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FATF第４次対日相互審査報告書の公表

2021年８月30日日本時間午後７時30分に、FATFは第４次対日相互審査報告書を公表。
Japan‘s measures to combat money laundering and terrorist financing
（対日相互審査報告書：英語）
Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021 (pdf, )
（対日相互審査報告書（概要版）：英語）
Executive-Summary-Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021 (pdf, )

（財務省）
〇対日相互審査報告書の概要版の仮訳

〇今後3年間の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画

〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について

〇FATF（金融活動作業部会）対日相互審査についての財務大臣談話

（金融庁）
FATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査報告書の公表について

https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-japan-2021.html
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Executive-Summary-Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20210830.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20210830_2.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20210830_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20210830_2.html
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html
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FATF（Financial Action Task Force:金融活動作業部会）

 ＦＡＴＦ（Financial Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業部会）は、マネー・ローンダ
リング対策における国際協調を推進するために、１９８９年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立
された政府間会合であり、２００１年９月の米国同時多発テロ事件発生以降は、テロ資金供与に関す
る国際的な対策と協力の推進にも指導的役割を果たしている。

 ＦＡＴＦへの参加国・地域及び国際機関は、２０２１年３月末現在、ＯＥＣＤ加盟国を中心に、以下の３７
か国・地域及び２つの国際機関。

 ＦＡＴＦの主な活動内容

① マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策に関する国際基準（ＦＡＴＦ勧告）の策定及び見直し

② ＦＡＴＦ参加国・地域相互間におけるＦＡＴＦ勧告の遵守状況の監視（相互審査）

③ ＦＡＴＦ非参加国・地域におけるＦＡＴＦ勧告遵守の推奨

④ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口及び傾向に関する研究

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィ
ンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリ
ア、日本、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルト
ガル、ロシア、シンガポール、南アフリカ、韓国、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、スイス、
トルコ、英国、米国
欧州委員会（ＥＣ）、湾岸協力理事会（ＧＣＣ）
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マネロン対策の経緯①

国際的な動向 日本の動向

1988年 アルシュ・サミットにおける合意によ
りFATF設置。

1990年４月 FATFが、①金融機関による顧

客の本人確認、②疑しい取引の金融規制当局
への報告を求める「40の勧告」を提言。

1990年６月 大蔵省銀行局長等が、顧客の
本人確認義務等に関する通達を発出

1992年７月 麻薬特例法が施行され、①薬

物犯罪収益に関するマネロン行為が犯罪化、
②薬物犯罪に関する「疑わしい取引の届出制
度」が創設

1996年６月 FATFの「40の勧告」が改訂さ

れ、前提犯罪を重大犯罪に拡大することを義
務付け。

1998年５月 バーミンガム・サミットにおいて、

マネロンやテロ資金供与に関する疑わしい取
引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関
等に提供する政府機関であるFIU（Financial 

Intelligence Unit）の設置が合意

2000年２月 組織的犯罪処罰法が施行。①

疑わしい取引の届出の対象となる犯罪を薬物
犯罪から一定の重大犯罪に拡大、②日本版
FIUとして金融監督庁内に特定金融情報室が
設置。

2001年10月 2001年９月11日 米国にお
ける同時多発テロ事件を受け、FATFは、①テ

ロ資金供与の犯罪化、②テロ関係の疑わしい
取引の届出の義務化等に係る「９の特別勧
告」を公表

2002年７月 テロ資金供与処罰法および組

織的犯罪処罰法の改正法が施行、前提犯罪
にテロ資金供与罪が追加。

2003年１月 「金融機関等による顧客等の本

人確認等に関する法律」（「本人確認法」）が施
行され、金融機関等に対し、顧客等の本人確
認および本人確認記録・取引記録の作成・保
存が義務付。
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国際的な動向 日本の動向

2003年６月 FATFの「40の勧告」が再改訂

され、非金融業者（不動産業者、貴金属商、宝
石商等）や職業的専門家（弁護士、会計士等）
に勧告が適用

2008年３月 本人確認法が廃止され、犯収

法が全面施行。①本人確認義務がファイナン
ス・リース事業者、クレジットカード事業者など
の一定の非金融業者に対しても拡大、②疑わ
しい取引の届出制度も、組織的犯罪処罰法か
ら移管され、非金融業者にも適用。

2008年10月 FATFの第三次対日相互審査
報告書、犯収法上の特定事業者の顧客管理
をはじめとするマネロン対策・テロ資金供与対
策に関して、「40の勧告」「９の特別勧告」のう
ち、10項目についてＮＣ（不履行）、15項目に
ついてＰＣ (一部履行)との評価

2011年４月 改正犯収法成立（⇒2013年４月
に施行）。

2012年２月 ＦＡＴＦ新勧告公表

資金洗浄+テロ資金供与+拡散金融

2014年６月 FATFの全体会合で日本の顧客
管理について重大な懸念が表明された

2014年11月 改正犯収法成立（⇒2016年10

月に施行）。

2018年２月 金融庁がマネロン・テロ資金供
与対策ガイドライン公表

2019年10月～11月 FATFのオンサイト審査

2021年６月 FATF対日相互審査

（新型コロナの影響で１年遅れ）

2021年８月 FATF対日相互審査報告書

2021年２月 改定マネロンガイドライン

マネロン対策の経緯②
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第３次対日相互審査後の日本の対応

１．改正テロ資金提供処罰法（2014年12月11日施行）

• テロ行為に対する資金支援に加え、味と提供等の物質的支援等も犯罪化。

• テロ協力者による資金等の収集、間接的な提供等を犯罪化。

２．国際テロリスト財産凍結法（2015年10月５日施行）

• 国際テロリストの国内取引を規制

（注）国際テロリストの対外取引については、従前から外為法により規制。

３．改正犯罪収益移転防止法（2016年10月１日施行）

• 疑わしい取引・異常な取引を取引時確認の対象に。

• 簡素な顧客管理を要する取引

• 疑わしい取引の判断基準を示す。

• 実質的支配者の判断基準の実質化

• 国（国家公安委員会）による犯罪収益移転危険度調査書の策定義務

• 使用人の教育訓練の実施以外の顧客管理措置の実施に関する内部規定や継続的顧客管理等を規
定（ただし努力義務）

※金融庁所管の金融機関等についてはガイドライン・監督指針により内部管理態勢を求める。

４．テロ等準備済処罰法（改正組織犯罪処罰法）（2017年７月11日施行）

• 組織的犯罪集団に係る一定の犯罪の遂行の計画行為に関する罰則を新設（テロ等準備罪）

• 犯罪収益の前提犯罪を死刑、無期・長期４年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪に拡大。

➡本法の施行により、パレルモ条約の批准が可能となった。
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FATFの「４０の勧告」（第４次勧告）

勧告 内容 勧告 内容 勧告 内容

1 リスク評価とリスクベース・アプローチ 18
金融機関・グループにおける内部管理方
針の整備義務、海外支店・現法への勧告
の適用

35 義務の不履行に対する制裁措置

2 国内関係当局間の協力 19 勧告履行に問題がある国・地域への対応 36 国連諸文書の批准

3 資金洗浄の犯罪化 20
金融機関における資金洗浄、テロ資金供
与に関する疑わしい取引の届出

37 法律上の相互援助、国際協力

4 犯罪収益の没収・保全措置 21 内報禁止及び届出者の保護義務 38 法律上の相互援助：凍結及び没収

5 テロ資金供与の犯罪化 22 DNFBPにおける顧客管理 39 犯人引渡

6 テロリストの資産凍結 23 DNFBPによる疑わしい取引の報告義務 40 国際協力（外国当局との情報交換）

7
大量破壊兵器の拡散に関与する者への
金融制裁

24 法人の実質的所有者

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 25 法的取極の実質的所有者

9
金融機関秘密法が勧告実施の障害とな
ることの防止

26 金融機関に対する監督義務

10 顧客管理 27 監督当局の権限の確保

11 本人確認・取引記録の保存記録 28 DNFBPに対する監督義務

12 PEP（重要な公的地位を有する者） 29 FIUの設置義務

13 コルレス銀行業務 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査

14 送金サービス提供者の規制 31 捜査関係等資料の入手義務

15 新技術の悪用防止 32
キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）への対
応

16
電信送金（送金人・受取人情報の通知義
務）

33 包括的統計の整備

17 顧客管理措置の第三者依存 34 ガイドラインの策定義務

（法令等遵守状況に関して重点フォローアップとなる場合）
１．法令等整備状況の評価について、８以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）がある場合
２．法令等整備状況の評価のうち、勧告３（資金洗浄の犯罪化）、勧告５（テロ資金供与の犯罪化）、勧告10（顧客管理）、勧告11（本人

確認・取引記録の保存義務）、勧告20（疑わしい取引の届出）のいずれかについて１つ以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）があ
る場合
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FATF勧告に対応する国内法

勧告の概要 対応する法律

AML/CFTに関する政策・協力（勧告１・２） 犯収法

資金洗浄の犯罪化と没収（勧告３・４） 組織的犯罪処罰法
麻薬特例法

テロ資金供与・拡散金融対策（勧告５~８） 外為法
国際テロリスト財産凍結法
テロ資金提供処罰法
NPO関連法（特定非営利活動促進法等）

金融機関等の予防措置（勧告９~23） 犯収法

法人等の透明性（勧告24、25） 犯収法
商業登記法
公証人法

当局の権限等（勧告26~35） 犯収法
関連業法（銀行法、金商法、保険業法等）
関税法

国際協力（勧告36~40） 国際捜査共助法
逃亡犯罪人引渡法

※顧客管理等を義務付けている犯収法が金融機関等の事業者には最も関連が強い。
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金融機関等の予防措置に係るFATF勧告（９～21）と犯収法

FATF勧告 犯収法

勧告９ 金融機関秘密法が勧告実施の障害となることの防止 ―

勧告10 顧客管理 第４条 取引時確認等

勧告11 記録の保存
第６条 確認記録の作成・保存義務
第７条 取引記録等の作成・保存義務

勧告12 重要な公的地位を有する者（PEPs） 第４条 取引時確認等※狭い定義

勧告13 コルレス取引
第９条 外国所在為替取引業者との契約
締結の際の確認

勧告14 送金サービス提供者の規制
第２条 定義（資金移動業者を特定事業
者と定義）

勧告15 新技術の悪用防止
第11条 取引時確認等を的確に行うため

の措置※努力義務

勧告16 電信送金（送金人・受取人情報の通知義務） 第10条 外国為替取引に係る通知義務

勧告17 顧客管理措置の第三者依存 ―

勧告18 金融機関・グループにおける内部管理義務、海外支店・
現法への勧告の適用

第11条 取引時確認等を的確に行うため
の措置※努力義務

勧告19 勧告履行に問題がある国・地域への対応 第４条 取引時確認等

勧告20 金融機関における資金洗浄、テロ資金供与に関する疑わ
しい取引の届出

第８条 疑わしい取引の届出

勧告21 内報禁止及び届出者の保護義務 第８条 疑わしい取引の届出
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有効性（Immediate Outcome（IO））

１．リスクの理解

ML/TFリスクが理解され、適切な場合、ML／TFおよび拡散金融との闘いに向けた行動が国内的に調整されている。

２．国際協力

国際協力が、情報、金融機密情報および証拠を適切に提供するものとなり、犯罪者とその資産に対する措置を促進している。

３．金融機関・DNFBPsの監督

金融機関・DNFBPsがAML/CFTの義務についてそのリスクに応じて履行するよう、監督者が適切に監督し、モニタリングし、規
制している。

４．金融機関・DNFBPsの予防措置

金融機関・DNFBPsがAML/CFTの予防措置についてそのリスクに応じて的確に講じており、疑わしい取引の報告をしている。

５．法人・法的取極の悪用防止

法人・法的取極がML/TFに濫用されないようになっており、その実質的支配者に関する情報が権限ある当局に書がいなく利用
可能となっている。

６．金融機密情報の活用

金融機密情報その他すべての関連情報がML/TFの犯罪捜査に権限ある当局によって適切に利用されている。

７．MLの捜査・訴追・制裁

MLが捜査され、行為者が訴追され、効果的で比例的かつ抑止的な制裁を受けている。

８．犯罪収益の没収

犯罪収益及び手段が没収される。

９．TFの捜査・訴追・制裁

TFが捜査され、行為者が訴追され、効果的で比例的かつ抑止的な制裁を受けている。

10．テロ資金の凍結・NPOの濫用防止

テロリスト、テロ組織およびテロ資金提供者が資金を調達、移動、使用することが防止されており、NPOが濫用されていない。

11．拡散金融

大量破壊兵器の拡散に関与する個人・団体が、関連する国連安保理決議に従って、資金を調達し、移動させ、使用することが
防止されている。



11

金融機関およびDNFPBsへの監督（IO3）
 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

1. 当該国での法人及び法的取極の設立及び種類に関する情報は、どの程度公に利用可能か？

2. 所管の管轄当局は、国内で設立された法人がML / TFに悪用される可能性がある、または悪用されている脆弱性及びその範囲をどの程
度特定、評価、及び理解していますか？

3. 当該国は、ML / TF目的での法人及び法的取極の誤用を防止するための措置をどの程度実施してきましたか？

4. 所管管轄当局は、国内で設立された全ての種類の法人に関する十分かつ正確かつ最新の基本的情報及び実質的所有者の情報を適時
にどの程度取得できますか？

5. 所管管轄当局は、法的取極に関する十分かつ正確かつ最新の実質的所有者の情報を適時にどの程度取得できますか？

6. 情報提供の要件に準拠していない者に対して、どの程度効果的で、比例的で、説得力のある制裁が適用されますか？

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある情報の例

1. 当該法域における法人及び法的取極の種類、形式、基本的な特徴に関する文脈的な情報。

2. 法執行機関その他の関連する管轄当局の経験（たとえば、情報要件の違反に対して課せられる制裁のレベル、基本的情報及び実質的所
有者情報（委託者、受託者、保護者及び受益者に関する情報を含む）及び調査の補助に使用される情報がどこでどのように取得される
か。）。

3. 法人及び法的取極の誤用の類型及び例（たとえば、犯罪捜査により、ML / TFに使用されている国の法人及び法的取極の証拠が見つかる
頻度、違法行為に悪用された法人が解体されたこと。）。

4. 基本的情報・実質的所有者情報の情報源（例：金融機関及びDNFBPが利用できる公開情報の種類、会社の登録簿又は会社が保持してい
る情報の種類）。

5. 法人及び法的取極の設立及び管理において「ゲートキーパー」（会社のサービスプロバイダー、会計士、法律専門家など）が果たす役割に
関する情報。

6. その他の情報（例：法的取極の存在に関する情報、他国から受け取った基本的情報又は実質的所有者の情報の要求に対する応答（肯定
的及び否定的なもの）、支援の質のモニタリングに関する情報）。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある特定の要因の例

1. 法人（無記名株式及び新株予約権、名目株主及び取締役の取引を含む）及び法的取極の透明性を高めるために取られた措置は何です
か？

2. 関係当局は、法人に関する正確で最新の基本的情報及び実質的所有者の情報が維持されることをどのように保証していますか？情報の
存在と正確性はモニタリング、テスト/認定、または検証されていますか？

3. 法人が必要な基本的情報及び実質的所有者の情報の変更を登録するのにかかる時間は、情報が正確かつ最新であることを保証するの
にどの程度適切ですか？該当する場合、法的取極の同様の変更はどの程度タイムリーに登録されていますか？

4. 金融機関及びDNFBPは、法人及び法的取極に関する正確かつ最新の基本的情報及び実質的所有者の情報をどの程度取得できます
か？受託者が金融機関やDNFBPに開示する情報の範囲はどのくらいですか？

5. 関係当局は、対策を適切に実施するための十分なリソースを持っていますか？
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金融機関およびDNFPBsによる予防措置(IO4)
 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

1. 金融機関、DNFBP及びVASPは、ML / TFリスク及びAML / CFT義務をどの程度理解していますか？

2. 金融機関、DNFBP及びVASPは、リスクに見合った低減措置をどの程度講じていますか。

3. 金融機関、DNFBP及びVASPは、顧客管理（CDD）および記録管理措置（実質的所有者情報及び継続的なモニタリングを含む）をどの程度適切に適用していますか？
顧客管理（CDD）が不完全な場合、取引はどの程度謝絶されますか？

