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ACAMSコミュニティー

ACAMS
⾦融犯罪と闘う世界で最も信頼された協会
公認 AML スペシャリスト協会 /Association of Certi ed Anti-Money Laundering Specialists
(ACAMS) は、世界のマネー・ロンダリング / テロ資⾦供与対策と⾦融犯罪検知・防⽌の専⾨家を⽀援す
る最⼤のグローバル協会組織です。ACAMS 会員は、⾦融機関、規制当局、法執⾏機関や様々な業界に
より構成されています。
現在、175ヶ国に 38,000 ⼈の会員を有し、優れた職務遂⾏とキャリア向上に求め
られるスキルの開発・向上を⽬指し、
様々なリソースを提供しています。

► ネットワークの拡⼤

— acams.orgフォーラム、
グローバル・イベント、
ロー

カル・チャプター等を通し世界の専⾨家と知識・経験を共有するグローバ
ル・ネットワーク
► 知識とスキルの向上

— ウェビナー、セミナー、国際会議、
ライブチャット等

の教育機会を通しトレーニング要件を満たす
► 専⾨知識の確⽴とキャリアの向上

— The Certiﬁed Anti-Money
Laundering Specialist (CAMS) 、CAMS-Audit, CAMS-FCI 資格は
グローバルな AML 資格のゴールド・スタンダードとして認識されている

ACAMS 会員資格は、貴⽅のスキルを証明し、⾦融犯罪から組織を補
強し、業界専⾨家としての貴⽅の地位を堅固にします。
ACAMS 会員特典
►

acamstoday.org
Today 購読とオンライン・インタ
ACAMS Today
acamstoday.org 、会員季刊誌 ACAMS
ビュー

►

AML 業界ニュースレター、ACAMS Connection 隔週配信

►

acams.org フォーラム、プロファイルを通しネットワークとコミュニティーの
acams.org
構築

► 無料ウェビナー受講
►

ACAMS 会員優遇価格

►

ACAMS チャプターへのアクセス — 地域や国内のネットワーキングとトレ
ーニング
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ACAMSコミュニティー

ローカル・チャプター
ローカル・チャプターへの参加
ACAMS チャプターは、デｲスカションを促し、教育機会を提供し、教育・ネットワーキング機会を通し専⾨家
間のリレーションシップ構築を育むことにより、各地域レベルでの AML 教育とトレーニングを提供する協会
の国際的活動です。

ローカル・チャプター：
Africa
:
Asia
:
Australasia
Caribbean
:
Europe
:
Latin America :
Middle East :
North America :

Ghana, Nigeria, South Africa
Hong Kong, Singapore, South India
Antigua & Barbuda, Puerto Rico
France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Nordics, Spain, United Kingdom
Dominican Republic, Mexico
Jordan
USA: Atlanta, Boston (Greater), California (Northern), California (Southern),
Carolinas, Chicago, Colorado, Connecticut, Florida (Central), Florida (South),
Houston, New Jersey (Northern), New York, Nevada (South), Ohio (Northern),
Philadelphia (Greater), Phoenix (Greater), Richmond, Salt Lake City (Greater),
St. Louis (Greater), Texas (Central), Texas (North), Twin Cities (Greater),
U.S. Capital
Canada: Montreal, Toronto, Vancouver

Our Chapters continue to develop at a rapid rate! Visit us online for the most updated information.

Europe
North America

Middle East
Asia

Latin America

Caribbean

Hong Kong
South India

Africa

Singapore

Australasia

acams.org/acams-chapters • asia@acams.org
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ACAMSコミュニティー

タスク・フォース
タスク・フォース
貴⽅の知識とエクスパティズの貢献

ACAMSタスク・フォースは、銀⾏、マネーサービス、保険、ゲーム、政府、証券等を含む AML/CTF 業界の
リーダーで構成され、
かつ世界の業界専⾨家が直⾯する共通の課題、
コンプライアンス戦略や規制の変
更に対処するためのリーダーシップや新鮮な視点を提供します。

