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NTTデータ ジェトロニクスのマネーロンダリング対策

必要性が高まるマネーロンダリング対策を
グローバルな知見と豊富な実績でサポート
コンサルティングからシステム開発、運用保守まで、一貫したソリューションサービスを提供してきたNTTデータ ジェトロニクス。
金融機関を中心に
必要性が高まっているアンチマネーロンダリング（以下、AML）分野においては、大手金融機関へ AMLシステム「Oculus®シリーズ」を導入する
など、
数多くの実績と豊富なノウハウを活用したビジネスを展開している。

の提供を開始し、現在では、コンサ

ＡＭＬ対応にいち早く着手
偽名口座や匿名口座、複雑な送金

ルティング、フィルタリング、トラ
ン ザ ク シ ョ ン・ モ ニ タ リ ン グ、

経路など、不正な手段で入手した資

本 人 確 認 業 務（K YC：K now Your

金の出どころを隠蔽するマネーロン

Customer）などのサービスを提供し

ダリング（資金洗浄）への対策が世

ている。同社 新規ビジネス営業本部

界 各 国 で 進 ん で い る。 国 内 で は

地域営業部長の坂本雅彦氏は、同社

FATF（金融活動作業部会）の勧告

の A ML ビ ジ ネスの 特 長 に つ いて

に基づく国際的な要請を受け、マネ

「A ML のスペシャリストを国内でいち

ーロンダリング対策（Anti-money

早く養成するなど、A ML をグローバ

laundering ／以下、AML）の必要

ル な 視 点 か ら 捉 え、 常 に 最 新 の

性が高まってきている。

AML 制度動向に対応した取り組みを

NTT データ ジェトロニクスは、

には日本語対応の AML システムの

地域営業部長 坂本 雅彦氏

進めてきました」と語る。

2002 年に AML ソリューションに
関する研究活動に着手し、2003 年

NTT データ ジェトロニクス
新規ビジネス営業本部

スペシャリストが導入・運用を支援

NT T データ ジェトロニクスでは、

同社 金融事業本部
第四金融事業部 金融第四開発部
統括マネージャー 村田 隆洋氏
（CAMS）

販売を開始、2004 年には大手金融

コンサルティングサービスとシステム

機関向け AML システムを提供する

提供を軸に AML ビジネスを展開して

田隆洋氏は「コンサルティングやシス

など、いち早く AML 分野でのビジ

いる。コンサルティングサービスでは、

テム提供とともに、国内外の法制度

ネスを展開してきた。2007 年には

A ML 遵守状況の評価から導入支援、

や事例などのナレッジを活用して、国

大手金融機関の海外拠点向けトラン

システム選定や業務要件の定義、シ

内金融業務に精通した現場重視、業

ザクション・モニタリング・ソリュ

ステム導入後の対応支援など、業務

務中心のアプローチによる現実的か

ーションの導入に海外パッケージ製

から IT まで幅広く提供。各社の要望

つ効果的な A ML を支援しています」

品選定フェーズから参画し製品の検

に応じたサービスのカスタマイズも柔

と語る。

証 や シ ス テ ム 導 入・ 保 守 を 実 施。

軟に対応している。システム提供で

銀行や保険会社、資金移動業者な

2008 年には AML の国際認定資格

は、数多くの導入実績を持つフィルタ

ど、AML の需要が進む中、各社の

取得者を日本のシ

リングシステムを通じて、各社の取り

AML 対応をグルーバルな知見と豊富

ステムインテグレータとして初めて

組みに応じた AML 対応と、その作業

な実績でトータルに支援している。

輩出。2009 年にはフィルタリング

負荷の軽減に貢献している。同社 第

システム「Oculus ®（旧製品名）」

四金融事業部 統括マネージャーの村

＊１ CAMS：米国 CAMS（Certified Anti-Money
Laundering Specialist）に認定された国際的な
マネーロンダリング防止の専門家。