4. 金融機関、DNFBP及びVASPは、（a）PEPs、（b）コルレス銀行、（c）新技術、（d）電信送金規則、（e）TFに関連する対象を絞った金融制裁、及び(f)FATFによって特定された
高リスク国に対して厳格な又は特定の措置をどの程度適用していますか。

5. 金融機関、DNFBP及びVASPは、テロ支援犯罪及び資金の疑わしい収益に関する報告義務をどの程度果たしていますか？内報を防ぐための実際的な対策は何です
か？

6. 金融機関、DNFBP及びVASPは、AML / CFT要件への準拠を確実にするために、内部統制および手順（金融グループレベルを含む）をどの程度適切に適用しています
か？その実装を妨げる法的または規制上の要件（金融秘密など）はどの程度ありますか？

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある情報の例

1. 金融、DNFBP、VASP分野、非公式又は規制されていない分野の規模、構成、構造に関する文脈的要因（例：金融機関（MVTSを含む）の数と種類、各分野における認可
または登録されているDNFBPとVASP、金融（国境を越えるものを含む）活動の種類;分野の相対的な規模、重要性及び成熟性）。

2. 監督者のリスクモデル、マニュアル、およびAML / CFTに関するガイダンス（例：監督スタッフ向けの操作マニュアル、AML / CFTの監督/監視アプローチの概要を示す出
版物、監督サーキュラー、良い実践と悪い実践、主題研究、年次報告書）。

3. AML / CFTの問題に関する業界、FIU、及びその他の管轄当局との監督上の関与に関する情報（例：ガイダンスとトレーニングの提供、会議の開催、金融機関、DNFBP、
VASPとのやり取りの促進）。

4. 監督に関する情報（例、監視と検査の頻度、範囲、性質（オンサイト及びオフサイト）、特定された違反の性質、制裁措置その他の是正措置（例、是正措置、懲戒、罰
金）の適用、制裁その他の是正措置によってAML / CFTコンプライアンスが改善された事例）。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある特定の要因の例

1. 国内でのシェルバンクの設立または継続的な運営を防ぐために実施された措置は何ですか？

2. 上級管理職、重要な若しくは支配的な利益を有している、又は金融機関、DNFBP及びVASPで専門的に認定されている者に関して、「適格者」テストその他の同様の手
段がどの程度使用されていますか。

3. 監督者が監督/モニタリングする分野及び事業体のML / TFリスクを評価するために、監督者はどのような手段を採用していますか？リスクプロファイルはどのくらいの
頻度でレビューされ、トリガーイベント（管理や事業活動の変更など）は何ですか？

4. 金融機関（金融グループを含む）、DNFBP、およびVASPが、AML / CFTの義務（テロに対する対象となる金融制裁に関連するものおよびFATFによって推奨されているも

のを含む））により規制され、遵守することを確保するためにどのような監督手段が準備されているでしょうか。また、これにより、正式な金融システムの利用がどの程
度促進されましたか。

5. オンサイトおよびオフサイト検査の頻度、強度、および範囲が金融機関（金融グループを含む）、DNFBP、VASPのリスクプロファイルにどの程度関連していますか。

6. AML / CFT（金融グループのML / TFリスク管理を含む）の問題に関して、監督当局と他の管轄当局との間の協力のレベルはどのくらいですか？ 監督当局がAML / CFT
の問題（市場参入を含む）に関して他の管轄当局から情報を共有又は求める状況はどのようなものですか？

7. MVT及び仮想資産のサービス又は活動を実行する者を特定、ライセンス供与、登録、モニタリング及び制裁するためにどのような措置が取られていますか？

8. 監督当局は、監督又はモニタリングされている分野の規模、複雑性及びリスクプロファイルを考慮に入れて、AML / CFTの目的で監督または監視を実施するための十
分なリソースを有していますか？

9. 金融機関の監督当局がAML / CFTの問題に過度の影響を受けないように、業務上の独立性を確保するために実施された措置は何ですか？
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金融機関およびDNFPBsによる予防措置(IO4)①

 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

➢ マネロン・テロ資金供与のリスクおよびマネロン・テロ資金供与対策について、ど
の程度理解しているか。

➢ マネロン・テロ資金供与のリスクに対して、どのようなリスク低減措置を講じている
か。

➢ 顧客管理措置および記録の保存（実質的支配者の情報および継続的モニタリン
グの情報を含む）についてどのような措置を講じているか。

➢ 顧客管理が不完全な場合、どの程度取引を謝絶するか。

➢ ①PEPs、②コルレス銀行、③新たな技術、④送金規制、⑤FATFが特定したテロ資

金供与に関する経済制裁国について、どのような厳格な顧客管理措置を適用し
ているか。

➢ 疑わしい取引の届出の「内報の禁止」について実行的な対策を講じているか。

➢ AML / CFT規制の遵守を確保するために、内部統制と社内規程（金融グループレ
ベルを含む。）をどの程度適用していますか？ その実施を妨げる法的または規制
上の要件（金融機密（守秘義務）など）はどの程度あるか。
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金融機関およびDNFPBsによる予防措置(IO4)②
 主要な課題に関する結論を裏付ける情報の例

➢ 業界の規模、構成、構造に関する情報

（例）

• 業界の会社の数と種類

• 金融取引の種類（クロスボーダー取引を含む。）

• 業界の相対的な規模、重要性

➢ リスクおよびコンプライアンスの一般的なレベルに関する情報（その傾向を含む）（たとえば、内部AML / CFTポ
リシー、手続と計画、傾向と類型に関するレポート）。

➢ コンプライアンス違反の事例（過去に是正された事例、貴社における違反の類型）。

➢ コンプライアンスに関する情報

（例）

• 内部AML/CFTコンプライアンスレビューの頻度

• （AML/CFTに関連して）認識されたコンプライアンス違反の性質およびそれに対して講じられた是正措置また
は適用された制裁

• AML/CFTトレーニングの頻度と品質

• AML/CFTの目的で管轄当局（金融庁等）に正確かつ完全な顧客管理情報を提供するのにかかる時間（※金
融庁等からのヒアリングに対する回答に要した時間等）

• 顧客が不完全な顧客管理情報を提供したため取引を拒否した事例・件数

➢ 疑わしい取引の届出に関する情報および国内法で要求されるその他の情報

（例）

• 疑わしい取引の届出の件数

• 疑わしい取引の届出に関連する取引の価値（金額）

• 異なる分野からの疑わしい取引の届出の件数と割合

• マネロン・テロ資金供与リスクに対応する疑わしい取引の届出の種類、性質、および傾向

• 疑わしい取引の届出を提出する前に疑わしい取引を分析するのにかかる平均的な時間
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金融機関およびDNFPBsによる予防措置(IO4)③
 主要な問題に関する結論を裏付ける特定の要因の例

➢ 高リスク顧客（および関連する場合は低リスク顧客）、取引関係、商品・サービス、および国・地域を特
定して対処するための手段は何か？

➢ AML/CFT規制が適用される方法は、正式な金融システムの合法的な使用を妨げているか？また、金
融取引を促進するためにどのような措置が取られているか？

➢ 顧客管理措置と厳格な顧客管理措置は、各セクター、金融機関の種類、および個々の機関のマネロ
ン・テロ資金供与リスクに応じてどの程度異なるか？ 国際金融グループと国内機関の間のコンプライ
アンスの相対的レベルはどのくらいか。

➢ 顧客管理措置のプロセスはどの程度、第三者に依存しており、統制はどの程度適用されているか？

➢ AML/CFTコンプライアンス機能による情報への適切なアクセスをどの程度確保しているか？

➢ 内部ポリシーと社内管理手続は、①複雑または異常な取引、②当局に報告する可能性のある疑わし
い取引の届出、③潜在的に疑わしい取引のタイムリーなレビューが可能ものとしているか？

➢ リスクの評価、ポリシーへの対応の策定とレビュー、およびマネロン・テロ資金供与リスクに対する適
切なリスク軽減とシステムと管理の設定に使用される手段とツールは何か。

➢ AML/CFTのポリシーと手続は、上級管理職や従業員にどのように伝えられているか。

➢ AML/ CFTの義務に違反した場合、貴社は、どのような是正措置と制裁措置を講じているか。

➢ マネロン・テロ資金供与のリスク評価を文書化し、最新の状態に保っているか。

➢ AML / CFTのポリシーと社内規程をその規模、複雑さ、事業活動、およびリスクプロファイルに関連して
実装するのに十分な資源があるか。

➢ 疑わしい取引を検出して疑わしい取引の届出をすることを促進するために、当局からフィードバックは
どの程度なされているか。
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マネー・ローンダリングの捜査・訴追・没収（IO7)
 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

1. マネー・ローンダリングの潜在的な事案は、どの程度適切に、どのような状況で特定及び調査されますか（並行して行われる財務調査を含む）？

2. マネー・ローンダリングの調査が行われたものの、正当な理由でマネー・ローンダリングの有罪判決を確保することが不可能な場合、国は他の刑事司
法措置をどの程度適用しますか？このような代替措置は、マネー・ローンダリング違反の訴追および有罪判決の重要性を低下させたり、それに代わる
ものであってはなりません。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある情報の例

1. 調査、起訴、有罪判決の経験と例（例：調査の証拠が不十分なために却下された事件の例;国が調査して起訴した重要又は複雑なマネー・ローンダリ
ング事件は何か;国内および国境を越えた組織犯罪に対する成功例;事件MLの有罪判決の代わりに、他の刑事制裁または措置が追求される場合）。

2. マネー・ローンダリングの調査、起訴、有罪判決に関する情報（マネー・ローンダリング活動の調査と起訴の数、起訴又は法廷に持ち込まれた事件の
割合、第三者によるマネー・ローンダリング、独立した犯罪、自己犯罪に関連するマネー・ローンダリングの有罪判決の数または割合など）マネー・ロー
ンダリング、および外国の前提犯罪、関連する述語犯罪の種類、マネー・ローンダリング違反に課せられる制裁のレベル、他の制裁と比較したマネー・
ローンダリングに課せられる制裁）。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある特定の要因の例

1. 調査のために（少なくともすべての主要な収益を生み出す犯罪に関して）マネー・ローンダリング事案を特定、開始、優先順位付けするために取られた
措置は何ですか（たとえば、小規模なケースと大規模なケース、または複雑なケースの間、国内と海外の前提犯罪の間など）？

2. 管轄当局は、マネー・ローンダリング調査に必要な関連する財務情報やその他の情報をどの程度、どのくらいの速さで取得またはアクセスできます
か？

3. 共同調査（学術的な調査ユニットの使用を含む）その他の調査手法（関係者を特定する目的で逮捕または押収を延期または放棄するなど）は、犯罪を
生み出す主要な収益にどの程度使用されていますか？

4. マネー・ローンダリング事案は、タイムリーな起訴と裁判のためにどのように準備されていますか？

5. マネー・ローンダリング違反の証拠がある場合、起訴をしないという決定はどのような状況で行われますか？

6. マネー・ローンダリングの起訴は、（i）前提犯罪（外国の前提犯罪を含む）の起訴にどの程度関連していますか、または（ii）自律的犯罪として起訴されて
いますか？

7. 関係当局は、法制度を考慮して、調査の開始から証拠の収集、検察官への紹介、裁判に行く決定まで、マネー・ローンダリング事件のライフサイクル全
体でどのように相互作用しますか？

8. マネー・ローンダリングの起訴と制裁を妨害または妨害する調査、検察、または司法プロセスの他の側面はありますか？

9. 管轄当局は、業務を管理したり、マネー・ローンダリングリスクに適切に対処したりするための十分なリソース（財務調査ツールを含む）を有しています
か？

10. マネー・ローンダリングを調査するための専任のスタッフ/ユニットが配置されていますか？リソースが共有されている場合、マネー・ローンダリング調査
はどのように優先されますか？
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犯罪収益の没収（IO8)
 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

1. 犯罪収益、手段、および同等の価値のある財産の没収は、政策目標としてどの程度追求されていますか？

2. 所管当局は、国内及び海外の前提犯罪および他国に移された収益を含む、犯罪の収益および手段、ならびに同等の価値の財産を没収
（本国送還、共有および所有者への返還を含む）してどれほどうまくいっていますか？

3. 通貨および無記名為替手形の誤った/宣言または開示されていない国境を越えた動きに関する没収は、国境/税関または他の関連当局に
よる効果的で比例的かつ説得力のある制裁に対処され、適用されていますか？

4. 没収の結果は、ML / TFリスクの評価、および国のAML / CFTポリシーと優先順位をどの程度反映していますか？

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある情報の例

1. 没収手続きの経験と例（例：過去の最も重要な事件、国が取得した没収命令の種類、犯罪の収益が洗浄される方法の変化を示す傾向）。

2. 没収に関する情報（例：没収が追求された刑事事件の数;没収を伴う事件の種類;没収された犯罪の収益の価値、手段または同等の価値

の財産が没収され、刑事または民事訴訟によるかどうかにかかわらず、外国または国内の犯罪によって分類された（非有罪判決に基づく
没収を含む）;虚偽の/宣言または開示されていない国境を越えた通貨および無記名の交渉可能な商品の没収の価値;没収の対象となる
押収または凍結された収益の価値または割合;実現された没収命令の価値または割合） 。

3. その他の関連情報（例：押収/凍結された犯罪資産の価値、被害者に返還された犯罪の収益額、共有または本国送還）。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある特定の要因の例

1. 犯罪の収益と手段（主要な収益を生み出す犯罪や国内で発生したものではない犯罪や海外に流出した犯罪を含む）を対象とするために
管轄当局が採用した措置とアプローチは何ですか？

2. 当局は、犯罪捜査の開始時に、没収を目的として、財務調査を開始することをどのように決定しますか？

3. 管轄当局は、犯罪の収益と手段、または同等の価値のある資産をどの程度特定して追跡していますか？資産の流出または消失を防ぐた
めに、暫定措置（凍結や差し押さえなど）はどの程度適切に使用されていますか？

4. ML / TFおよび関連する前提犯罪に関連していると疑われる、または誤って/宣言または開示されていない国境を越えた通貨および無記名
の為替手形を検出および没収するために国が採用したアプローチは何ですか？

5. 押収/没収された資産の価値を維持および管理するために採用された措置は何ですか？

6. 犯罪または同等の価値のある資産の収益および手段の特定、追跡、および没収を促進または妨害する調査、検察、または司法プロセス
の他の側面はありますか？

7. 関連する管轄当局は、その機能を適切に実行するための十分なリソースを有していますか？
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テロ資金供与（TF）の捜査・訴追・没収（IO9)
 結果が達成されているかどうかを判断する際に考慮すべき主要な課題

1. さまざまな種類のTF活動（資金やその他の資産の収集、移動、使用など）がどの程度起訴され、犯罪者が有罪判決を受けていますか？こ
れは国のTFリスクプロファイルと一致していますか？

2. TFの事案はどの程度特定され、調査されていますか？調査は、テロ資金提供者が果たした特定の役割をどの程度特定していますか？

3. TFの調査は、国のテロ対策戦略および調査（テロリスト、テロ組織、テロ支援ネットワークの特定と指定など）と統合され、それらをサポート
するためにどの程度使用されていますか？

4. TF犯罪で有罪判決を受けた自然人および法人に対して適用される制裁または措置は、どの程度効果的で、バランスが取れており、説得
力がありますか？

5. TFの有罪判決を確保することが現実的でない場合に、TF活動を防止するために他の刑事司法、規制、または他の措置を採用することに
よって達成される結果の目的はどの程度ですか？

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある情報の例

1. TFの調査と起訴の経験と例（例：TF調査がテロ対策の調査と起訴を支援するために使用される場合;（外国または国内の）テロリストとテロ
リストグループが標的にされる、起訴される、または混乱する重要な場合; TFレベルの観察された傾向および技術; TFの有罪判決の代わり
に他の刑事制裁または措置が追求される場合）。

2. TFの調査、起訴および有罪判決に関する情報（例、TFの調査および起訴の数、TFの起訴につながるケースの割合、TFの起訴および有罪
判決の種類（例、別個の犯罪、外国または国内のテロリスト、外国のテロリストの旅行への資金提供）戦闘機）; TF犯罪に課せられた制裁
のレベル;他の犯罪活動に対するものと比較したTFに課された制裁;適用された強行的措置の種類とレベル）。