► 年次カンファレンス・タスクフォース
► 教育タスクフォース
► 論説タスクフォース
► マネー・サービス業界タスクフォース
► 地域別タスクフォース

Asia-Paci c
Canadian
Caribbean
European
Latin American
MENA
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...HSI expanded their working relationship with the private sector through ACAMS to assist
bank AML specialists to better identify and monitor ﬁnancial activity related to non-traditional
criminal groups. This expanded working relationship allows the members to learn more about
current, active ﬁnancial indicators related to those crimes. The members can then incorporate
what they've learned, integrating models and ﬁlters within their AML software to more
accurately identify ﬁnancial transactions indicative of those crimes. The CAMS certiﬁcation,
obtained through ACAMS, is the most widely recognized anti-money laundering certiﬁcation
among compliance professionals worldwide.
— Leigh H Winchell, Assistant Director, Investigative Programs Immigration & Customs Enforcement
- Testimony before the Senate Current and Investigation Subcommittee on
Investigations regarding U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and
Terrorist Financing and the current investigation of HSBC

段階的学習アプローチ

ACAMS AML General Awareness
ACAMS General Awarenessは全社的にすべての⼈が満⾜する
AMLトレーニングを提供します
年次 AML のトレーニングは、マネー・ロンダリングとテロ資⾦供与の検知・防⽌の役割と責任について
の意識醸成をはかるため、
すべての従業員に必要とされます。

2 年または 3 年⽬では、過年度と同様のトレーニングを取ることによりフラストレーションが⽣ずることが
あります。AML に対して否定的な⾒⽅を持っている余裕はありません - 貴⽅は真に疑わしいアクティビ
ティを識別する従業員を必要とし、
彼らのトレーニングを⽀援するマネージメントを必要とします。

ACAMS AML General Awareness は、次の従業員を含む誰もが適切なトレー
ニングを受けられるように設計されています。
► 銀⾏出納係

► ⾦融アナリスト

► 融資担当者

► 財務管理者

►コンプライアンス

► シニア・マネージメント

►リスク管理者

ACAMS AML General Awareness の Eラーニングは、年次全社的 AMLトレー
ニングであり、
従業員の現在の理解度に適応させたトレーニングです。 従業
員の時間を多く費やさない簡素化された年次 AMLトレーニングは貴社の次の
当事者のニーズを満⾜させます：
► 規制当局：AML

General Awareness は、すべての従業員向け単⼀コース

で、
当局が要請する⼀貫性と網羅性を提供します。
► チーフ ·コンプライアンス · オフィサー：ACAMS は法律および規制の動向の最前線にあり、
必要なとき

にコースを更新してそれに応じて対応することができます。
► 従業員：AML

General Awareness は、各⼈が質問やタスクにどのように応答するかに対応する適

応型学習資料を使⽤しています。
► バジェット・オーナー：AML

General Awareness は、低いトレーニング・トータル・コストを実現します。

► ITサポートスタッフ：AML General Awarenessは、
貴⽅の学習管理システムに簡単にインストールされ

る簡単な共有可能コンテンツオブジェクト参照モデル(SCORM)インタフェースです。
►トレーニング管理者：簡単な実施とレポーティング機能は、
記録の保存、分析と規制当局との共有を可

能にします。

迅速かつ平易
学習者が新しい場合、
全コースを修了するのに 30 〜 45 分ぐらいが必要です。
経験豊富な従業員の場合、
すべてのトピックのテストを数分で修了します。

acams.org/aml-general-awareness • asia@acams.org
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段階的学習アプローチ

ACAMS AML Foundations
ACAMS AML Foundations
キャリア成功のための基礎
ACAMS AML Foundations Eラーニングコースは、AMLコンプライアンスの新しい専⾨家でかつその責
任としてマネー・ロンダリングと⾦融犯罪の検知・防⽌・報告に関する正確な理解を必要とされる⽅々向
けに開発されました。