である CAMS

＊１
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顧客情報を高速に処理することがで

多様なニーズに対応した機能を装備した
ＡＭＬシステム「Oculus® シリーズ」

きる。言語エンジンには、フィルタ
リング分野において世界的な実績を

NTT データ ジェトロニクスが開

Oculus® -filter は、口座の開設や大

発・ 提 供 し て い る AML シ ス テ ム

口現金取引、外国為替、新規取引先の

「Oculus ®シリーズ」は、フィルタ

審査、法人の役員や出資先確認時に

持つ FircoSoft 社の製品を採用して
いる。

リ ン グ シ ス テ ム「Oculus® -filter」

おいて、反社会的勢力、不正口座取引

◆作業負荷を軽減：フィルタリング

とトランザクション・モニタリング

者、経済制裁対象者、各国の政府関係

条件のチューニング、アラート調査

システム「Oculus® -monitor」で構

者や公的要人（PEPs）など、複数の

結果の学習、生年月日による絞り込

成されている。この 2 つの製品を通

ウォッチリストを一括照合すること

みなどの機能により無駄なアラート

じて、多様化する不正取引の抑止と

で、本人確認や顧客・取引情報の分

の発生を防ぎ、判定業務の作業負荷

各社の AML 対応業務負荷の軽減に

析などを行うフィルタリングシステ

を軽減できる。

貢献している。

ムだ。
業務機能として、口座開設や取
引 先 審 査 時 に Web 端 末 か ら 顧 客・

◆複数リストを一括で照合：警察庁、

取引先情報をウォッチリストと照合

全国銀行協会、財務省、各国当局など

する「Web フィルタリング」、既存口

の外部の発行元からリストを標準的

世界各国でマネーロンダリングに

座の定期確認時など大量の顧客・取

に取り込むインターフェースにより、

対する規制の強化が進む中、国内に

引先情報をウォッチリストと高速で

複数のウォッチリストを一括してフ

おいても、犯罪による収益の移転防

照合する「バッチフィルタリング」

ィルタリングすることができる。
反社

止に関する法律が改正され、金融機

を装備している。またオプションと

会的勢力の情報や不正口座先など、
開

関に対しては、顧客管理措置の強化

して、口座開設時の顧客情報や送金

示先を限定したいリストについては、

が求められている。
加えて、金融庁の

前の送金人／受取人情報などを受信

権限のあるユーザーだけにヒット内

監督指針では、金融機関に対して反

してウォッチリストとの照合結果を

容を表示することができる。

社会的勢力との取引の遮断が求めら

リアルタイムに返信する「リアルタ

れており、振り込め詐欺防止の観点

イムフィルタリング」や、サーバー

◆報告事務作業を効率化：アラート

からは、凍結口座名義人との取引防

1 台をマルチユーザーで利用できる

の調査結果を履歴として保存するこ

止も喫緊の対策として求められてい

「システム共同センター対応」など

とで確認の証跡として残し、検索、履

フィルタリングシステム
「Oculus®-filter」

る。

歴一覧などの出力ができるので、自

が用意されている。

このような状況のもと、取引相手

AML 対応においては、各社の取り

が問題のない相手であるかを迅速か

組みに応じて各機能を活用すること

つ正確に見極めることが不可欠にな

で、次のような効果を得ることがで

ってきている。AML 分野で数多く

きる。

社の経営陣や当局からの要請に伴う
報告事務作業の効率化が図れる。
このような特長やメリットを持つ
Oculus® -filter は、都市銀行や地方銀

の実績を持つ NTT データ ジェトロ
ニクスでは、顧客・取引先情報のフ

◆あいまい検索に対応：漢字、ひら

行等の金融機関における AML 対応

ィルタリングに特化した AML ソリ

がな、カタカナ、アルファベットな

や、資金移動業者などの企業におけ

ューションとして「Oculus® -filter

ど、日本語と英語での検索を効率よ

る外為送金サービスなど、幅広く利

く行える

用されている。

（オキュラスフィルター）
」を提供し
ている。
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トランザクション・モニタリングシステム
「Oculus®-monitor」
過去の取引履歴や取引パターンな

査・報告をサポートするためのワー

な実績を持つインテリジェントウェ

クフロー機能や検知基準を見直すた

イブ社の不正検知システム ＊ 2 をベ

めの分析レポート、シミュレーショ

ースにすることで開発コストを低

ン機能なども装備している。

減。スモールスタートなど、各社の

どの傾向から通常と異なる 疑わし
い取引

Oculus ® -monitor では、既に実績

目的や環境に応じた導入が可能。

を検知するトランザクショ

のある Oculus® -filter のノウハウを

ン・モニタリングも、AML では重要

生かした効率的なモニタリング機能

◆高度なモニタリング機能を短期間

な役割を果たす対策だ。NTTデータ

が装 備されている。この Oculus ® -

で導入：Oculus ® -monitor には、多

ジェトロニクスでは、口座への入出

monitor と Oculus ® -filter の連携に

様な不正パターンを想定した検知ル

金や顧客ごとの取引を継続的に監視

より、次のような効果を得ることが

ールが用意されているので、ルール

し、不正取引を検知する機能を備え

できる。

策定に関連した業務負担を軽減し、

たトランザクション・モニタリング

システム導入期間を短縮することが

システム「Oculus ® -monitor（オキ

◆高精度なモニタリング：Oculus®-

できる。また、より高度な検知手法

ュラスモニター）
」を提供している。

monitor に は、Oculus ® -filter で ウ

として、プロファイリング機能も搭

Oculus® -monitor は、振り込め詐

ォッチリストとフィルタリングをし

載している。

欺をはじめとした口座不正利用対策

た結果を取り込む機能が標準で用意

をはじめ、マネーロンダリング／テ

されているので、検知された反社会

AML の需要が広がる中、NTT デ

ロ資金供与対策、
反社会的勢力との取

的勢力や PEPs 等の顧客属性などを

ータ ジェトロニクスは、各製品の機

引遮断などの必要となる情報を、
様々

網羅した高精度なモニタリングを行

能拡充を図りながら、各社の AML 対

な検知手法を利用して大量な取引の

える。

策を積極的にサポートしている。

中から効率的に検出するAMLソリュ

◆目的や環境に合わせた導入が可

ーションだ。また、
検知後の判断・調

能：国内クレジット業界などで豊富

ATM

窓口

Oculus®-ﬁlter
フィルタリングシステム

顧客データ

当局

ウォッチリスト

照合

顧客情報

疑わしい顧客を検知

＊２ 精度の高いルールエンジンを利用した日本
製の不正検知システム。国内クレジット業界で
15 年以上培ってきた技術ノウハウと実績をもつ
インテリジェントウェイブ社が開発（業界シェ
ア： 国内クレジット業界で約 60% 株式会社イ
ンテリジェントウェイブ調査）。
※ Oculus は、日本国内における NTT データ ジェ
トロニクスの登録商標です。
※その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標
または登録商標です。

アラート
当局へ報告

勘定系ホスト
ヒット情報

リスト追加

Oculus®-monitor
顧客情報
窓口情報
取引情報

分析・判定・承認

モニタリングシステム

●お問い合わせ先●

検知ルール
プロファイル

取引データ
照合

疑わしい取引を抽出

アラート

取引停止へ

金融事業本部 第四金融事業部 AML 担当
TEL：03-5157-7813

ＡＭＬシステム（Oculus® シリーズ）の展開イメージ
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E-mail：AML.jp@nttdata-getronics.co.jp
URL:http://www.nttdata-getronics.co.jp/
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