 主要な課題に関する結論を裏付ける可能性のある特定の要因の例

1. 主要な脅威に対する迅速な調査とアクションを確実にし、防止を最大化するために、TF事案を特定、開始、優先順位付けするために取ら
れた対策は何ですか？

2. 管轄当局は、TFの調査と起訴に必要な関連する財務情報やその他の情報をどの程度、どのくらいの速さで入手してアクセスできますか？

3. TF犯罪の訴追を進めないという決定の重要な考慮事項は何ですか？

4. 法執行機関、FIU、テロ対策ユニット、およびその他のセキュリティおよび諜報機関は、この結果に関連するそれぞれの業務にどの程度協
力し、調整していますか？

5. TFの起訴、制裁、または防止を妨害または妨害する調査、起訴、または司法プロセスの他の側面はありますか？

6. 管轄当局は、業務を管理したり、TFリスクに適切に対処したりするための十分なリソース（財務調査ツールを含む）を有していますか？

7. TFを調査するための専任のスタッフ/ユニットが配置されていますか？リソースが共有されている場合、TF調査はどのように優先されます
か？
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「40の勧告（TC）」と「有効性（IO）」の関係
ＩＯ

ＴＣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

リスクの
理解

国際協力 監督 予防措置 法人・法的
取極の悪
用防止

金融機密情
報の活用

MFの捜査・
訴追・制裁

犯罪収益
の没収

CFTの捜査・
訴追・制裁

テロ資金の
凍結・NPO

の濫用防止

拡散
金融

資金洗浄およびテロ
資金供与対策・並び
に協力

1 リスク評価とリスクベース・アプローチ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎

2 国内関係当局間の協力 ◎ 〇 〇 〇 〇

資金洗浄及び没収 3 資金洗浄の犯罪化 ◎

4 犯罪収益の没収・保全措置 〇 ◎ ◎

テロ資金供与・大量
破壊兵器の拡散に
対する資金供与

5 テロ資金供与の犯罪化 ◎

6 テロリストの資金凍結 〇 ◎

7 拡散金融 ◎

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 〇 ◎

予防的措置 9 金融機関の守秘義務 〇 ◎ 〇

10 顧客管理 ◎ 〇

11 本人確認・取引記録の保存義務 ◎

12 PEPs ◎

13 コルレス契約 ◎

14 送金サービス提供者の規制 ◎ ◎ 〇

15 新しい技術の悪用防止 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

16 電信送金 ◎ 〇

17 顧客管理措置の第三者依存 ◎

18 内部管理、外国の支店及び子会社 ◎

19 リスクの高い国 ◎

20 疑わしい取引の届出（STR） ◎

21 内報・秘匿性 ◎

22 DNFBP・顧客管理 ◎

23 DNFBP・その他の措置 ◎

法人及び法的取極
めの透明性及び実
質的支配者

24 法人の実質的所有者 〇 ◎

25 法的取極の実質的支配者 〇 ◎

当局の権限及び責
任並びにその他制
度的な措置

26 金融機関に対する監督義務 ◎

27 監督当局の権限の確保 ◎

28 DNFBPsに対する監督義務 ◎

29 FIU 〇 ◎

30 法執行及び捜査当局の限界 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

31 法執行及び捜査当局の能力 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

32 キャッシュ・クーリエ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

33 統計 ◎

34 ガイダンス及びフィードバック ◎ ◎ 〇

35 制裁 ◎

国際協力 36 国連諸文書の批准 ◎

37 法律上の相互援助 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

38 法律上の相互援助：凍結及び没収 ◎ 〇 〇

39 犯罪人の引渡し ◎ 〇 ◎

40 その他の携帯の国際協力 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※TC（Technical Compliance）：法令等整備状況
※IO（Immediate Outcome）：有効性
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「法令等整備状況」（TC）と「有効性」（IO）の合格水準・不合格水準

１．法令等整備状況（TC) ※勧告ごとに４段階評価

（合格水準）

• Compliant（C)（履行)

• Largely Compliant（LC）（概ね履行）

（不合格水準）

• Partially Compliant（PC)（一部履行）

• Non Compliant（NC）（不履行）

２．有効性（IO） ※項目ごとに４段階評価

（合格水準）

• High Level（高水準）

• Substantial Level（十分な水準）

（不合格水準）

• Moderate Level（中レベル）

• Low Level（低レベル）
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重点フォローアップ（Enhance Follow-up）が行われる場合

（法令等整備状況（TC))

１．法令等整備状況（TC)について、８以上のNC（不履行）またはPC（一部履
行）がある場合

２．勧告３（資金洗浄の犯罪化）、勧告５（テロ資金供与の犯罪化）、勧告10（顧客管
理）、勧告11（本人確認・取引記録の保存義務）、勧告20（疑わしい取引の届出）
のいずれかについて１つ以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）がある場合

（有効性（IO））

３．１１のIOのうち、７以上のIOについて、低レベル（Low Level）または中レベル
（Moderate Level）の評価を受けた場合

４．１１のIOのうち、４以上のIOについて、低レベル（Low Level）の評価を受けた場合
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第４次相互審査結果の状況

通常フォローアップ国 スペイン、イタリア、ポルトガル、イギリス、イスラエル、ギリシャ、香港、ロシア
➡イタリア・イギリスは審査終了

重点フォローアップ国 米国、シンガポール、スイス、ベルギー、アイルランド、カナダ、オーストラリア、オースト
リア、ノルウェー、デンマーク、バーレーン、アイスランド、マレーシア、メキシコ、サウジ
アラビア、中国、フィンランド、トルコ、韓国、UAE、 ニュージーランド、日本
➡カナダ、米国は審査終了

観察対象国（※） アイスランド、トルコ

今後の審査予定国 フランス、ドイツ、オランダ、ルクセンブルク、インド、ブラジル、アルゼンチン

相互審査

通常フォローアップ
（相互審査後３年後

にフォローアップ報告）

重点フォローアップ
（フォローアップの評価の前に

３回フォローアップ報告）

５年後に
フォロアップ

評価

• 通常フォローアップ国は、相互審査後３年後にフォローアップ報告をし、５年後にフォローアップ評価。
• 重点フォローアップ国は、５年後のフォローアップ評価の前に３回のフォローアップ報告が必要。
• 観察対象国：１年間の観察期間。不備事項を再審査。➡対応がなされない場合は国名公表（グレーリスト）
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ML/TFにおけるブラックリスト国・グレイリスト国

ブラックリスト国 北朝鮮、イラン

グレイリスト国 （アフリカ・中東地域）

ボツワナ、ブルキナファソ、ガーナ、モーリシャス、モロッコ、セネガル、
シリア、ウガンダ、イエメン、ジンバブエ
（アメリカ地域）
バルバドス、ケイマン諸島、ジャマイカ、パナマ、ニカラグア
（アジア・太平洋地域）
カンボジア、ミャンマー、パキスタン
（欧州・ユーラシア地域）
アルバニア
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FATF６月総会における日本の相互審査のサマリー

FATFの第４次対日相互審査報告関連の情報はFATFのホームページには以下のとおり記載。

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-
2021.html

2. Country-specific processes

Mutual Evaluation of Japan and South Africa

（中略）

Japan has demonstrated good results in understanding, identifying and assessing its money 
laundering and terrorist financing risks, in the collection and use of financial intelligence and in 
the cooperation with its international partners. However, the country needs to prioritise
efforts in certain areas, including the supervision of and preventive measures by financial 
institutions and designated non-financial businesses and professions, the prevention of misuse 
of legal persons and arrangements, and investigating and prosecuting money laundering and 
terrorist financing.

日本は、マネー・ローンダリングとテロ資金供与のリスクの理解、特定、評価、金融情報の収
集と使用、および国際的なパートナーとの協力において、良好な結果を示しています。しかし、
国（日本）は、金融機関および指定された非金融事業および職業専門家による監督および予
防措置、法人および法的取極の誤用の防止、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の
調査および起訴を含む特定の分野での取り組みを優先する必要があります 。

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
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有効性の評価

IO.1 リスクの理解 SE

IO.2 国際協力 SE

IO.3 金融機関・DNFBPの監督 ME

IO.4 金融機関・DNFBPの予防措置 ME

IO.5 法人・法的取極の悪用防止 ME

IO.6 金融機密情報の活用 SE

IO.7 マネー・ローンダリングの捜査・訴追・制裁 ME

IO.8 犯罪収益の没収 ME

IO.9 テロ資金供与の捜査・訴追・制裁 ME

IO.10 テロ資金供与の凍結・NPOの濫用防止 ME

IO.11 拡散金融 ME

注：有効性の評価は、High-HE、Substantial-SE、Moderate-ME、Low-LE

①１１のIOのうち、７以上のIOについて、低レベル（Low Level）または中レベル（Moderate Level）の評価を受
けた場合、または、②１１のIOのうち、４以上のIOについて、低レベル（Low Level）の評価を受けた場合には、重
点フォローアップの対象

➡１１のIOのうち８のIOにおいてMEの評価なので①の基準により重点フォローアップの対象となる。
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法令遵守状況の評価

勧
告

内容
評
価

勧
告

内容
評
価

勧
告

内容 評価

1 リスク評価とリスクベース・アプローチ LC 18
金融機関・グループにおける内部管理方針の
整備義務、海外支店・現法への勧告の適用

LC 35 義務の不履行に対する制裁措置 LC

2 国内関係当局間の協力 PC 19 勧告履行に問題がある国・地域への対応 LC 36 国連諸文書の批准 LC

3 資金洗浄の犯罪化 LC 20
金融機関における資金洗浄、テロ資金供与に
関する疑わしい取引の届出

LC 37 法律上の相互援助、国際協力 LC

4 犯罪収益の没収・保全措置 LC 21 内報禁止及び届出者の保護義務 C 38 法律上の相互援助：凍結及び没収 LC

5 テロ資金供与の犯罪化 PC 22 DNFBPにおける顧客管理 PC 39 犯人引渡 LC

6 テロリストの資産凍結 PC 23 DNFBPによる疑わしい取引の報告義務 PC 40 国際協力（外国当局との情報交換） LC

7
大量破壊兵器の拡散に関与する者へ
の金融制裁

PC 24 法人の実質的所有者 PC

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 NC 25 法的取極の実質的所有者 PC

9
金融機関秘密法が勧告実施の障害と
なることの防止

C 26 金融機関に対する監督義務 LC

10 顧客管理 LC 27 監督当局の権限の確保 LC

11 本人確認・取引記録の保存記録 LC 28 DNFBPに対する監督義務 PC

12 PEP（重要な公的地位を有する者） PC 29 FIUの設置義務 C

13 コルレス銀行業務 LC 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査 C

14 送金サービス提供者の規制 LC 31 捜査関係等資料の入手義務 LC

15 新技術の悪用防止 LC 32 キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）への対応 LC

16
電信送金（送金人・受取人情報の通
知義務）

LC 33 包括的統計の整備 LC

17 顧客管理措置の第三者依存 NA 34 ガイドラインの策定義務 LC

（法令等遵守状況に関して重点フォローアップとなる場合）
１．法令等整備状況の評価について、８以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）がある場合

➡１のNC、10のPCであり、重点フォローアップの対象基準に該当
２．法令等整備状況の評価のうち、勧告３（資金洗浄の犯罪化）、勧告５（テロ資金供与の犯罪化）、勧告10（顧客管理）、勧告11（本人

確認・取引記録の保存義務）、勧告20（疑わしい取引の届出）のいずれかについて１つ以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）があ
る場合
➡勧告５（テロ資金供与の犯罪化）についてPCなので、重点フォローアップの対象基準に該当
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審査団が結論付けたML/TFリスクに応じたセクターごとの義務付けの重要性（73）

最も重要

銀行等預金取扱金融機関
（理由）

• 銀行業界は、日本の金融分野、地域金融システム及び国際金融システムにおいて主要な役割を果たしている。
銀行業界は、その相対的な規模と開放性により、大量の合法的なビジネスの中で犯罪収益に隠そうとする犯
罪者にとって魅力的なため、マネロン・テロ資金供与のリスクが高い。

重要

暗号資産交換業者
（理由）

• 日本は暗号資産のエコシステムの発展と暗号資産の主要な採用においてリーダーとなったため「重要」である。
2014年のMt Goxへのハッキングや、直近では2018年のCoincheckへのハッキングなど、この地域の高度に洗

練されたハッカーによるサイバー犯罪リスクが顕著になっている。加えて、金融インテリジェンス情報によれば、
日本の犯罪組織が暗号資産および暗号資産交換業者が提供するサービスを試していることを示している。こ
れは匿名化技術(19、IO 1を参照)の市場が拡大し、取引のスピードが改善すると増加するだけであるため、こ

れまでに登録された関係者の数が限られているにもかかわらず、このセクターのマネロン・テロ資金供与の悪
用のリスクは高い。

資金移動業者、信託会社、貸金業者、保険会社、金融商品取引業者、為替取引業者、特定共同不動産企業、ク
レジットカード会社
（理由）

• 主にこれらのセクターの規模に起因しており、これは日本の金融セクターの全体的な規模に比べて重要であり、
多くの場合、より高いリスク要因を示す取引の種類に起因する。

DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）：宅建業者、貴金属・宝石販売業者、法律・会計専門家
（理由）
• 主に実施する取引のリスクの性質や程度、およびそれら取引の一部がAML/CFT規制を受けていない(後者（職

業専門家）に対する疑わしい取引の届出の報告義務はない (TC 別紙、 R.23参照))。

中程度
ファイナンス・リース業者、郵便受取サービス事業者、電話受取サービス事業者、電話転送サービス事業者
（理由）
• 主に取引量が限られているため。

重要性が低い

少額短期保険業者、コール・ローンのマネー・マーケット・ブローカー/ディーラー、証券金融会社、適格機関投資

家特例業務に従事する者、商品先物取引業者、口座管理機関、電子債権記録機関、振替機関、および国債を取
り扱う口座管理機関、郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
（理由）

• 日本の金融セクターにおける規模と取引量、マネロン・テロ資金供与の悪用に対する脆弱性が低いことを主な
理由とするその他のセクター。
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勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）に対する評価（LC)

 日本のマネロン・テロ資金供与リスクの包括的な概要を可能にしないNRA方法論の欠陥。

 NRAの結論が、国レベルでのリスクベース・アプローチおよび関連当局の資源配分の基礎として利用されているかどうか明らかではない。

 一部の金融機関の監督者およびDNFBPの監督者のAML/CFT義務の監督に対するリスクベース・アプローチおよび金融機関およびDNFBPに要求
されるリスク評価およびリスク軽減措置に影響を与える技術的欠陥がある。

基準1.1

NRAには方法論的な限界があり、(構造および分野横断的要因の影響、STRの使用、および確認されたMLケースについてはIO1を参照)日本当局
によるリスクの包括的な特定と評価には疑問がある。
98.NRAでは、犯罪収益のリスク評価は、STRや確認事例を含む広範なインプットに依拠している。疑わしい報告の提出は、NRAで特定された主な

ML/TFリスクの概要に基づき、基本的なシナリオに基づいて行われる。すべてのDNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）がSTR (IO 4を
参照) を提出する義務を負うわけではない。これにより、NRAがリスクを特定し、義務主体がリスクを確認する義務を負うリスクが生じる可能性が
ある。

103. 評価は、国境を越えるリスクと、犯罪の実行と収益の洗浄に非公式の地下チャンネルがどの程度使用されているかに十分に焦点を当てるため
に、さらに改善される可能性がある。このことは、暴力団の犯罪行為と特に関連があり、その主たる洗浄手段は現金であることに留意する必要が
ある。例えば、覚せい剤の販売は暴力団にとって最も収益性の高い犯罪の一つである。 [*] 法執行機関は麻薬の密輸と流通を追跡しているが、
それに対応する現金の流れ、特に国境を越えての現金の流れを追跡することには同じように積極的ではない。これは、暴力団がどのようにして
国外から薬物を調達しているのか、どのような国際犯罪組織と取引しているのか、AML/CFTシステムがどのようにしてこれらのリスクにさらされて
いるのかを理解するための法執行機関にとっての課題となる。