ACAMS AML Foundations の利点：
► 組織のコンプライアンス⽂化の検証

AML 分野への新規採⽤者・スタッフが、AML 基準についての⼀般的な認知度を超えた基本的な理解
を有し、各⼈のキャリアと専⾨知識向上のため次のステップの準備が整っていることを規制当局に証
明します。
► 進歩への明確なパス

サポート、
トレーニング、および組織内での成功への明確な道筋を提供することにより、従業員の保持
とコミットメントを増やします。 AML Foundations は CAMS 認定資格を含めた次のレベルへのト
レーニングの第⼀歩となります。
► 品質を介しての⾃信

ACAMS は AML の教育、情報そして認定資格のリーダーであり、貴社は従業員に対しAML キャリア
の初めに最⾼品質のトレーニングを提供していることを確信できます。

ACAMS AML Foundationsコンテンツ
► Eラーニング 4 時間コース。
すべての教材は、
トレーニングをどこからでもアクセスできるように、
オンラ

イン経由で配信されます。
► PDF スタディ
・ガイド。Eラーニングの途中で必要に応じPDFスタディ・ガイドがご利⽤できます。
► 40 問のオンライン試験。
コースの各セクションの修了後、参加者は、主要な AML/CTF 原則の理解度

をテストすることができます。
► 修了証明書。
コース修了者には、AML の主要原則の理解の修了を⽰す、
修了証が交付されます。
► ACAMS

ACAMS Today
1 年会員。
これには、
季刊誌 ACAMS
Todayとacamstoday.org 、無料オンライン・ウェビ

ナー、
ディスカッション ·フォーラムと今後のすべてのイベントの優遇料⾦が含まれます。

6

acams.org/aml-foundations • asia@acams.org

段階的学習アプローチ

ACAMS Sanctions Compliance
SANCTIONS
COMPLIANCE
重要なサンクション・コンプライアンスに対する費⽤対効果の⾼いソリ
ューション
国際サンクション・コンプライアンス
それは、⾦融機関が直⾯する難題の⼀つであり、
かつ欧州共同体、⽶国そして国連の頻繁なポリシー・シ
フトにより更に複雑化しています。
それは、限られた予算で複数の優先順位を操り、
またサンクション・コンプライアンスの本質をチーム・メ
ンバーに教育するコンプライアンス・オフィサーにとって気の重い挑戦です - しかし、
それの⽋如に伴う
費⽤は途⽅も無いものとなります。

プログラムが提供するものは：
►プログラムは、4 週間で、4 つのパートを計 4 時間でカバーします。
コースの修了者には CAMSクレ

ジット・ポイントが付与させます。
► 2 回のインターアクティブ・ウェブ・セミナーは、
ケース・スタディー・Q&A セション、
ポーリングやプラ

クティスに関する質問を含みます。
► 4 つパートの修了後、15 分間のアセスメントが課せられます。
受講者はプログラムで学んだ主要な

コンセプトの理解をテストします。
►プログラム修了証明書。
アセスメント合格後、
受講者には e

- プログラム修了証明書が交付されます。

► ⼀年の ACAMS メンバーシップと会員特典。
⾦融犯罪対策とサンクション・コンプライアンスについ

ての継続的教育と情報ソース、会員誌 acamstoday.org 、無償ウェビナーやすべての ACAMSイベン
ト参加優遇レート等。*

コース 4 つのパート

30-minute
サンクション・コンプライ
アンスに普遍な基本につ
いてのビデオ

90-minute
ライブ・インターアクティ
ブ・バ ーチャル・クラス
ルーム
部⾨制裁、特定地域、
リス
ト・スクリーニング等

15-minute

90-minute

ホームワーク・アサイメン
ト

ライブ・バーチャル・クラ
スルーム

学習の確認と強化及び他
のサンクション専⾨家と
の係わり

リスク・アセスメント、真の
受益者、調査、モニタリン
グと統制

* 既に ACAMS 会員の⽅には優遇レートがございます。

acams.org/sanctions-compliance-training • asia@acams.org
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段階的学習アプローチ

