し、よ
り関連度の高いスクリーニング結果を得ることができま
す。

構造化された詳細なリスクプロファイル
名称がマッチングするとリスクプロファイルが表示され、
対象の個人や企業に関連する全てのリスクデータを、単一
のレポートにて確認できます。レポートでは、最も関連性
の高いリスク情報の要約をトップに表示し、次に、ネガティ
ブニュース・公的要人 (PEPs)・制裁対象情報を元に特定さ
れた各リスクイベントの詳細内容が記載されています。ま
た、リスクイベントは、イベントの種類・リスクステージ・時
期によって、明確に特定できます。

柔軟なアラート管理オプション
社内でアラートをレビューする代わりに、一次アラートの
設定において、追加のアラート精査方法を選択できます。
当社のアナリストチームによる検証、またはAIモデルによ
る処理のどちらかより選択が可能です。これらのオプショ
ンを活用することで、貴社チームは関連性の高いリスクア
ラートのみに集中し、より効率的にスクリーニング業務を
遂行し、意思決定を迅速に行えます。

ポートフォリオの自動モニタリング
貴社のクライアントのポートフォリオを、毎日、自動的にモ
ニタリングすることで、継続的なKYC (顧客管理) プロセ
スを実現します。また、関連のあるリスク情報がGridに新し
く追加されると、貴社のリスクガイドラインに従って優先
順位付けされ、アラートが送信されます。この仕組みによ
り、貴社の取引先に関する新たなリスクに対して、定期的
にマニュアルで調査しなおすことなく、迅速に対応できま
す。

カスタマイズ可能なリスクスクリーニング

初期設定のリスクモデルを利用することも、貴社に
関連のあるリスクカテゴリー・犯罪や違反のリスクス
テージ・時期に合わせてカスタマイズした、独自のス
クリーニングアラートモデルを設定することも可能
です。 

• マネーロンダリング、贈収賄、サイバー犯罪、人
身売買など、50以上のリスクカテゴリーでフィル
タリングが可能

• 起訴、告訴、有罪判決など、35以上の分類から検
討対象とするリスクステージの定義が可能

• リスク発生時期に応じて当該リスクを除外可能

• 規制変更や新たなリスクの発生に合わせて、適宜
リスクプロファイルの再検証が可能

「View」オプションで利用可能なダッシュボ
ードと分析 
ダッシュボードでは、スクリーニング業務の分析が行われ、
複数の事業分野および地域にわたるトレンドの特定、照会
件数の追跡、異常値の特定、スクリーニングパフォーマン
スの測定が可能です。「View」オプションでは、スクリーニ
ング作業を俯瞰できるので、スクリーニング結果が正確に
把握でき、パフォーマンスの向上につながります。 

リスクカテゴリーおよびリスクステージの設定事例
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ネガティブニュース
世界中の12万件を超える信頼できる情報源から、広範な
ネガティブニュース情報を収集しています。Gridには30
億件以上の過去記事を収録し、50以上のリスクカテゴリ
ー、30以上のリスクステージで細かく分類しています。75
以上の国や地域の外国語で書かれた記事をモニタリング
し、翻訳者の手で英語に翻訳されています。Gridのネガテ
ィブニュース情報で特定可能なリスクには次のものも含
まれます。

• AML6（EU 第 6 次 AML 指令）で定める22種の前提犯
罪

• 金融活動作業部会（FATF）からの勧告で指定された分
野の犯罪

PEPs（公的要人）
Gridは、長年に渡る調査により240ヶ国以上の地域のPEPs
を収集しています。各国の首脳、高級官僚、軍隊の幹部な
ど、様々なPEPsカテゴリーにおける主要人物の政治経歴
が収録されています。また、Gridは、PEPsの親戚や親しい
知人の他、ネガティブニュースや制裁リスト由来のPEPs情
報もカバーしています。

PEPsと言っても、リスクの度合いはそれぞれ異なります
が、役職、地位、国、影響を及ぼす事象リスク情報に基づ
き、PEPsのリスクレベルを独自に分類しています。

国有企業
Gridは、全世界の企業情報を収録したデータベース Orbis
由来の国有企業（SOEs）に関する広範なデータもカバー
しています。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）と関連した組織や国有企業