104.NRAは、一部の法人を高リスクの法人 (例えば、 「透明性のない」 法人) とし、MLリスクの高い一部のカテゴリー (例えば、株式会社) を特定し
ているが、異なるタイプの企業構造に関連する脆弱性については十分に理解されていないようである (IO 5参照) 。法的措置に伴うリスクの包括
的な評価は行われていない (IO 5も参照) 。

(c)金融庁の監督下にある金融機関のみが、よりリスクが高いと判断された場合には、EDDを適用することが求められる (ガイドラインII-2 (3) 1及び
2) 。その他の事業者は、NRAにおいてより高いリスクと認定された状況(c1.7、−犯収法第4条2項;犯収法施行令12条、犯収法第4条; 犯収法施行
規則27条３号を参照)ではEDD措置を講じなければならず、自らの評価及びプロファイルに基づいてより高いリスクと評価するような状況では講じ
てはならない。

基準1.10 (c) 金融庁の監督下にある金融機関は、リスク評価のレビューを定期的に、少なくとも年に1回、かつ、関連する事象が発生した場合
にはいつでも実施することが求められている (金融庁ガイドラインII-2 (2) 第4号) 。金融機関またはDNFBPには、評価を最新の状態に維持する同
様の義務はない。特定事業者は、自らの記録を継続的に精査し、最新の状態に維持することが求められるが(犯収法施行規則第32条１項)、これ
は上述のリスク評価を最新の状態に維持するには不十分である。

〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
国のリスク評価書の刷新（令和３年末）
• マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リスク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移

転危険度調査書を刷新する
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勧告２から４までに対する評価

勧告２ 国内関係当局間の協力 PC • リスクによって通知され、定期的に見直され
るAML/CFTポリシーの定義、AML/CFT活動の

調整、および拡散金融活動との闘いについ
て明確な責任はない。

• AML/CFT当局が関与するデータ保護および

プライバシー団体の定期的な連絡会議があ
るが、AML/CFTがこれらの会議の焦点である
範囲は不明である。

勧告３ 資金洗浄の犯罪化 LC • 環境分野に含まれる犯罪の範囲にはわずか
なギャップがある。

• 自然人または法人に課すことができる制裁
は、比例的で説得力のあるものではない。

勧告４ 犯罪収益の没収・保全措置 LC • 前提犯罪としての環境犯罪の適用範囲のわ
ずかなギャップは、没収の範囲に影響を及ぼ
す。

• 逃亡した、死亡した、または所在が不明な犯
罪者の場合、収益の没収にはギャップがあ
る。
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勧告５（テロ資金供与の犯罪化）に対する評価（PC)

➢ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律は、特定のテ
ロ行為へのリンクがない場合、テロ組織または個々のテロリストの資金調達を犯罪とはして
いない。

➢ すべての種類のテロ資金供与犯罪について、テロ資金供与で有罪判決を受けた自然人に
は、比例的かつ説得力のある刑事罰は適用されない。

➢ 法人に対する制裁は、比例的で説得力のあるものではない。

➢ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律は自己資金に
は適用されない。

➢ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律は、国連のテ
ロ資金供与条約附属書において特定された犯罪について、「一般市民を脅迫する」などの
意図の要素が必要なため、テロ資金供与条約第2条（1）（a）と矛盾している。

➢ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律は、特定のテ
ロ行為に関連することなく、テロリストの訓練を提供または受けることを目的とした旅行の
資金調達を犯罪とはしていない。
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勧告６（テロリストの資産凍結）に対する評価（PC)

➢ 標的性金融制裁（TFS）を遅滞なく実施していない。
➢ 日本は、資産凍結義務が（i）指定された個人または団体が所有または管理するすべてのファンドまたはそ

の他の資産、（ii）指定された個人または団体によって直接的または間接的に完全にまたは共同で所有また
は管理されているファンドまたはその他の資産、（iii）指定された個人または団体によって直接的または
間接的に所有または管理されているその他の資産から派生または生成された資金またはその他の資産、また
は（iv）指定された個人または団体に代わって、または指定された個人または団体の指示に従って行動する
個人および団体の資金またはその他の資産に及ぶか実証していない。

➢ 外為法および国際テロリスト財産凍結法に基づく禁止事項が、指定された当事者に代わって行動する事業体
を含む、指定された当事者が間接的に関与する取引にまで及ぶかどうかは不明である。

➢ 新しい指定の通知がすべてのDNFBPに配布されるのか、それともDNFBPの義務についてガイダンスが提供され
るのかは不明である。

➢ 日本は、DNFBPが凍結資産または標的性金融制裁（TFS）に関連して講じた措置を報告することを要求してい
ない。

➢ 指定解除および凍結解除措置の直後に、指定解除の通知をすべてのDNFBPに伝達するメカニズムがあるかど
うかは不明である。

➢ 日本は、当局が指定解除および凍結解除の行動を尊重する義務に関して金融機関およびDNFBPにガイダンス
を提供していることを示す情報を提供していなかった。

➢ 日本は、指定を検討するかどうかを決定する際に、「合理的な理由」または「合理的な根拠」の証明の証拠
基準が適用されることを実証しなかった。

➢ 日本は、関係当局が委員会への指名の手続きと標準形式（「国連手続」）に従っていることを実証しなかっ
た。

➢ 日本は、委員会への指名を支援するために、関連当局が可能な限り多くの関連情報を提供していることを実
証しなかった。また、日本は、そのような情報の提供に関して正式な国内手続きを提供しなかった。

➢ 安保理決議第1373号に基づく第三国からの要請を受けて、日本が迅速な決定を下すかどうかは不明である。
➢ 日本は、省庁間会合およびその他の関連当局が、個人または団体を指定するかどうかを決定する際に、「合

理的な理由」または「合理的な根拠」の証明の証拠基準を適用することを実証しなかった。
➢ 日本は、関係当局が他国への指定要求をサポートするために可能な限り多くの識別情報およびその他の特定

の情報を提供することを実証しなかった。
➢ 日本には、指定された個人および団体が指定の基準を満たさない場合に、関連する国連制裁委員会にリスト

解除の要求を提出するための公表されている手続がない。
➢ 日本には、該当する委員会のガイドラインと手続に従って、1988年委員会による安保理決議第1988号に基づ

く指定のレビューを容易にする正式な手続がない。
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勧告７（大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁）に対する評価（PC)

➢ 標的性金融制裁（TFS）を遅滞なく実施していない。

➢ 日本人居住者が指定の対象となる場合、日本は２人の日本人居住者の間で日本の被仕向
人の資金を凍結することはできない。

➢ FATFの定義に沿って、凍結義務がすべてのファンドまたはその他の資産に及ぶかどうか
は不明である。

➢ 日本は、資産凍結義務が（i）指定された個人または団体が所有または管理するすべての
ファンドまたはその他の資産、（ii）指定された個人または団体によって直接的または
間接的に完全にまたは共同で所有または管理されているファンドまたはその他の資産、
（iii）指定された個人または団体によって直接的または間接的に所有または管理されて
いるその他の資産から派生または生成された資金またはその他の資産、または（iv）指
定された個人または団体に代わって、または指定された個人または団体の指示に従って
行動する個人および団体の資金またはその他の資産に及ぶか実証していない。

➢ 日本は、外為法に基づく資産凍結義務に関して金融機関およびDNFBPに具体的なガイダン
スを提供していないようである。

➢ 日本は、資産の凍結または関連する行動を報告することをDNFBPに要求していない。

➢ 日本は、外為法を遵守しているか否かDNFBPを体系的にモニタリングしていない。

➢ 日本は、資産凍結リストからの除外または凍結解除を尊重する義務についてファンドま
たはその他の資産を保有している可能性のある金融機関およびその他の個人および団体
（DNFBPを含む）にガイダンスを提供していない。

➢ 資産凍結者としてリストされる前に締結された契約に基づく支払いに関連して、そのよ
うな支払いをするか又は受け取るために、または、資金又はその他の資産の凍結解除を
承認するために、日本が安全保障理事会にその意図を事前に通知しなければならないこ
とは明らかではない。
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（関連）

６．資産凍結及びNPO
(1)資産凍結措置の範囲の拡大と明確化
• 制裁対象者に支配される者等の資産凍結を実施するとともに、外為法による資産凍結措置の範囲を告示等により明確

にする。また、国際テロリスト財産凍結法についても検討し、所要の措置を講じる。
期限：令和4年夏
担当官庁：
【外為法】財務省、経済産業省
【国際テロリスト財産凍結法】内閣官房、警察庁、その他関係省庁

(2)遅滞なき資産凍結
• 国連安全保障理事会制裁委員会等による資産凍結等の対象となる個人・団体の指定後遅滞なく資産凍結措置を行うた

め、告示の発出プロセスを迅速化する。
期限：実施中
担当官庁：外務省、財務省、警察庁

(3)特定事業者による資産凍結措置の執行の強化
• 特定事業者のモニタリングなどにより、第三者が関与する制裁対象者との取引の防止を含め、資産凍結措置の執行を

強化する。
期限：令和4年秋
担当官庁：財務省、特定事業者所管行政庁

(4)大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結
• 国連安全保障理事会決議等で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結を実施するための法制度の整備

について検討し、所要の措置を講じる。
期限：令和4年夏
担当官庁：内閣官房、警察庁、外務省、財務省、経済産業省、その他関係省庁

(5)NPOのリスク評価とモニタリング
• NPOがテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施する。

期限：令和4年春
担当官庁：内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省

(6)NPOへの周知
• 高リスク地域で事業を実施するNPOの活動の健全性が維持されるよう、テロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好

事例に関する周知を行う。
期限：令和4年春
担当官庁：内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省
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勧告８（非営利団体）に対する評価（NC)

➢ 法的に法人化されていない、または日本の枠組みで規定されている特定のカテゴリーに該当しないNPOは、
登録する必要はない。その結果、日本はこれらの限定された種類のNPOを特定していないが、それにもかか
わらずFATFの定義に含まれる可能性がある。

※公益法人（公益社団財団法人法）、特定非営利活動法人（NPO法）、学校法人（私立学校法）、宗教法院
（宗教法人）、医療法人（医療法）、社会福祉法人（社会福祉法）のみ特定

➢ 日本は、NPOの活動や特徴から、テロ資金供与の濫用のリスクにさらされる可能性のあるNPOの特徴や種類を
特定するために、関連するすべての情報源を使用しているわけではない。

➢ 日本は、テロ組織が日本のリスクのあるNPOにもたらす脅威の性質や、テロ行為者がそれらのNPOをどのよう
に悪用するかを特定していない。

➢ 日本は最近、NPOセクターのテロ資金供与リスクに適切に対応するための措置の適切性を実質的に見直して
いない。

➢ 日本はNPOセクターを定期的に評価しておらず、テロ活動に対するセクターの潜在的な脆弱性に関する新し
い情報を検討して、対策の効果的な実施を確保していない。

➢ 日本は、幅広いNPOや寄付者のコミュニティに対してテロ資金供与リスクに関する積極的な情報提供や教育
プログラムを実施していない。

〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
（５）NPOのリスク評価とモニタリング
NPO がテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施する。

令和 4 年春
内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省

(6) NPO への周知 高リスク地域で事業を実施する NPO の活動の健全性が維持されるよう、テ
ロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好事例に関する周知を行う。



非営利団体（ＦＡＴＦ勧告）

 非営利団体（ＦＡＴＦ勧告８）

• 非営利団体とは、一義的に、慈善、宗教、文化、教育、社会若しくは共済目的のため、又は
他の慈善行為を実施するために、資金を調達し、支出する法人、法的取極め又は法的組
織をいう。

• 各国は、テロリズムに対する資金供与のために悪用され得る団体に関する法律・規則が十
分か否かを見直すべきである。非営利団体は特に無防備であり、各国は、これらが以下の
形で悪用されないことを確保すべきである。

（a）合法的な団体を装うテロリスト団体による悪用

（b）合法的な団体を、資産凍結措置の回避目的を含め、テロ資金供与のためのパイプと
して用いること、及び

（c）合法目的の資金のテロリスト団体に対する秘かな横流しを、秘匿・隠蔽するために用
いること。

（リスクの特定・評価）（解釈ノートより）

• 情報の収集（①活動の目的、②上級職員、役員会メンバーや理事を含め活動を所有、
管理、または指揮する者の身元情報目的）

• 年次財務諸表

• 許可・登録の有無

• 資金の流れに関する情報

• 受益者・関連ＮＰＯに関する情報（主要なドナーの身元記録・機密保持）

• 国内・海外取引の記録（過去５年間） 35
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医療法人に関する通達

 『医療法人に係るマネーロンダリング・テロ資金供与の防止について』（令和元年８月30日 厚生労
働省医政局医療経営支援課）：各都道府県衛生主管部宛

• 非営利団体については以下の脆弱性があることをから、附帯業務である国際展開業務を行う場合等
の取引の決済等について、可能な限り、各国の当局により規制された正規の金融機関を通じて実施
することを奨励。

【脆弱性】

• テロ行為にさらされている地域やその周辺活動で活動を行っている。

• 海外送金、国外の者への資金提供を行っている。

• 相当量の資金へのアクセスを有する。現金を集中的に扱う。

【脅威】

• テロ関係者が非営利団体を設立し、資金調達、資金移動、リクルート活動又はテロ私見活動を
行う。

• テロ関係者がNPOに関与し、寄付金を横領又は資金移動を行う。

• NPOのパートナーである国外NPOにテロ関係者が関与している。

 『医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について』（令和
３年８月31日 厚生労働省医政局医療経営支援課）：各都道県衛生主管部宛

• FATF第４次対日相互審査報告書を受け、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計
画」のNPO等に関する優先して取り組むべき行動として、「テロ資金供与に悪用されるリスクがあ
る NPO 等、特にリスクの高い地域で活動している NPO 等についての完全な理解を確保するととも
に、リスクに見合ったアウトリーチ、ガイダンス提供、モニタリング又は監督を行う。」ことを周
知。

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/hokenjo/ijigyomu/14203120190402133407.files/31-71.pdf
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/153556.pdf
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勧告９・勧告11に対する評価
〇勧告９（金融機関秘密法が勧告実施の障害となることの防止）に対する評価➡C

全ての基準を満たしている。

〇勧告11（記録の保存）に対する評価➡LC

・少額の取引について記録保存義務が免除されている。

・顧客管理情報と取引記録を管轄当局が迅速に利用できるようにするという明確な規定がない。

〇犯収法７条１項
（取引記録等の作成義務等）
第七条 特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を
除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める
事項に関する記録を作成しなければならない。

〇犯収法施行令15条
（少額の取引等）
第十五条 法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

一 財産移転（財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。）を伴わない取引
二 その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
三 前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引

イ 法第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる特定事業者 二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外
国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り

ロ 法第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以
下のもの

ハ 法第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
四 前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定め

るもの

〇金融庁マネロンガイドライン
II-2（３）リスクの低減(vii)データ管理（データガバナンス）【対応が求められる事項】③
③ 確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能な、以下を含む情報を把握・蓄積し、これらを分

析可能な形で整理するなど適切な管理を行い、必要に応じて当局等に提出できる態勢としておくこと
イ. 疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳）
ロ. 内部監査や研修等（関係する資格の取得状況を含む。）の実施状況
ハ. マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、 必要に応じた経営陣の議論の状況



事例問題

 医療法人Ｘは、附帯業務である国際展開業務として、貧困諸国への医療の普及のため、アフリカのル
ワンダの病院に出資していたが、新たにトルコの病院である法人に出資することとし、当該法人に対し
て10億円相当の送金をした。

• 金融庁の疑わしい取引の参考事例の「その他の事例」の一つである「契約締結時に確認した非営利
団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者に係る取引。」に関連する事
例である。

• 医療法人は附帯業務として国際展開業務を行うことができるが、「医療法人に係るマネーロンダリン
グ・テロ資金供与の防止について」（令和元年８月30日 厚生労働省医政局医療経営支援課 事務連

絡）において、「テロ行為にさらされている地域やその周辺で活動を行っている。」場合等に脆弱性が
認められるとされている。

• 本事例の医療法人Ｘは、当初は貧国諸国への医療普及のために国際展開業務を行っていたにもかか
わらず、シリア等のテロ支援諸国の周辺国であるトルコの病院に多額の出資をしており、テロ資金供
与が疑われる事例である。よって、疑わしい取引に該当する可能性がある。
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勧告10（顧客管理）に対する評価（LC)①