公認AMLスペシャリスト資格
公認 AML スペシャリストに！
なぜCAMS?
公認 AML スペシャリスト資格 (CAMS) は、AML/CTF 原則について優れた理解を有すること
を表します。取得者は、AML/CTF の専⾨家として、
また会社の⾦融犯罪リスク軽減に資する
者と認識されます。
グローバルに認知され、世界の当局は、公認 AML スペシャリスト資格
(CAMS) は AML/CTFコンプライアンスのゴールド・スタンダードと認識しています。

CAMS認定資格の利点
► 2015 年 ACAMS

AML/CTF/FCP 報酬調査によれば、資格を有しない同僚よりも42 ％以上⾼い報酬を得ていました

► マネー · ロンダリングの脅威から会社を保護し、
⾦融犯罪リスクを最⼩限に抑えます
► 準備と学習を通じて義務づけられた AMLトレーニングの要件を満たします

CAMS認定試験カバレッジ
CAMS 試験は、マネー・ロンダリング対策分野の専⾨的実務について明確に定義された知識をテストします。試験は、次の
4 分野をカバーします。
1. マネー・ロンダリングとテロ資⾦供与のリスクと⼿⼝
2. マネー・ロンダリング / テロ資⾦供与対策 (AML/CTF) のコンプライアンス基準
3. AMLコンプライアンスプログラム
4. 調査の実施と⽀援
試験は 3 時間 30 分で、サイコメトリック⼿法による 120 の多項選択式問題が出題されます。世界の 790 箇所を超えるコン
ピューターベース・テストセンターで年間を通して実施され、英語、中国語、
⽇本語、
スペイン語、
トルコ語とアラビア語で受験
可能です。

CAMS 認定試験プロセス開始の 4 つの簡単な⼿順
CAMS プログラム登録には、ACAMS 会員であることが必要です。CAMS 資格の取得は、貴⽅のコンプライアンス・キャリアを
再定義し、雇⽤者に貴⽅が重要な従業員であることを認識させます。貴⽅の受験適格性を判断し、⼿続きは次の⼿順に従って
ください。
►ステップ 1：受験資格と申込書

CAMS 認定試験の受験希望者は、教育、業務経験とその他の専⾨資格等を合算して 40クレジットポイント以上を満たすこ
と
►ステップ 2：CAMS 認定試験パッケージの購⼊

 CAMS 認定試験パッケージは、試験に必要なすべてのツールを提供します
 l エレクトリックとオーディオ教材
 l 準備⼼得、
フラッシュカードと練習問題
 l オンライン・CAMS 試験準備セミナー
l CAMS 認定試験
►ステップ 3:

CAMS 受験登録
受験料の⽀払い確認と受験申込書承認後、貴⽅のテスト・スケジュールを登録するウェブサイト・ログイン情報とID が送付
されます。
テストの詳細は CAMS ハンドブックを参照してください。
テストセンターは世界数百ヶ所に開設されています。

►ステップ 4:

CAMS 受験
CAMS 試験に合格しAML に関する知識を証明された多くの専⾨家の仲間⼊りをしましょう。試験結果は、試験終了後すぐ

に確認可能です。
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段階的学習アプローチ

公認AMLスペシャリスト資格
CAMSバーチャルクラスルーム
エキスパートガイダンスによるCAMS受験
CAMSバーチャルクラスルームは、
ライブで開催されるウェブ・ベースの
受験準備コースです。CAMS 受験者に、受験教材で扱う主要概念の理
解とその補強を助けるため講師が追加のガイダンスを提供します。
CAMS バーチャルクラスルームは、受験者の合格にむけ次のものを提
供します；
► 6週間で⼀回2時間のバーチャルクラスを計6回開催
► CAMSスタディー・ガイドが扱う内容のより深い理解と分析
► 主要AML概念の理解向上のためのプレ・リーディング・アサイメント
► 教材の理解度確認と受験への⾃信を養う練習問題
► 各クラスの終了時に、
当該コースを纏めたイーメールと次回クラスの