（SOEs）と見なされる企業が特定できるよう、包括的な出
資関係情報に関するアルゴリズムを使用しています。

制裁対象とウォッチリスト
Gridは、政府機関から直接提供された最新かつ正確な制
裁リストとウォッチリストのデータを収録しています。また、
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されています。

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紐づけられています。 組織的に
関係のある、子会社、関連企業、取締役会メンバーの他に、
個人的につながっている関係企業や家族および親しい関
係者がそれぞれ含まれます。

特別なデータセット
これらのデータセットには、新興リスクの特定に向けて、体
系的に収集・収録したリスク情報が収録されています。

• イラン – 国際的な制裁および管理対象となっているイ
ランのエネルギー、運輸、軍事と関連する個人および
組織を特定するデータセットです。

• マリファナ関連ビジネス  – 合法化が世界各地で進む
中、マリファナ産業で事業をしている企業並びその関
連企業・個人の特定に役立ちます。

• パナマ文書  – リークされた情報1150万件のファイル
で構成されるこの文書では、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。Gridには、名寄せマッチングや住
所解析等、徹底してデータクレンジングされた36万件
以上の組織が収録されています。

ReviewはGridのデータベースと連携
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リスクプロファイルに合わせてスクリーニング結果を検証
し、アラート機能を設定するまでを貴社内で決めることが
できます。

無用なヒット（False positive）と無関係な結果を除外するた
め、一次スクリーニングアラートを当社のアナリストチー
ムに依頼できます。このステップにより貴社の担当チーム
に送信されるアラート件数を大幅に削減できるため、優先
度の高いアラートに集中することが可能です。当社の経験
豊富なアナリストが独自の技術を活用し、マッチング結果
を高い質と正確性で素早く精査します。また、アナリストの
精査条件に、特定のガイドラインや処理ルールを適用する
ことで、関連した優先度の高いアラート結果のみを得るこ
ともできます。

早急なアラート処理が必要な場合、AI Review機能が有効
です。AI Reviewでは人的作業時間が生じることなく、自動
で、スクリーニング結果中の無用なヒット(False positive)
を除外し、優先すべきアラートにフラグを立てます。その
結果、貴社組織の拡大やリスクモデルの確立に合わせ、ワ
ンストップでより多くのスクリーニングについて、より早く
意思決定することが可能です。

AI Reviewの基本の機械学習モデルは、世界中のクライア
ントのために、当社のアナリストが実行した数百万件もの
アラート処理に基づいてトレーニングされています。この
トレーニングデータに基づいてマッチング度合いをスコ
ア化することで、スクリーニングでマッチングした結果が
アラート対象か無用なヒット(false positive)なのかを、正確
に判断します。また、基本モデルは、貴社独自のスクリーニ
ング検証データを用いて、通常約5~10日間トレーニング
することでカスタマイズできます。その結果、モデルが算
出するスコアの精度が大幅に向上し、無用なヒット(false 
positive)がさらに削減されるため、関連性の高いアラート
を貴社が優先して処理することができるようになります。

当社では、透明性が高く、専門家が導入前後で説明や精査
が可能なAIモデルを使用しています。また、トレーニング
モデルと品質管理に関しても完全な”透明性”を有してい
ます。また、モデルの変化履歴・トレーニング・テストデータ
は全て保管されるため、結果の監査や追跡も可能です。当
社のリスクモデル管理プログラムは、金融規制当局からの
ベストプラクティスガイダンスに基づいた、当該テクノロ
ジーの継続的な精度とパフォーマンスレベルを維持いた
します。

貴社のニーズに合わせたReviewオプション

通常、貴社内でスクリーニングのアラート分析を行う場合は、膨大なコストストや時間がか
かります。当社のアラート管理オプションは、作業負荷の軽減と効率性の向上をサポートい
たします。Reviewには次の3つのオプションがあります：
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