➢ 金融機関が匿名口座または明らかに架空名義の口座を保持することを明示的に禁止されていない。

➢ 顧客に代わって行動している個人の代理権の確認方法は信頼できず、金融機関自身の知識に基づく
代理権の確認の免除は、この知識の文書化された証拠の作成によって実証されるべきである。

基準10.1

金融機関が匿名口座または明らかに架空名義口座を保持することを明示的に禁止する規定はないが、本人特定事項の確認に適用される規定
（犯収法４条１項、同法施行令７条）および匿名口座または架空名義口座の開設を防止しなかった場合に適用される懲役または罰金刑の制裁
（犯益法４条６項、27条）、匿名口座または架空名義口座の開設を防止されている。

基準10.4

金融機関は、顧客の代理人と主張する者と取引を行う場合、取引時に当該者の本人特定事項を確認する必要がある（犯収法４条４項）。
また、金融機関は、当該自然人が顧客から代理権を得ているかを確認する必要がある（犯収法施行規則12条４項）。しかしながら、犯収法施行
規則12条４項に列挙されているの多くのシナリオでは確認方法は信頼できない（具体例：顧客自身又はその本社に電話をかける同項１号ハお
よび２号ハ）。また、金融機関自身の知識に基づく確認（同項２号二）は、この知識の文書化された証拠の作成によって実証されるべきである。

〇犯収法施行規則12条５項
５ 第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任
に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。

一 顧客等が自然人である場合 次のいずれかに該当すること。
イ 当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。
ロ 当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっているこ

とを証する書面を有していること。
ハ 当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たってい

ることが確認できること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者（令第十三条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。

次号ニ及び第十六条第二項において同じ。）が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者
等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。

二 前号に掲げる場合以外の場合（顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。） 次のいずれかに該当すること。
イ 前号ロに掲げること。
ロ 当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
ハ 当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法に

より当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表

者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
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勧告10（顧客管理）に対する評価（LC)②

➢ 法的取極を特定するために必要な情報が指定されていない。信託事業および信託会社は犯収法の
対象であり、登録する必要があるが、信託事業または信託会社とは見なされない民事信託について
は同様の要件はない。また、受託者が自分の地位を金融機関に申告する必要もない。

➢ 犯収法施行令および犯収法施行規則は、委託者、受託者、および受益者を本人確認する必要がある
ことを明示していない。

➢ 厳格な顧客管理措置が適用可能かどうかを判断する際の関連リスク要因として、生命保険契約の受
益者を含めること、および、支払い時に保険金受取人の実質的支配者の身元の変更を特定および検
証するなどの厳格な措置を講じることについて、金融機関の要件とされていない。

➢ 金融庁の監督下にない金融機関が、リスクが高いと評価された状況で厳格な顧客管理措置を適用す
るための規定がない。

基準10.11

金融機関の顧客が法的取極である場合、金融機関は実質的支配者の本人確認する必要がある（犯収法４条１項４号、同法施行令５条及び７
条１項１号ハ・二、同法施行規則11条１項、２項）。これは、本人確認が最初に行われることを前提としている。しかしながら、犯収法施行令およ
び同法施行規則は、委託者、受託者、および受益者をそのように本人確認する必要があることを明示していない。

基準10.13

金融機関は、顧客管理措置を講じる際に顧客リスクのプロファイルを考慮に入れ（c.10.17を参照）、生命保険契約の締結時に受益者の氏名ま
たは受益者を特定するために必要なその他の事項を収集する必要がある（保険法40条１項４項）。しかしながら、金融機関には、厳格な顧客管
理措が適用可能かどうかを判断する際の関連リスク要因として生命保険契約の受益者を含めること、または支払時に実質的支配者の身元の
変更を特定および検証することを含む厳格な措置を講じることの明確な要件はない。

基準10.17

金融機関は、取引がNRAでより高リスクとして識別される場合、厳格な顧客管理措置を講じる必要がある（犯収法４条２項、同法施行令12条）
（犯収法８条２項、同法施行規則27条３号）。
金融庁の所管の金融機関は、リスクが高いと評価された状況において厳格な顧客管理措置（EDD）を適用する必要がある（金融庁ガイドライン
II-2（3）（i）および（ii））。他の金融機関に同等の規定はない。

一部の特定事業者については、金融庁ガイドラインに倣った『商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する
ガイドライン』（2019年８月14日・経産省・農林水産省）、『クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイ
ドライン』（2019年８月・経産省）など公表している。

https://www.meti.go.jp/policy/commerce/f00/190814amlcft_guideline.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/1909manerongaidorain.pdf
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勧告10（顧客管理）に対する評価（LC)③

➢ 金融機関は、顧客が取引時確認の要求（顧客管理措置）に応答しない場合、契約関係を継続し続け
るかについて一定程度裁量を有している。また、金融機関は、この場合、取引関係を終了する必要は
ない。

➢ 金融機関がマネロン・テロ資金供与の疑いを形成し、顧客管理措置のプロセスの実行が顧客に内報
をすることになると合理的に信じる場合に、金融機関が顧客管理措置を実施しないことを許可する法
的規定がない。

基準10.19

（a）顧客が取引時確認義務（顧客管理措置）に応じない場合、金融機関は、顧客が要求に応じるまで契約上の義務の履行を停止することがで
きる（犯収法５条）。これは、金融機関が契約を締結しなかったり、取引を行ったりしないようにある程度の柔軟性を残している。さらに、金融機
関は、この場合、取引関係を終了する必要はない。
（b）マネロン・テロ資金供与の疑いがある場合、金融機関は疑わしい取引の届出を直ちに提出するものとする（犯収法８条１項）。顧客管理措
置および取引時確認の不十分な完了の場合、金融機関が疑わしい取引の届出を提出する理由の1つを構成する（犯収法８条２項、同法施行
規則26条３号）。

（特定事業者の免責）
第五条 特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応

ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
※①「なりすましの疑い」「取引時確認事項を偽っている疑い」（➡厳格な取引時確認）、「疑わしい取引に該当する疑い」「種の取引の態様と著

しく異なる態様で行われる取引」（➡取引時確認）がある場合など、契約締結後の継続取引を想定した規定。
※契約締結時は、契約締結自由の原則により拒むことになっている。

〇犯収法８条３項
特定事業者（その役員及び使用人を含む。）は、第一項の規定による届出（以下「疑わしい取引の届出」という。）を行おうとすること又は行ったこ
とを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）➡PC

• 金融庁の監督下にない金融機関は、顧客または実質的支配者がPEPsであるかどうかを判断す
るためのリスク管理システムを導入する必要がない。

• 顧客が外国PEPsである場合、金融機関は、取引関係を開始または継続するために金融機関の
上級管理者の一部である必要のない「統括管理者」の承認を得る必要がある。

• 金融機関は、財産の出所と資金源の確認を行う必要があるが、取引金額が200万円（15,837
ユーロ/ 19,261米ドル）を超える財産の移転が含まれる場合に限られる。

• 金融庁の監督下にない金融機関は、外国のPEPsとの関係について厳格な継続的なモニタリン
グを実施する必要はない。

• 国内PEPsまたは国際機関から重要な役割を委嘱された者は、特定の顧客カテゴリーとして認識
されていない。

• 基準12.1（a）-（d）の要件は、国内PEPsの家族若しくは密接関係者、又は国際機関から重要な役
割を委嘱されている人には適用されない。

• 生命保険契約の受益者及び／又は受益者の実質的支配者がPEPsであるかどうかを金融機関
が判断することを求める明確な規定がない。

犯収法４条２項
厳格な取引時確認の必要な取引のうち、「資産の状況」について確認することを要するのは200万円を超える財産の移転を伴う場合のみ。

犯収法11条４号、犯収法施行規則32条１項４号
高リスク取引（犯収法施行規則27条１項３号）について取引を行うことについて統括管理者の承認を要することとされている（努力義務）。

金融庁マネロンガイドラインII-2（３）リスクの低減(ii)顧客管理【対応が求められる事項】⑦
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客について上級管理職の承認を得ることとされている。
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外国PEPs（新令１２条３項、新規則１５条）

１ 以下の外国の公的地位にある者
 国家元首
 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に
相当する職

 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委
員に相当する職

 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上
幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

 中央銀行の役員
 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

２ かつて上記１であった者

３ 上記１・２に掲げる者の家族（配偶者（事実婚含む）、父母、子、兄弟姉妹、並び
に、これらの者以外の配偶者の父母および子）

４ 法人であって、上記１～３に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが
可能となる関係にある実質的支配者が上記の者である法人との取引
※「国等」に含まれる外国政府、外国中央銀行、大使館、外国上場会社等が外国ＰＥＰsに該当することはない。
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外国ＰＥＰｓに該当する親族の範囲

父 母

外国の重要な公的地位の
者（かつて外国の重要な公
的地位の者であった者）

兄弟姉妹

子子

配偶者
（内縁の配偶者）

子

※外国の重要な公的地位の者の祖父母や孫は外国ＰＥＰｓに該当しない。
※日本人も外国ＰＥＰｓに該当し得る。

父 母
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勧告13（コルレス銀行）・勧告14（送金サービス提供者の規制）➡LC

 勧告13：コルレス銀行➡LC

• 国境を越えたコルレス銀行関係に入る金融機関について、回答者がマネロン・テロ
資金供与調査または規制措置の対象となったかどうかを判断する必要性に関しての
要件は十分に具体的ではない。

• 日本法では、「ペイスルーアカウント（PTA）」のサービスを管理する規定はない。

 勧告14送金サービス提供者の規制➡LC

• 日本の資金移動業者は、代理店をAML/CFTプログラムに含め、これらのプログラム
への準拠を監視する必要はない。

※資金移動業者について、代理店についてAML/CFTの観点からモニタリングが必要
となる。
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勧告15（新技術）➡LC

 金融庁の監督下にない金融機関は、新しい商品及びサービスを提供する前に、マネ
ロン・テロ資金供与リスクを分析及び評価したり、新しい技術及び新しい特性を備え
た取引を行う必要はない。

 勧告１で特定されたAML / CFTリスクの理解、評価及び軽減に関する欠陥は、暗号資
産／暗号資産供給業者に関してc.15.3に引き継がれている。

 FATFの定義のiii）およびiv）に関して、暗号資産供給業者の日本の定義には範囲の
欠陥がある。

 犯罪者またはその関係者が暗号資産交換業者の重要なまたは支配的な利益を保
持すること、またはその実質的支配者になることを防止するための法的または規制
上の措置はない。

 登録を取得せずに暗号資産交換業を提供する者は、適切な金銭的制裁の対象と
なっていない。

 金融庁の監督へのリスクベース・アプローチ（c.26.4から6）で強調された欠陥は、暗
号資産交換業者にも関連している。

 勧告35で特定された軽微な欠陥は、暗号資産交換業者にも当てはまる。

 認識された欠陥を含む勧告9から21の分析は、暗号資産交換業者にも当てはまる。

 テロ資金供与および拡散金融の対象を特定した金融制裁（TFS）で特定された欠陥は、
暗号資産交換業者にも関連する。

 監督者の性質や地位、外国の暗号資産交換業者の根拠法または地位の相違に関
係なく、金融庁が外国のカウンターパートと情報を交換するための法的根拠を持って
いるかどうかは明らかではない。
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勧告16（電信送金（送金人・受取人・情報の通知義務））➡LC

 金融機関は、10万円（792ユーロ/ 963米ドル）の基準額を下回る送金人および受取
人情報を取得する必要はない。

 c.16.1〜c.16.7で指定されている要件に準拠していない場合、電信送金を実行するよ
うに金融機関に依頼することを禁止する明確な規定はない。

 FATFメソドロジーc.16.12で指定されているように、中継金融機関には特別な要件はな
い。

 受取人側の金融機関は、必要な発信者情報または必要な受取人情報が不足してい
る国境を越えた電信送金を具体的に特定するための合理的な措置を講じる義務は
ない。

 一般的な要件はあるものの、受取人側の金融機関は、FATFメソドロジー16.15で指定
された措置を講じる必要はない。

 資金移動業者が電信送金の送金人側と受取人側の両方を行う場合に適用される特
定の要件がない。
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勧告18（内部統制、海外支店・現法）➡LC

 内部コンプライアンスプログラムを担当する金融機関の上級コンプライアンス担当者
は、必ずしも上級管理職のレベルである必要はない。

※マネロンガイドラインにも明確な規定はない。

 金融グループは、全支店および過半数所有の子会社間で口座情報を共有したり、交
換された情報の機密性と利用を保護するためにグループ全体の措置を実施する必
要はない。

 所管監督当局に通知する以外に、金融グループがマネロン・テロ資金供与リスクを
管理するために適切な追加措置を適用する必要があるという特定の要件はない。

犯収法11条４号、犯収法施行規則32条１項４号
高リスク取引（犯収法施行規則27条１項３号）について取引を行うことについて統括管理者の承認を要することとされている（努力義務）。

金融庁マネロンガイドラインII-2（３）リスクの低減(ii)顧客管理【対応が求められる事項】⑦
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客について上級管理職の承認を得ることとされている。

金融庁マネロンガイドラインIII-2経営陣の関与・理解【対応が求められる事項】②
② 役員の中から、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者を任命し、職務を全うするに足る必要な権限等を付与すること

※犯収法11条が努力義務の規定であることについては指摘なし。
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勧告19（高リスク国（勧告履行に問題がある国・地域への対応））➡LC

 金融庁の監督下にない金融機関は、FATFがこれを要求している国に関連する取引に、
厳格な顧客管理措置（EDD）を含む相応のリスク低減措置を適用することを特に要求
されていない。

 日本が特定した高リスク国とFATFが高リスクと指定した法域との間には明確な関連
性はなく、FATFから要請があった場合は対策を講じる義務がある。

 FATFが要求していない国に対しては、日本が対抗措置を講じるという一般的な要件
はない。
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勧告20（疑わしい取引）・勧告21（内報の禁止）

 勧告20（疑わしい取引）➡LC

• 実行未遂の取引を届け出る要件は明示的に規定されてない。

• 疑わしい取引の届出の範囲は、環境犯罪の前提犯罪カテゴリーのわずかなギャップ
の影響を受ける。

 勧告21（内報の禁止）➡C

• 全ての基準を満たしている。
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勧告22・勧告23（DNFBPs関連）

 勧告22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））➡PC

• 犯収法、犯収法施行令、および犯収法施行規則の規定に関連して勧告10、11、12、
および15でハイライトされている欠陥は、DNFBPにも関連している。

• 法律専門家、公認会計士、公認会計士、およびそれぞれの法人は、顧客の本人特
定事項の確認を行う以外に、他の顧客管理措置を適用する必要はない。

• 弁護士については、顧客の身元の厳密な検証以外に勧告12で要求される特定の
PEP要件はなく、勧告15で要求される新しいテクノロジー要件もない。

 勧告23（DNFBPs：その他の措置）➡PC

• 勧告18、19、および20でハイライトされている欠陥は、DNFBPに関連している。

• 司法書士または司法書士法人、行政書士または行政書士法人、公認会計士または
監査法人、税理士または税理士法人、および弁護士は、疑わしい取引の届出を提出
する必要がない。（士業者の守秘義務との関係でせめぎあい）

• DNFBPが全支店および過半数所有子会社にグループ全体のプログラムを実施する
こと、または海外支店および過半数所有子会社が自国と一致するAML/CFT措置を適
用することを保証する明確な要件はない。

• 弁護士は、リスクの高い国に関連する取引に適切な措置を適用することを特に要求
されていない。
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勧告24（法人の透明性及び実質的支配者）➡PC
• 日本は、国内で設立されたすべての種類の法人に関連するマネロン・テロ資金供与リスクを十分に評価していない。