アサイメント
► 講師及びクラス参加者間の双⽅向セッション

CAMS資格更新
資格更新の⽬的は、CAMS/ 公認 AMLスペシャリストが、AML の専⾨性を磨き、維持し、向上させていることを確認することで
す。
それ故、公認 AMLスペシャリストは、
トレーニング、教育やその他の専⾨性開発活動を通し継続的履修ポイントを得る必要
があります。
資格更新希望者は、最初の資格取得年、
または直近の資格更新⽇から 3 年⽬の 12 ⽉ 15 ⽇までに、CAMS 資格更新申込書と
審査費⽤を提出してください。
更新時に必要な継続的履修ポイントは、更新期⽇の過去３ヶ年累計 60 ポイントです。
また更新希望者は、ACAMS のトレーニ
ングから合計 12 ポイントを得る必要があり、
追加として倫理に関するトピックから2 ポイントを得る必要があります。

acams.org/aml-certi cations • asia@acams.org
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段階的学習アプローチ

アドバンス認定資格
アドバンス AML 認定資格
アドバンス AML 認定資格は、
既存 CAMS 取得者の教育とプラクティスのさらなる向上を⽬指し開
発されました。

CAMS Audit 当局によるAMLコンプライアンス

CAMS FCI ⾦融犯罪インベスティゲーション・スキ

プログラム精査に耐え得るか

ルの向上とチームの構築

アドバンス AML Audit プログラムは、内部統制の

アドバンス⾦融犯罪インベスティゲーションプログラ

強化とコンプライアンスプログラム、SAR レポー

ムは、既存 CAMS 取得者で必須インベスティゲー

ティング、取引モニタリングシステムや KYC/CIP ポ

ションスキルとその内容に関する教育・トレーニング

リシー・⼿続き・プロセスの有効性・適切性を判断

に焦点をあてるものです。
プログラムの修了により⾦

する能⼒の向上に必須の知識を学びます。

融犯罪の検知・報告・防⽌や犯罪⾏為の有害な影響
から組織を護る能⼒を確認することになります。

CAMS Audit
の利点

CAMS FCI
の利点

► 規制当局要請の充⾜。
国際標準とすべての法域

は、⾦融機関が独⽴して AML プログラムをレ

► 法執⾏機関とのコミュニケーションの架け橋。
法

執⾏機関とのコミュニケーション構築の⽅法や

ビュ−することを課している。

効果的協⼒関係の築きかたを学びます。
► セーフガードと当局検査準備。AML プログラム

が持つ脆弱性を効率的かつ包括的に発⾒・指

►インベスティゲーションの効率と有効性の改善。

貴重な時間を割くことなく、
ケースの本質を⾒極

摘するに必要なスキルを強化する。

める⽅法を学びます。
► 専⾨家としての成⻑。
最近のニュースや当局の

正式な批判は、AML Audit 専⾨家や独⽴した
検査スタッフに対する強い需要を⽰唆している。

► 専⾨家としての成⻑。
インベスティゲーション専

⾨性の強化とインベスティゲーションチーム運営
のノウハウを習得します。
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ネットワーキングと継続的教育

トレーニング
ACAMS のトレーニングでコンプライアンス·スキルを向上させましょう
全⽇セミナー
全⽇トレーニングプログラムは、事例研究、経験紹介、同業他社⽐較情報の共有とネットワーキングを通し
て、
より深い情報と実践的解決策を提供します。
►アジアの年次のセミナー：

⾹港、
シンガポール、
⽇本、北京、
上海、
台北、
クアラランプール、
ジャカルタ、
ムンバイ他
► 最新のセミナー・スケジュール：

acams.org/aml-training-and-conferences/aml-training-seminars

ライブウェブ

セミナー

ACAMS ウェブセミナーは、移動費⽤負担のない効果的なトレーニングを提供します。各ウェブセミナーは、
最新の制裁措置、AML/CTF 及び⾦融犯罪対策に関する実務的ガイドを提供し、
かつプレゼンテーション
や⾮公式の質疑応答を通し、世界のコンプライアンス専⾨家との接点を提供します。各ウェブセミナーは、
オンライン・ラブラリーから選択でき、
時間・場所を選びません。
► 最新のウェブセミナー・スケジュール：

acams.org/aml-training-and-conferences/aml-training-web-seminars

ACAMSウェブ セミナーの購読
ACAMS ウェブセミナー購読は、質の良い Web ベースでの
⾦融犯罪検知・防⽌トレーニングを提供します。
オンライン
ライブラリーは、最先端の学習管理システム (LMS) を介し
て、貴⽅のグループ全体の要請を満たす容易で便利なプ
ラットフォームを提供します。

