
コンプライアンスの現状
Compliance today



コンプライアンスの未来は?
Compliance tomorrow?
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The fundamental issue is 
information asymmetry

Aka – the “you don’t 
need to be faster than 
the bear to avoid being 
eaten… 

You just need 
to be faster 
than the 
person 
next to you…

saying

基本的な問題は
情報の非対称性です

言い換えると 、「クマ
に食べられるのを
避けるためにクマより
速くなる必要は
ありません…

隣の人より
速ければ十分...

という例えを思い出してください





典型的なSAR (疑わしい
活動の報告) は...

「百科事典のようで、
全く役に立たない。」

FBIエージェント2016より

The typical SAR...“reads like an 
encyclopedia and is completely 

useless.” — FBI Agent 2016





注意：

この先 5マイルは

木々のため、
森が見えません



救助のためのRegtech?
Regtech to the rescue?



ビジネスに技術を用いる第1ルール
は、効率良いオペレーションを自動化
すると、効率性が増大すること。

第2ルールは、非効率的な
オペレーションを自動化すると、
非効率が増大すること。

–ビルゲイツ





第一原理で考える
First principle thinking

ノイズよりシグナルに焦点を絞る。
改善できないものに時間をかけない。

—イーロン・マスク













理想
The ideal 

規制当局

法執行機関金融機関



つまり、この状態から…
Essentially, we need to move from this…



このかたちへ
To this
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例：チャージ可能なプリペイドカードに対するファネル分析
An example: Funneling behavior with reloadable prepaid cards



別の例：個人情報の盗難を分析
Another example: What identity theft looks like













協同的な捜査ツール
Collaborative Investigation Tools

• 機械学習により、捜査を加速し
一貫性を向上させる
Machine learning applied to accelerate investigations and 
improve consistency

• データ可視化ツールにより、
人間の捜査員の能力がさらに発揮される
Data visualization tools leverage capabilities of human 
investigators

• 金融機関と法執行機関のセキュアかつ
リアルタイムのコラボレーション
Secure real time collaboration between institutions and law 
enforcement

• 反復タスクの自動化により、
複雑なケースに集中する時間を確保
Automation of repetitive tasks to buy time to focus on 
complex cases



捜査時間を
劇的に短縮

Dramatically 
Reduced 

Investigation Time

協同的な捜査ツール
Collaborative Investigation Tools



オープン プラットフォーム
タイポロジー データベース

Open Platform Typology Database
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効率性が

変革的に改善
Transformational 
Improvement in 

Effectiveness

オープン プラットフォーム
タイポロジー データベース

Open Platform Typology Database

協同的な捜査ツール
Collaborative Investigation Tools



この意味は?
What could this mean?

警告の平均誤報率が9/10から
Average alert false flag ratio drops from 9/10



1/10に削減
To  1/10

この意味は?
What could this mean?



“We cannot solve 
problems using the 
same thinking we 

used to create them”

「いかなる問題も、
それをつくりだした
同じ意識によって
解決することは
できません。 」



Hummingbird Regtech

hummingbird.co

matt@hummingbird.co

http://www.hummingbird.co/