• 会社の登記簿には会社の取締役のリストは記録されておらず、この情報は登記簿で公開されていない。

※基本３情報（氏名、住居、生年月日）に関しては、氏名は全員記載されているものの、住居は代表者のみ記載、生年月日は代表者も
含めていずれも記載されていない

• 株式会社本社の株主名簿に記載されている情報に、株式保有に伴う議決権の性質に関する情報が含まれているかどうかは不明。

• 国内の法人の株主、構成員、および評議員の情報を保持する義務はない。

• 会社が解散するか、別の会社と合併するか、完全子会社が譲渡されない限り、商業登記簿の情報を更新する必要はない。

• 持分会社の基準24.3および24.4の情報の正確性を保証するメカニズムはない。

• 持分会社、社団、財団が株主、会員、評議員の情報を更新する必要はない。

• 法人の実質的支配者に関する情報を法執行機関が適時に利用できるようにするために、日本が使用する両方のメカニズム（金融機関お
よび一部のDNFBPおよび公証人による既存の情報）にはギャップがある。すべてのDNFBPが実質的支配者情報を収集する必要があるわけ
ではなく、公証人は2018年11月以降、法人が設立されたときに特定の種類の法人に関する情報のみを収集している。企業が実質的支配
者情報の収集に必要な金融機関またはDNFBPと関係がない場合、または公証人が情報を確認する必要がない場合、実質的支配者に関す
る情報は利用可能ではない。

• 2016年10月以降、金融機関および一部のDNBFPは、新規顧客の実質的所有者の身元を確認する必要があるが、これらの金融機関および
DNFBPが、2016年10月以前からのすべての既存顧客の実質的所有者に関する正確で最新の情報を保有しているかどうかは明らかではな
い。

• 法人に基本的または実質的支配者情報を提供するために管轄当局に説明責任を負わせることを国内に居住する自然人に要求する特定の
措置はなく、また、持分会社、財団または財団に対する同様の措置はない。

• 管轄当局、特に法執行当局が、会社の登録簿に保存されている基本情報を除いて、基本的情報および実質的支配者情報を適時に取得で
きるかどうかは明らかではない。

• 無記名株式の発行は1990年に禁止されたが、無記名株式が未だに流通している可能性は低いが、勧告24に沿って、無記名株式の流通を
禁止したり、誤用させないようにするための特別なメカニズムは導入されていない。

• 無記名ストックオプションは株式会社が発行する場合があり、無記名ストックオプションの保有者を株主名簿に登録する必要があるの
か、氏名及び住所を記載せずにストックオプション登録簿にのみ記載するのかは不明である。

• 法人が要件に従わない場合、利用できる制裁措置は限られている。

• 国際協力のための基本的情報および実質的支配者に関する情報の迅速な提供は、日本で入手可能な情報の範囲と正確性によって制限さ
れている。

• 基本的情報および実質的支配者情報の要求に応じて他の国から受けた支援の質を監視するための一貫したメカニズムはない。
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勧告２４：法人の実質的所有者

1. 各国は、マネーロンダリングやテロ資金供与のための法人の悪用を防ぐための措
置を講じる必要がある。

2. 各国は、管轄当局が適時に取得またはアクセスできる法人の実質的所有者および
管理に関する適切で正確かつタイムリーな情報があることを確認する必要がある。

3. 特に、無記名株式または無記名株式新株予約権を発行できる法人を有する国、ま
たは名目株主または名目取締役を認める国は、マネー・ローンダリングまたはテロ
資金供与に悪用されないように効果的な措置を講じる必要がある。

4. 各国は、勧告10（金融機関の顧客管理）および22（DNFPBの顧客管理）に定められ
た要件を実施する金融機関およびDNFBPによる実質的所有者および管理情報へ
のアクセスを容易にするための措置を検討する必要がある。

➡日本の登記制度には従前から株主情報がないため、犯収法上の実質的支配者の
確認は、もっぱら顧客からの申告によっている。
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議決権の25％超を直接・間接
（※１）保有する自然人がいるか？

当該自然人（※２）

出資、融資、取引その他の関係を
通じて事業活動に支配的な影響を
有する自然人がいるか？

当該自然人

法人を代表し、その業務を執行する
自然人

いる場合

いる場合

いない場合

いない場合

議決権の50％超を直接・間接
（※１）保有する自然人がいるか？

いない場合

当該自然人（※２）
いる場合

（※1）他の法人の議決権を50％超有している場合はその
法人の有している議決権を保有しているものとみなされる。
（※2）事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有し
ていないことが明らかな場合を除く。

資本多数決法人の「実質的支配者」の判断方法
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法人の収益総額の25％超の配当を受け
る自然人がいるか？

出資、融資、取引その他の関係を通じて
当該法人の事業活動に支配的な影響力
を有する自然人がいるか？

当該自然人（※）

当該自然人

法人を代表し、その業務を執行する自
然人

いる場合

いる場合

又は

いない場合

法人の収益総額の50％超の配当を受け
る自然人がいるか？

いる場合

当該自然人（※）

いない場合

（※）事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していな
いことが明らかな場合を除く。

資本多数決法人以外の法人の「実質的支配者」の判断方法
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議決権の25％超を直接・間接的（※2）に
保有する自然人がいるか？

その株主等の個人（※1）(b)

出資、融資、取引その他の関係を通じ
て事業活動に支配的な影響を有すると
認められる自然人がいるか？

その個人(c)

法人を代表し、その業務を執行する個人（d)

いる場合

いる場合

いない場合

いない場合（※３）

収益総額の25％超の配当を受ける自然人
がいるか？

出資、融資、取引その他の関係を通じて
当該法人の事業活動に支配的な影響力を
有する自然人がいるか？

その個人（※1）(イ)

その個人(ウ)

法人を代表し、その業務を執行する自然人（エ）

いる場合

いる場合

いない場合（※３）

お客さまが資本多数決法人である場合 お客さまが資本多数決法人でない場合

お客さまが資本多数決法人である場合（株式会社、有限会社等）は、左図に従って、お客さまが資本多数決法人でない場合（一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人
等）は、右図に従って、実質的支配者をご判断いただき、その個人の方の氏名、住居、生年月日をご記載頂くとともに、関係性について、資本多数決法人の場合は(a)～(d)、資本
多数決法人でない場合は（ア）～（エ）をお選びください。（国、地方公共団体、上場会社等又はその子会社が上記のいずれかに該当する場合は、国等又はその子会社を自然人と
みなして「お名前」の欄にその名称を「住所」の欄にその本店・主たる事務所の所在地を記載してください。詳しくは３頁をご覧ください。（※４））また、実質的支配者が外国の重要な
公人（詳しくは４頁をごらんください。（※５））に該当する場合は、「外国の重要な公人該当性」の欄に「〇」を付けると共に、具体的な該当性について記載してください。

議決権の50％超を直接・間接的（※2）
に保有する自然人がいるか？

いる場合
その株主等の個人（※1）（a)

いない場合（※３）

収益総額の50％超の配当を受ける自然人
がいるか

その個人（※1）（ア）

いる場合

お名前 住所 生年月日 関係性 外国の重要な公人該当性

エミリオ・ベンゲル 東京都港区西麻布〇-〇-〇-〇〇〇 1950.4.2 (b) 30％の議決権を間接保有 〇 2009 年までX国の大使

いない場合（

（※1）事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く。
（※2）他の法人の議決権を50％超有している場合はその法人の有している議決権を保有しているものとみなします。詳しくは次頁をご覧ください。
（※３）取引担当者様が然るべき確認をしてもやむを得ない理由により把握できない場合を含みます。

（例）

又は

実質的支配者の申告様式例
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欧州各国・米国の制度

商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会取りまとめ（令和２年７月法務省民事局）
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（抜粋）

４．法人、信託の悪用防止

(2)実質的支配者情報の透明性向上

• 全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、
実質的支配者に関する情報源を強化する。

期限：令和6年春

担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁

• 株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制
度を今年度中に開始するとともに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築
に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進める。

期限：令和4年秋

担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁
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株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会
 法務省の有識者会議（平成30年２月27日）（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html）

 株式会社の実質的支配者を把握する必要性

①株式会社を隠れ蓑とする詐欺被害防止の必要性、②反社会的勢力排除の必要性、③FATF勧告24

 公証人法施行規則に定款の認証文に以下の規定を設けることによる措置

• 公証人は、定款認証手続において、嘱託人に対して、次の①・②の申告を求め、その内容に認証文を記載する。

➡嘱託人が正当な理由なく申告を拒んだ場合は定款認証の嘱託を拒否

①会社の実質的支配者となる者の申告

➡定款認証の嘱託の内容が、一定のリスク指標（経験則上、類型的に実質的支配者の実在性や属性について虚偽の
申告がされている可能性を窺わせるといえる事情）に該当する場合は、公証人は、申告された実質的支配者の本人
確認を行う。

②当該実質的支配者が反社会的勢力に該当しないことの申告

➡申告された実質的支配者が反社会的勢力に該当しないことの申告に関して、第一次的に公証人が収集した情報に
基づき該当するか否かの判断を行った上で、該当するとの判断がされた場合に、警察との連携が可能であれば、第
二次的に警察に照会する仕組みを構築する。

 会社の実質的支配者等の申告に関する情報のデータベースの構築

• 電子定款認証について既に構築されている電子公証システムを利用して、公証人が設立される会社の実質的支配者等
の申告に関する情報をデータベース化。

• 刑事訴訟法１９７条２項に基づく捜査関係事項照会などの警察等の公的機関による法令に基づく照会があった場合に当
該データを効率的に提供。

会社設立後も公正証書の作成等
の際に実質的支配者を把握する
取組を行う等、制度改善に努める。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html
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会社設立時の公証人による定款認証の際の「実質的支配者となるべき者の申告書」
• 2018年（平成30年）11月30日から、改正公証人法施行規則が施行される、新たに同法13条の４が追加され定款認証の方式が変更された。

• 対象となる法人は、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人で、合同会社は対象外である。

• これらの法人を設立する際に、公証役場における定款認証手続きにおいて、「実質的支配者となるべき者の申告書（又は写し）」を提
出することになった。

• 同書面には、犯収法の実質的支配者の基準に該当する者の①氏名、②住居、③生年月日、④国籍等、⑤性別を記載するとともに、⑥暴
力団等に該当するか否かも記載することが求められる。

• 「暴力団等」は、①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号所定の暴力団員、および、②国際連合安全保障理事
会決議第１２６７号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第３条第１項の規定により公告さ
れている者（現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。）又は同法第４条第１項の規定による指定を受けている者をいう。

• 2021年6月までは、申告書の「暴力団員等該当性」欄にある「該当」・「非該当」の選択肢を〇で囲んでもらう取扱いをしていたが、
2021年７月からは、同欄の記入に代えて、実質的支配者となるべき者が作成した「表明保証書」を申告書に添付して頂く扱いでも差し
支えないことになった。

• 定款認証手続をした場合には、「申告受理及び認証証明書」が無料で交付される。

• 実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認められる場合には定款の認証を行うこととなるが、その認証文言は、従来の
ものに、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない。』旨申告した。」旨の文言が付加され
る。

• したがって、新規に設立した法人顧客については「申告受領及び認証証明書」が交付されるので、法人の新設を依頼した司法書士に申
請書の受理印付の実質的支配者となるべき者の申告書の写しおよび「申告受理および認証証明書」を金融機関に提示することが考えら
れる。

• 虚偽の実質的支配者情報は公正証書不実記載罪（刑法157条）の対象となるので一定程度真実性は担保できる。

• 新設の法人顧客しか利用できず、実質的支配者の情報更新もなされない。

第十三条の四 公証人は、会社法（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成
十八年法律第四十八号）第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告さ
せるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第四条第一項第四号
に規定する者をいう。）となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第
六号に規定する暴力団員（次項において「暴力団員」という。）又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が
実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第一項の規定により公告されて
いる者（現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。）若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者（次項におい
て「国際テロリスト」という。）に該当するか否か

２ 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第一号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリスト
に該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。
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「実質的支配者となるべき者の申告書」（株式会社用）

（出所）日本公証人連合会ホームページ
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表明確約書

表 明 保 証 書

令和 年 月 日

認証担当公証人 殿

（住所）

（氏名）

（設立する会社・法人の名称）

私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号所定の暴力団員に該当せず、かつ、国際連合安全保
障理事会決議第１２６７号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第３条第１項の
規定により公告されている者（現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。）又は同法第４条第１項の規定による
指定を受けている者に該当しないことを、ここに表明し、保証します。

以 上
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商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会
 法務省の有識者会議（令和２年４月24日）（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html）

【法人の申出により、商業登記所が当該法人のBOリストを補完しその写しを交付する制度】
• 法人の申出により商業登記所が当該法人が作成したＢＯリスト（実質的支配者について，その要件である議 決権の保有に関する情報を

記載した書面）について所定の添付書面によりその内容を確認して写しを 作成し，写しであることの認証を付する制度

• 本制度を利用しようとする法人（「申出法人」）が、そのＢＯリストを作成し、商業登記所の登記官に対し、ＢＯリストの保管及びその写しの
交付の申出

• 申出を受けた登記官は、添付書面及び商業登記所の保有する情報等に基づきＢＯリストの内容を調査

• 登記官は、調査が終わるとＢＯリストをスキャンして保管するとともに、申出法人について，ＢＯリストが保管されている旨を登記簿に付
記（ＢＯ情報を届け出ている信用性の高い会社と評価され得る）

• その上で，登記官は，当該法人に対し，ＢＯリストの写し（登記官が写しであることの認証を付したもの）を交付

• 本制度の対象は株式会社・特例有限会社，対象となるＢＯは犯罪収益移転防止法施行規則第１１条第２項第 １号のＢＯ（株主が外国会
社の場合は制度の対象外）

• 法務局がBO基準のうち、形式審査可能な①②を対象とする。（×支配的影響力有する者 ×代表者）

①当該法人の議決権の総数の２分の１を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人（この者が当該会社の事業経営
を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。）：犯罪収益移転防止法施行規則第11条第2項第1号参照

②①の者がいない場合には，当該法人の議決権の総数の４分の１を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人（この
者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又はⅰの場合を除く。）：同規則第11条第2項第1
号参照

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html


64

商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程（案）①
 パブリックコメント（2021年６月28日公表・同年７月28日意見募集締切）：令和４年（2022年）１月31日から施行

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080244&Mode=0

 目的（１条）

• 株式会社からの申出により、登記所が、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度

 実質的支配者情報一覧の保管等の申出（２条）

• 株式会社は、その本店の所在地を管轄する商業登記所の登記官に対し、当該株式会社に係る「実質的支配者情報一覧」の保管及び実質的支配者情報一
覧の写しの交付の申出をすることができる。

①申出会社の商号、本店所在場所、会社法人番号

②過去の一定の時点（申出日の一月以内の日）における申出会社の実質的支配者の自然人（自然人とみなされる者を含む）（犯収法施行規則11条２項１
号）の氏名、住居、国籍等及び生年月日

③実質的支配者が同号の時点において直接又は間接に有していた申出会社の議決権

④②の時点において③の実質的支配者の支配法人（実質的支配者が過半数の議決権を保有する法人）が有していた申出会社の議決権がある場合は当
該実質的支配者及び当該支配法人が有していた申出会社の議決権がそれぞれ申出会社の議決権の総数に占めていた割合、実質的支配者、当該支配
法人及び申出会社の間の支配関係

⑤申出書に添付する書面の名称

⑥実質的支配者・支配法人に関する添付書類の名称

 保管・写しの交付申出書の記載事項（３条）

• 申出会社の商号、本店の所在場所、会社法人等番号、申出会社の代表者の資格・氏名・住所・連絡先

• 代理人による申出をするときは、当該代理人の氏名・名称、住所、連絡先、代理人が法人の場合はその代表者の資格・氏名

• 交付を求める実質的支配者情報一覧の写しの利用目的

• 交付を求める実質的支配者情報一覧の写しの通数

• 申出の年月日

• 送付の方法により実質的支配者情報一覧の写しの交付を求めるときはその旨

 保管・写しの交付申出書の添付書類（４条～６条）

• 実質的支配者情報一覧（保管申出時点の実質的支配者情報である旨の記載、申出会社の代表者が記名）

• 申出会社（支配法人がある場合には支配法人についても必要）における次に掲げる書面のいずれか

①申出日の株主名簿の写し、②公証人が発行する申告受理・認証粗油名所、③直前の事業年度の確定申告書に添付された別表２の写し

• 実質的支配者情報一覧と上記の書面の内容が合致しない場合には、その理由を明らかにする書面

• 実質的支配者情報一覧に実質的支配者として記載された者の氏名・住居と同一の氏名・住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成し
た証明書