ウェブ セミナー：
► 上限のない最新ライブウェブセミナーと収録済既存ウェブセミナーへのアクセス
►トピック、
⽇付ごとに研修を分類した、
ユーザーフレンドリーなインターフェイス
► 貴⽅のチームのトレーニング⽬標を、
設定、追跡、管理する機能

オンサイト トレーニング
ACAMSは、貴社のニーズに合わせた個別のオンサイトトレーニングを提供します。
詳細は、+81-3-5366-4745 または mhibino@acams.org にお問い合わせください。

acams.org/aml-training-and-conference • asia@acams.org
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ネットワーキングと継続的教育

コンファレンス
ACAMS主催国際カンファレンスは、必要とされる業界知
識、ベストプラクティス、最新のトピックや新しい潮流につ
いて情報共有の機会を提供します。

ACAMS主催国際カンファレンス：
► ACAMS

moneylaundering.com
Annual International AML &
Financial Crime Conference
moneylaunderingconference.com

► Annual

► ACAMS

► Annual

► Annual

► Annual

► Annual

► Annual

Annual AML &
Financial Crime ConferenceLas Vegas
acamsglobal.org

ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferenceAsia Paciﬁc
amlasia.org
ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferenceEurope
amleurope.org

► Annual

ACAMS AML/CTF &
Financial Crime ConferenceLatin America
aldlatinoamerica.org

ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferencePanama
aldcentroamerica.org

ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferenceMENA
amlmena.org
ACAMS AML Risk
Management ConferenceNew York
acamsnyc.org
ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferenceSouth America
aldhemisferiosur.org

► Annual

ACAMS AML/CTF
& Financial Crime ConferenceCanada
acamscanada.org

その他多くのコンファレンス ...
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The Fairfax County Police
Department continually
attends the ACAMS
Annual Conference to form
strong partnerships with
ﬁnancial institutions across
the country and across the
globe. These partnerships
have greatly assisted in our
continuing investigations
where our targets attempt
to hide illicit funds within
ﬁnancial institutions. The
contacts we have made over
the years are invaluable to
our Special Investigations/
Narcotics Money Laundering Unit.
— James Cox, CAMS
Second Lieutenant,
Fairfax County
Police Department

AMLリスク – エンタープライズ・ワイド・アプローチ

ACAMSエンタープライズ
最⼤のアクセスと最⼤の価値
ACAMSエンタープライズは、貴⽅の会社の AML に関連する全て
の部署、従業員にACAMSの豊富なコンテンツ、
オンラインコミュニ
ティ、
トレーニングカタログ、情報サービス、加えてガイダンス、ネッ
トワーキングやコラボレーションを得ることのできる広⼤な専⾨
家ネットワークを提供します。
エンタープライズ会員特典：
► ACAMS 会員資格および関連するすべての特典が受けられます
► ACAMS moneylaundering.com へのアクセス
► ACAMS ウェブセミナーへのアクセス

ACAMS エンタープライズの利点：
► チームの専⾨家養成⽬標の⽔準と範囲を管理
► ACAMS 提供ツールへのフルアクセスとトレーニング予算効果の最⼤化
► ACAMS 学習管理システム (LMS) が作成するレポートを⽤い会社のコミットメントを規

制当局に証明

acams.org/enterprise • asia@acams.org
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AMLリスク – エンタープライズ・ワイド・アプローチ

今⽇のコンプライアンス組織のための情報リソース
26 年もの間、moneylaundering.comと同等、
またはより良いレベルと品質の AML/CTF ガイダンスツールはあり
moneylaundering.com は規制⽂書、法改正やエンフォースメントアクショ
ませんでした。業界のニュースを超え、moneylaundering.com
ンについて意味のある分析を提供します。

moneylaundering.com が容易にすることは：
► 最新法令とエンフォースメントアクションとその潜在的な影響を常に把握すること
► 世界のマネー・ロンダリング防⽌・コンプライアンスニュースと約 20,000 件のコンプライアンス⽂書へのアクセス
► 簡単な調査と複雑なコンプライアンス問題の理解

特⾊：
法律と規制

カントリーページ

数千の規制⽂書ライブラリーと規制当局、裁判所や国

貴⽅の銀⾏が活動する国で必要とされる重要な⽂書

際的 AML 組織を含めた 300 以上の情報ソースからの

と最新のニュース情報を迅速に検索

⽴法要約
トレーニング
ニュース

貴⽅のチームのより強固なトレーニングプログラム・ソ

リアルタイムニュースの更新と数千を超えるアーカイブ

リﾕーションの⽀援

エンフォースメントアクション

アラート

規制当局の期待をマネージする検索可能エンフォース

貴⽅の必要とする情報を提供するリアルタイム・E メー

メントアクション・データベース

ルアラート

国際規制

週刊ニュースレター

世界の AML 法と制度へのアクセス

AML コミュニティ−に影響を及ぼす重⼤ニュースを週
刊でハイライト

AML ベーシック
すべてのスキルレベル⽤に設計された包括的なリソー
スセンター
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moneylaundering.com • asia@acams.org

AMLリスク – エンタープライズ・ワイド・アプローチ

AMLリスクアセスメント・ソリューション

貴⽅のマネー・ロンダリング・リスクの測定、理解
と説明
ACAMS 会員が携わったリスクアセスメント・ソフトウェアは、世界規模
の⾦融機関のマネー・ロンダリング・リスクの測定、理解および説明につ
き標準化されたツールを提供します。ACAMS コミュニティーをなす公
共・⺠間部⾨の専⾨家により設計された⽅法論に基づくACAMSリスク
アセスメントは、⾦融機関規模に柔軟かつ拡張可能なプラットフォーム
を提供し⾦融機関の商品、サービス、地域と顧客の包括的かつ⾃動化さ
れたリスク・べース・プロファイルを提供します。ACAMSリスクアセスメ
ントのダイナミックな⾃動化とリスクを網羅する集積されたレポートは、
貴⽅の時間を節約し、貴⽅が関係者にマネー・ロンダリング・リスクを明
確に伝えることを可能にします。

ACAMSリスクアセスセメントの利点：
► 規制要件の充⾜。ACAMSリスクアセスメントは、
当局からの⾦融機関に

Check Cashing (non customers)
(19,450)

課せられたガイダンスと規制要件に客観的かつ⼀貫して対応し、正式な批
判とエンフォースメント・アクションで引⽤されたリスクアセスメントの

Savings Accounts
(325,000)
Checking
(239,000)

ギャップに対処します。

Consumer Charge Cards
(17,840)

► 貴⽅の⾦融機関のニーズに対応。
マルチユーザー・プラットフォームは数

Dom. Wires
(4,210)
Consumer Travel Service
(9,800)

多くの製品とサービスのいかなる規模や複雑さに対応し、すべてのビジネ
スライン内、
ビジネスラインをまたぐリスクを識別します。

Term Deposits / CDs
(280,000)

Mobile
(3,740)
Safety Deposit Boxes
(15,000)

► 貴⽅のリスクを明確化。
⾃動化されたダイナミックレポートは AML 管理と

Digital Cash
(5,625)

Bill Pay
(9,800)
Int. Wires

その適切な措置の実施とのギャップを⽰し、貴⽅のリスクプロファイルを
取締役会、
ステークホルダー、および規制当局に報告することを可能にし
ます。

acams.org/acams-risk-assessment • asia@acams.org
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