• 代理人がいる場合はその権限を証する書面（５条）

• 本人確認書面（６条）・・・申出会社の代表者が商業登記所に提出している印鑑が押印されている場合を除き、申出会社の代表者の氏名・住所と同一の氏
名・住所が記載されている市町村その他の公務員が職務上作成した書面（当該申出会社の代表者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む）

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080244&Mode=0
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商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程（案）②
 実質的支配者情報一覧の写しの交付（７条）

• 登記官は、２条の申出が同条から６条までの規定に基づき適正にされたものであることを確認し、添付書面・申出会社の登記簿に記載・記録されている事
項と実質的支配者情報一覧の内容とが整合せいていることを確認したときは、実質的支配者情報一覧の写しを交付する。

• この場合には、申出に係る商業登記所に保管された実質的支配者情報一覧の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日・職指名を記載し、職員
を押印する。

 実質的支配者情報一覧の写しの再交付の申請（８条）

• ２条の申出をした会社は、その申出に係る商業登記所の登記官に対し実質的支配者一覧（当該商業登記所に保管されている最新のものに限る。）の写し
の再交付の申出をすることができる。

• ３条から７条までの規定は再交付の申出に準用する（送付の方法により写しを求める場合を除く）。

 実質的支配者情報一覧の写しの送付の方法等（９条）

• 実質的支配者情報一覧の写しの交付は、申出会社の申出により、送付の方法によりすることができる。

• 送付費用は、郵便切手等による。

 帳簿（10条・11条）

• 商業登記所には、実質的支配者情報一覧つづり込み帳を備える。

• 帳簿には、実質的支配者一覧、保管・写しの申出に関する書類をつづり込む。

• 帳簿の保存期間は、作成した年の翌年から７年間とする。



66



67



68

商業登記所における実質的支配者情報一覧の評価・今後の活用について

 商業登記所への提出情報が虚偽であれば公正証書不実記載罪（刑法157条）の対象とな
るので一定程度真実性は担保できる。

 規程案では、実質的支配者の申出を行うか否かは任意の制度となっており、EU加盟諸国
等のように義務化が望まれる。

 実質的支配者情報へのアクセス権者は個人情報を含むプライバシー性の高い情報である
として、申出法人のみができるが、関係当局・提出先の特定事業者を含めるなど拡大する
ことが望まれる。

 手続のオンライン化が望まれる。
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勧告225（法的取極の透明性及び実質的支配者）➡PC

• 民事信託の受託者が、委託者、保護者（もし存在する場合）、その他の受益者または受益者のクラス、およびその他の当該信
託に対して究極的な実行的な支配力を行使する自然人の身元に関する適切で正確かつ最新の情報を取得および保持するた
めの特定の要件はない。

• 日本は、法律に準拠する信託の受託者に、投資顧問または管理者、会計士、税理士を含む、信託の他の規制対象代理人、
サービスプロバイダーに関する基本情報を保持することを要求していない。

• 民事信託を委託および管理する者のために、受益者および委託者に関する情報を最新の状態に保つための要件はない。

• 国内または海外の信託の受託者に対して、取引関係を構築する場合、または敷居値を超える一回的取引を実行する場合に、
金融機関またはDNFBPにその地位を開示するための特定の措置はない。

• 関連当事者が保有する信託の基本的情報および実質的支配者に関する情報にタイムリーにアクセスできるようにするための
特定の要件はない。

• 日本には、外国の管轄当局に対して信託に関する情報（実質的支配者情報を含む）の迅速な提供を支援するための特定の要
件またはメカニズムはない。

• 民事信託の受託者に対して適用される罰金は、義務を果たせなかった場合のみであり、比例的または合理性はない。

• 信託会社または信託業者が監督者の要求した報告または資料を提供しなかった場合を除き、25.1に基づく信託に関する情報
に監督当局がタイムリーにアクセスできなかった場合に適用できる制裁措置はない。

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
４．法人、信託の悪用防止
(1)法人・信託の悪用防止
法人及び信託がマネロン・テロ資金供与に悪用されることを防ぐため、法人及び信託に関する適切なリスク評価を実施し、リスクの理解を向上さ
せる。

期限：令和4年春
担当官庁：法務省、警察庁

(3)民事信託・外国信託に関する実質的支配者情報の利用・正確性確保
信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を
検討し、実施する。

期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、その他関係省庁
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勧告26（金融機関に対する規制及び勧告）➡LC

 ファイナンスリース会社および外貨両替事業者は、登録または免許を取得する必要はなく、
犯罪者またはその関係者が重要なまたは支配的な利益を保持したり、経営管理機能を保
持したりすることを防止するための要件は、これらの金融機関には適用されない。

 AML/CFTの目的で統合グループ監督を中核的金融機関に適用する明示的な要件はない。

 すべての金融規制監督当局がAML/CFTの監督に対するリスクベース・アプローチを策定し
ているわけではない。

 金融庁によって監督されていない金融機関に対して監督資源がどのように割り当てられて
いるか、およびそれらの金融機関のマネロン・テロ資金供与リスクプロファイルの定期的な
レビューに関して、利用可能な明確な情報はない。

一部の特定事業者については、金融庁ガイドラインに倣った『商品先物取引業におけるマ
ネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』（2019年８月14日・経産省・

農林水産省）、『クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関
するガイドライン』（2019年８月・経産省）など公表している。

https://www.meti.go.jp/policy/commerce/f00/190814amlcft_guideline.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/1909manerongaidorain.pdf
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勧告27（監督機関の権限）➡LC
 金融庁が適用できる制裁の範囲には、金融制裁は含まれていない。これは、勧告35に沿って適切な範囲を課す能力

の限界である。

※日本の課徴金制度は基本的に「不当利得の吐き出し」までしか認めていない。

 他の金融監督当局が勧告35に沿って、さまざまな行政措置および金融制裁を課すことができるかどうかは不明であ
る。
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各国のAML/CFTへの取組と金融機関への制裁発動①

№ 国 銀行 関係当局 概要 制裁内容 時期

1 仏 BNPパリバBK NY州金融ｻｰﾋﾞｽ局 ➢ 制裁対象国・企業との金融取引
89.7億ドル

職員14名懲戒
2014

2 日 三菱UFJ銀行 NY州金融ｻｰﾋﾞｽ局
➢ 制裁対象国企業・個人との金融取引

➢ 経営陣による意図的な隠蔽

5.7億ドル
職員3名懲戒

2014

3 独 コメルツBK NY州金融ｻｰﾋﾞｽ局 ➢ 制裁国企業・個人との金融取引 14.5億ドル 2015

4 英 HSBC スイス当局 ➢ 脱税行為加担疑い（パナマ文書） 0.5億ドル 2016

5 英 HSBC メキシコ監督局 ➢ 麻薬取引への疑わしい取引報告遅延 0.3億ドル 2017

6 英 HSBC NY州金融ｻｰﾋﾞｽ局 ➢ 資金洗浄取引への疑わしい取引報告遅延 19億ドル 2017

7 仏 ｿｼｴﾃ・ｼﾞｪﾈﾗﾙBK NY州金融ｻｰﾋﾞｽ局 ➢ 制裁対象国企業・個人との金融取引 13.4億ドル 2018

8 濠 コモンウェルスBK 豪当局 ➢ 麻薬・銃器取引への疑わしい取引届出を怠る 5.3億ドル 2018

9 蘭 INGグループ
蘭国検察当局

仏規制当局

➢ AML態勢不備による資金洗浄取引発覚

➢ AML/CFT管理体制の不備
7億7500万ユーロ・

3百万ユーロ

2018・
2021

10 丁 ダンスケBK 欧州各国当局
➢ AML態勢不備による資金洗浄取引発覚

➢ 最大2340億ドル（約26兆3000億円）
捜査中 2018

11 米 US Bank
司法省、OCC、
FinCen、連銀

➢ AML管理態勢不備
合計6億1300万

ドル
2018

12 米 Capital One Bank OCC ➢ AML管理態勢の不備 １億ドル 2018
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各国のAML/CFTへの取組と金融機関への制裁発動②

№ 国 銀行 関係当局 概要 制裁内容 時期

13 英
ブリティッシュ・アラ
ブ商業銀行

米財務省（OFAC）

➢ 非米国銀行のドル口座を経由してスーダン中銀を
含むスーダン法人に送金

➢ 米国拠点なく、米国金融機関経由していないが決
済通貨が米ドルで域外適用された

400万ドル 2019

14 土
ハルクバンク（トル
コ国営銀行）

米司法省
➢ 米国イラン制裁逃れのため数十億ドルの隠ぺい

工作に関与（詐欺・マネロン措置違反）
➢ 他国の国営銀行であっても米国で起訴

起訴 2019

15 独
コメルツBK（ロンド

ン支店）
英国FCA ➢ マネロン管理態勢の脆弱性を放置

37.8百万ポンド
（約50億円）

2020

以下非金融機関

1 瑞
SITA（国際航空情
報通信機構・スイ
ス非営利法人）

米国財務省（OFAC)

➢ シリア・アラブ航空他にデータ通信サービス提供
（9,256件）

➢ 米国制裁対象者への情報通信サービスの提供が
「米国内サーバを経由」し、「米国製ソフトウェアを
使用」して行ったことが、「米国人の関与」とみなさ
れ、米国法の域外適用が認められた。

0.3億ドル 2020

2 米 Apple 米国財務省（OFAC)

➢ 取引スクリーニング手続の不備
➢ 制裁対象者について誤って登録、スクリーニング

システムが大文字小文字の違いを検知できず、
実質的支配者の肩書の登録ミス

46万7000ドル 2019

3 米 Amazon 米国財務省（OFAC)

➢ 取引スクリーニング手続の不備
➢ クリミア、イラン、シリアからの注文やキューバ、イ

ラン、北朝鮮、シリアの外交団の注文に応じてい
た

13万4253ドル 2020
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勧告28（DNFBPの規制及び監督）➡PC

 DNFBPは、AML/CFTも他論議および監督システムではない一般的なコンプライアンス
管理の対象とされている。

➡AML/CFTが経営戦略上の最重要課題とはされていない。

 すべてのDNFBPが、人が重要なまたは支配的な利益または管理機能を保持することを
防止するための措置を講じる必要はない。

 すべてのDNFBP監督者が、すべてのAML/CFT要件を遵守しなかった場合に、適切な範
囲の制裁を課すことができるかどうかは不明である。

 DNFBP監督者は、リスクベース・アプローチによる監督を実施していない。
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勧告31～勧告40

31 捜査関係等資料の入手義務 LC ・ 管轄当局が覆面捜査を実施するための十分な法的根拠となる明確な規定がないというわずかな
ギャップがある。

32 キャッシュ・クーリエ（現
金運搬者）への対応

LC ・ 管轄当局は、マネロンまたはテロ資金供与の虚偽の申告または疑惑が発生した場合に、通貨また
は無記名交換手形を停止または制限する権限を与えられていない。

33 包括的統計の整備 LC ・ 一部の当局は、疑わしい取引の届出および法律上の相互援助（MLA）に関する統計を維持してい
ない。

・ 凍結、押収、没収された資産に関する包括的な統計は利用できない。

34 ガイドラインの策定義務 LC ・ 国のAML/CFT措置を適用するためのガイダンスがDNFBPに十分に提供されていない。

35 義務の不履行に対する制裁
措置

LC ・ 勧告６に関して、制裁措置は、金融機関またはDNFBPがテロ資金供与の特定金融制裁（TFS）に関
連する予防措置を適用しなかったこととは明確に関連していない。

・ 勧告９-23に関連して、AML/CFT監督当局には、個人または金融機関およびDNFBPに直接的な経済
制裁を課す権限がない。

・ 金融庁以外の金融監督当局が、AML / CFTの不履行に対してさまざまな行政処分および金融制裁
を課すことができるかどうかは明らかではない。

・ 金融機関またはDNFBPが法人として制裁を受ける場合、取締役および上級管理者への制裁の適用
に関する具体的な規定はない。

36 国連諸文書の批准 LC ・ ウィーン条約とテロ資金供与条約の下で要求される措置の実施には欠陥がある。

37 法律上の相互援助：国際協
力

LC ・ 法律上の相互援助の範囲は、環境犯罪の前提犯罪の種類のわずかなギャップの影響を受ける。
・ 法律上の相互援助の要求に基づき、覆面捜査は利用できない。
・ 二重犯罪の要件に関して、いくつかの小さな懸念が残っている。

38 法律上の相互援助：凍結及
び没収

LC ・ 法律上の相互援助の範囲は、環境犯罪の前提犯罪の種類のわずかなギャップの影響を受ける。
・ 少なくとも、死亡、飛行、欠席、または加害者が不明であるという理由で加害者が不明な状況に

おいて、非有罪判決に基づく没収手続きおよび関連する暫定措置を支援するための根拠との間に
ギャップがある。

39 犯人引渡 LC ・ 法律上の相互支援の範囲は、環境犯罪の前提犯罪種類のわずかなギャップの影響を受ける。
・ 簡素化された引き渡しメカニズムを提供する法的根拠はない。

40 国際協力（外国当局との情
報交換）

LC ・ AML/CFT監督当局としての役割における全国銀行協会の国際協力に関する特定の法的規定がない。
・ 金融庁以外の金融機関監督当局およびDNFBPの監督当局が使用するセキュアゲートウェイおよ

びメカニズムに関する情報がない。
・ JAFICと日本税関以外の機関への要請の優先順位付けや適時の実行のためのプロセスがない。
・ 金融監督当局が、AML/CFTの目的に関連する、または関連する国内で入手可能な情報を外国の

カウンターパートと交換することを許可する特定の基準はない。

・ 金融監督当局が、交換された情報を公表するために、情報を提供の要求を受けた金融監督当局の
事前承認を取得すること、またはその情報を監督目的または非監督目的で使用することを保証す
る明確な規定はない。

・ 警察庁が外国当局との合同捜査チームに関する特定の規定はない。
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組織的犯罪処罰法におけるマネロン関連罪

 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為（９条）

➡５年以下の懲役もしくは１０００万円以下の罰金、またはこれを併科

 犯罪収益等隠匿罪（１０条）

➡５年以下の懲役もしくは３００万円以下の罰金、またはこれを併科

 犯罪収益等収受罪（１１条）

➡３年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金、またはこれを併科

※１３条に犯罪収益等の没収の規定あり

〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画

５．マネロン・テロ資金供与の捜査及び訴追等

(1)マネロン罪の法定刑引上げ

• 組織的犯罪処罰法について検討し、所要の措置を講じる。

期限：令和4年夏

担当官庁：法務省、内閣官房

(2)マネロン罪の捜査・訴追の強化

• 重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追や、マネロンの起訴率の向上のため、タスクフォースの設置、各種通達等
の発出等を行い、これらを踏まえた捜査・訴追を実施する。

期限：令和4年秋

担当官庁：法務省、警察庁

(3)捜査・没収の強化

• 犯罪収益や、マネロンに関連する犯罪供用物の押収・没収・追徴を適切に実施するため、リスクが高い分野に関する
犯罪収益追跡捜査、没収・追徴及びその保全の積極活用、没収の執行強化を行う。

期限：令和4年秋

担当官庁：法務省、警察庁
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マネロン・テロ資金供与リスクの理解（IO4関連）①

主な評価結果b) マネロン・テロ資金供与リスクの理解

• 大規模銀行（より高いリスクを有する金融機関として認識されているグローバルなシステム上重要な銀
行（GSIB）等）を含む一定数の金融機関及び資金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて
適切な理解を有している。

• その他の金融機関においては、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解が限定的である。金融機
関がマネロン・テロ資金供与リスクについて限定的な理解しか有していない場合、金融機関のリスク
ベース・アプローチ（以下、RBA）の適用に直接的な影響を及ぼす。このような金融機関は、最近導入・
変更されたAML/CFTに係る義務について十分な理解を有しておらず、これらの新しい義務を履行する
ための明確な期限を設定していない。

• 指定非金融業者及び職業専門家（以下、DNFBPs）は、マネロン・テロ資金供与リスクやAML/CFTに係る
義務について低いレベルの理解しか有していない。

• 暗号資産交換業者は、暗号資産取引に関連する犯罪リスクについて一般的な知識を有し、基本的な
AML/CFTに係る義務を実施している。疑わしい取引の届出の総件数（年ベース）は増加傾向にあるとこ

ろ、疑わしい取引の届出の大部分は金融分野からのものであり、暗号資産交換業者の届出の実績も
良いが、全体的にみて、疑わしい取引の届出は、基本的な類型や疑わしい取引の参考事例を参照し
て提出されている傾向がある。また、特定のマネロン・テロ資金供与リスクに直面している一部の
DNFBPsを含め、全ての DNFBPsが、疑わしい取引の届出義務の対象になっているわけではない。

（対応策）

• 令和３年４月28日の金融庁の各協会宛の通知『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る

態勢整備の期限設定について』において、各金融機関が、①「マネロン・テロ資金供与対策に関するガ
イドライン」（令和３年２月の改正後のもの）で対応を求めている事項について、2024 年３月末までに対

応を完了させ、態勢を整備すること、②上記の態勢整備について、対応計画を策定し、適切な進捗管
理の下、着実な実行を図ることが求められている。
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マネロン・テロ資金供与リスクの理解（IO4関連）②

24.顧客管理

• 大規模銀行（より高いリスクを有するとされているGSIB等）を含む一定数の金融機関及び資
金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて適切な理解を有している。

• その他の金融機関は、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解がまだ限定的である。

• 一定数の金融機関は、自らのリスク評価を開始しているが、その他の金融機関はリスクに
基づいた低減措置を適用していない。これらの金融機関は、継続的顧客管理、取引モニタ
リング、実質的支配者の確認・検証等の、最近導入・変更された義務について、十分な理
解を有していない。これらの金融機関は、AML/CFTの枠組みや取組を強化する必要がある

との一般的な認識は有しているが、新たな義務を履行するための明確な期限は設定して
いない。

25 疑わしい取引の届出

• 年間の疑わしい取引の届出の総件数は増加傾向にある。届出の大部分は金融分野によ
るもので、三分の一は大規模銀行によるものであるが、FIU（JAFIC）のガイダンスに基づく基
本的な類型や疑わしい取引の参考事例を参照したものである。

優先して取り組むべき行動a)

• 金融機関、暗号資産交換業者、DNFBPsがAML/CFTに係る義務を理解し、適時かつ効果的

な方法でこれらの義務を導入・実施するようにする。これらにおいては、事業者ごとのリス
ク評価の導入・実施、リスクベースでの継続的な顧客管理、取引のモニタリング、資産凍結
措置の実施、実質的支配者情報の収集と保持を優先する。
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マネロン・テロ資金供与リスクの理解（IO4関連）③

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関a)  5.2.1 ML/FTリスク及びAML/CFT義務の理解

• 大規模銀行（より高いリスクを有するとされているGSIB等）を含む一定数の金融機関及び一定
数の資金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて適切な理解を有している。

• その他の金融機関は、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解がまだ限定的である。一般
にこれらの金融機関は、主にNRAの評価に基づく、監督当局が指摘するリスクカテゴリーにつ
いて、例えこれらのリスクが自らの業務に関連しない場合であっても参照している。その他の
金融機関は画一的な低減措置を適用し、顧客の本人確認、取引確認及び疑わしい取引の届出以
上の措置は実施していない。

335．
• 大規模銀行（より高いリスクを有するとされているGSIB 等）を含む一定数の金融機関及び一定数の資金移動業者は、

マネロン・テロ資金供与リスク及びAML/CFT に係る義務について適切な理解を有している。その他の金融機関は、自
らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解がまだ限定的である。

• 金融機関は、マネロン・テロ資金供与リスクやAML/CFT に係る義務の履行に関する主要な参考先として、金融庁やそ
の他の当局、特にNRA より得られた情報を利用する傾向がある。

336.

• 金融機関は、一般に、国際的な電信送金や現金取引とともに、暴力団、北朝鮮、外国人顧客を、より高いリスクがあ
ると位置付けている。銀行口座の不正利用の主な事例の一つとして、口座乗っ取り（フィッシング・詐欺）や口座売
買（出国予定の一時滞在者によるもの）に関連する詐欺が挙げられる。密輸の危険があるため、金に関連する取引も
また、懸念のある領域である。これは、概ねNRA の結論と一致している（IO. 1 参照）。

• しかし、大部分の金融機関は、現金取引を介するもののほかは、前提犯罪とマネロンとの関連性や、どのように犯罪
収益が金融システムに入り込むかについて、より深い理解を有していない。

• さらに、一定数の金融機関は、一定の特定の分野（例えば、閉鎖的なグループに属し、当該グループの会員であるこ
とにより本人確認が行われた顧客に対し、主にサービスを提供する銀行）に限定されているため、顧客基盤のリスク
が低いとみなし、それゆえ、各顧客のリスク評価を実施していない。
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リスク低減措置の適用（IO4関連）

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関b) 5.2.2 リスク低減措置の適用

• 金融機関がマネロン・テロ資金供与リスクについて限定的な理解しか有していない場合、金融機関のRBAの
適用に直接的な影響を及ぼす。一定数の金融機関は、自らのリスク評価や、認識されたリスクに応じた低減
措置を適用している。その他の金融機関は画一的な低減措置を適用し、顧客の本人確認、取引確認及び疑わ
しい取引の届出以上の措置は実施していない。

352.
• 金融機関がマネロン・テロ資金供与リスクについて限定的な理解しか有していない場合、金融機関のRBA の適用に直

接的な影響を及ぼす。
• 一定数の金融機関は、自らのリスク評価や、認識されたリスクに応じた低減措置を適用している。
• その他の金融機関は、リスクに応じて十分に調整することなしに、画一的な低減措置を適用している。
• 一般に、金融機関は、単なる法令等遵守への取組みに留まっており、例えこれらのリスクが自らの業務に関連しない

場合であっても、監督当局によって指摘された基本的なリスクカテゴリー（主にNRA の結論に基づくもの）を参照し
ている。実際、2018 年の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（「現状と課題」）で評
価されたように、2018 年８月時点では必ずしも全ての金融機関にRBA が浸透しているわけではなく、単なる顧客の
本人確認、取引の確認、及び、疑わしい取引の届出のみならず、より有効性の高いリスク低減措置の実施が問題と
なった。

353.
• ほとんどの金融機関は、新規顧客について、その属性を総合的に評価し顧客リスク格付を付すための適切な顧客管理

（CDD）の仕組みを整備しているが、既存顧客については情報更新手続の途上である。
• 一定数の金融機関は、CDD のためのツールを導入し始めたが、情報更新手続は進行中である（5.2.3 参照）。よりリ

スクの高いリスクカテゴリーは、主に、NRA に分析・記載されているリスク要因（IO.1 参照）に基づいて設定され
ている。

• 顧客のリスク特性は、主にリスト照合に焦点を当てている。顧客に関する情報は、取引関係の構築の際に取得した基
本的な情報に限定され、かつ、この情報は大抵の場合、更新されていない。

• 顧客の取引先や関係会社を検出し、これらを名寄せしたりグループとしてリスクを評価し、取引をモニタリングする
仕組みはない。自主的に分析した顧客のリスク特性を、グループ内の異なる法人間で共有している金融グループは少
ない。
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テロ資金供与リスクの理解（IO4関連）

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関c) テロ資金供与リスクの理解

• 金融機関は、紛争地域への近接性に基づき、テロ資金供与リスクを理解しているようであり、金融セク
ターにおける他の類型のテロ資金供与については、報告も調査もされていない可能性を示している。金
融機関は、イランや北朝鮮等のリスクの高い国々と関連のある取引については、特別な注意を払ってい
る。

※金融機関でリスク評価書を作成する際に、定量的な分析の一環として各種の計数を集計しているが、そ
の際に外国人顧客による送金相手国の分析等を実施して、リスク評価書に記載している。

※「リスク評価」が「全社的リスク評価」や「顧客リスク評価」等のことを指しているのであれば、これ
らの固有リスクの評価ロジックの一部に、このようなファクター（例えば、海外送金の頻度、金額など
に関する外国顧客の海外送金に関する慣行など）を取り入れているということかもしれない。

337．金融機関は、紛争地域への近接性のみに基づいてテロ資金供与のリスクを理解しているようであ
り、金融セクターの他の種類のテロ資金供与は報告も調査もされていない可能性があることを示
している。

338.大規模銀行（よりリスクの高い機関として特定されているGSIBsなど）および一部の資金移動業者
を含む一部の金融機関は、リスクをよりよく理解しているようであり、リスク評価にいくつかの
特定の要因または指標を追加している（例えば、海外送金の頻度、金額などに関する外国顧客の
海外送金に関する慣行など）。
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金融庁ガイドラインのレベルの引上げ（IO4関連）

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関d) 金融庁ガイドラインのレベルの引上げ

• 金融庁による2018年のAML/CFTに関する強制力のあるガイドラインは、金融機関によるAML/CFTに係る義
務の理解や履行を促進するマイルストーンであった。しかしながら、全ての金融機関について、自らの
リスクに応じた効果的なAML/CFT管理態勢（AML/CFT systems）を確保するため、この基準のレベルは引
き上げられるべきである。

341. 2018 年の金融庁の AML/CFTガイドライン（第1章を参照）は、金融庁の監督下にある金融機関が
AML/CFTの義務を履行するのを支援するための主要なステップであったが、いくつかの改善が必要
である。金融庁ガイドラインは、すべての金融機関に共通の最小基準を設定し、監視対象の金融
機関による適切なAML/CFTフレームワークの実装を要求している。ただし、すべての金融機関に対
して、リスクに応じた効果的なAML/CFTシステムを確保するには、標準のレベルを上げる必要があ
る。 2018年5月、金融庁のAML/CFT企画室は、「3メガバンク向けのAML/CFTベンチマーク」も発表
した。これは、ガイドラインの原則に基づく表示を統合する一連のAML / CFT義務であり、メガバ
ンクに国際的なグローバルなシステム上重要な金融機関（G-SIFIs）の国際的なAML / CFT基準を
満たすことを求めるものである。これらのベンチマークは、金融機関の複雑性に関する比例基準
を考慮し、２つの異なる標準の作成を回避するため、AML/CFTガイドラインに統合する必要がある。

460.ガイドラインに設定された基準のレベルを上げて、すべての金融機関に効果的なAML/CFTシステム
を確保し、リスクに見合ったものにする必要がある。また、「3メガバンク向けのAML/CFTベンチ
マーク」に設定された基準の適切な部分を統合する必要がある。 FIの複雑性に関する比例基準を
考慮し、２つの異なる標準の作成を回避するため、AML/CFTガイドラインに統合する必要がある
（IO 4を参照）。
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取引モニタリングシステム・取引スクリーニングシステム・継続的顧客管理（IO4関連）

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関e) 取引モニタリングシステム・取引スクリーニングシステム・継続的顧客

• 一定程度の金融機関は、基本的なAML/CFTに係る概念、とりわけ、実質的支配者の確認・検証、継続的
顧客管理等の、最近導入・変更された義務について、まだ明確かつ一律の理解を有していない。

• 基本的な取引モニタリングシステムは一定数の金融機関で既にある程度導入されており、取引スクリー
ニングシステムはほとんどの金融機関で導入されているが、どちらのシステムもその効果は限定的であ
る。

• 金融機関は、法律上・規制上・監督上の新たな義務を履行するためにAML/CFT の枠組みや取組みを高度
化する必要があるとの一般的な認識を有している。

• しかしながら、監督当局は、直接、対話を通じて監督している金融機関のみに対応期限を課している。

• その他の金融機関は、AML/CFT に係る義務の履行について独自の期限を定めているが、期限が延長され
る傾向にある。したがって、金融機関の顧客管理（CDD）の適時の改善や十分なAML/CFT に係る低減措
置の適用に、深刻な懸念がある。

339．金融機関のAML/CFTに係る義務の理解は、限定的なようである。取引モニタリングシステムの利
用と組み合わされた継続的顧客管理の考えに関する明確かつ一律の理解の確立について、課題が
ある。これらの義務は、犯罪収益移転防止法の改正や2018 年２月に適用された強制力のある金融
庁AML/CFT ガイドライン（第1 章参照）を通じて、最近日本の法制度に適用された。基本的な取
引モニタリングシステムは一定数の金融機関で既にある程度導入されており、取引スクリーニン
グシステムはほとんどの金融機関で導入されているが、どちらのシステムもその効果は限定的で
あり、非常に高い割合で誤検知が見られる。既に取引モニタリングシステムを導入している大部
分の金融機関は、独自のツールを開発しているが、異なるツール間で複雑性や有効性にばらつき
があり、また、それ以外の金融機関には手動で管理を行っているものもある。
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顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務（IO4関連）①

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関f) 顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務

• 金融機関は、基本的な顧客の情報を収集しているが、このために金融機関の顧
客に関する知識が限られており、かつ、この情報は通常更新されていない。

• 金融機関は、顧客の特性に基づいた顧客リスク格付も、顧客属性等と取引記録
との結び付けも行っていない。

• 一定数の金融機関は、最近、新規顧客について完全な顧客管理措置を最近開始
したところである。また、口座の売買や不正利用の蔓延は、金融機関が直面し
ている深刻な問題である。これらの要素は全て、CDD の質、及び、有効性に更
なる懸念を生じさせている。
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顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務（IO4関連）②

360．金融機関は、実質的支配者の確認・検証や、取引モニタリングシステムと組
み合せた継続的顧客管理等の顧客管理措置（CDD）の導入に、大きなギャップ
を有しているようである。情報更新とリスク評価の見直しが実施されていな
い多くの既存口座が存在している。

361．取引関係の構築に当たって、潜在的な顧客が、制裁及び反社リストに該
当する場合や必要な情報が不足している場合には、金融機関により取引
が謝絶される。金融機関は、日本における他の事業者と同じく、暴力
団・反社会的勢力関係者との関係を排除しなければならない（IO.1 参
照）。金融機関がアクセス可能な、固有かつ公式の（暴力団）リストは
存在しない。基本的に、金融機関は、自らの情報と警察庁や都道府県警
察を含むその他の情報源、サービス提供会社からのデータに基づいて作
成した独自のリストを有している。当該リストは、金融機関により継続
的に更新されることが必要であり、その正確性や確度の確保については
課題がある。

362．既存顧客が反社リストに該当した場合、又は、既存顧客が暴力団員であ
る、もしくは、暴力団員に関連していると疑われる場合、口座の活動は
厳格な調査と管理により取引に制限が加えられる。組織犯罪に関連する
口座解約の手続には、長期間を要するようである。

363．金融機関は、取引関係の構築に当たって、顧客の住所等の基本的な顧客
情報を収集・検証しようとしているだけのようである。口座開設のため
の写真付の身分証は、標準的なリスクの顧客にとっては必須とはならな
い。金融機関は、2016 年に義務化されるまで、収集した基本的な顧客情
報を更新しなかった。さらに、この新たな義務は体系的かつ適時に、既
存及び新規の顧客に適用されていない傾向がある。
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顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務（IO4関連）③

364．実質的支配者に関する情報は、顧客の申告に基づいて収集されることが多い
が、これは不十分な検証方法である。日本は、近年、有益な検証手段となる
可能性のある、公証人主導の実質的支配者の登録制度を創設したが、いくつ
かの制約が確認されている（IO. 5 参照）。

365．金融機関は、口座の売買や不正利用の蔓延に係る問題に直面している（5.2.1 
参照）。口座の不正利用の容易性とその拡大は、金融機関が直面する主要な
リスクの一つとして認識されているが、適用される顧客管理措置（CDD）の質
と有効性に更なる懸念を生じさせている。

366．継続的顧客管理について、金融機関は、金融庁AML/CFT ガイドラインの規定
に従い、正確かつ適切な顧客情報を保つためのシステムの構築を開始してい
る。しかしながら、継続的顧客管理措置は、収集された顧客情報の更新及び
リスト照合に限定されているように見られる。
この手法に従って継続的顧客管理に係る措置を実施しても、金融機関が、顧
客の特性と業務内容を結びつけ、予測される顧客の取引パターンからの逸脱
の可能性を検知できるようにはならない。この弱点に対処し、継続的顧客管
理に係る義務の履行の有効性を改善するためには、監督当局からの説明、又
は、指導が必要と思われる（IO. 3 参照）。2019 年の「現状と課題」にある
ように、一定数の金融機関は、顧客管理措置（CDD）や取引モニタリング、取
引フィルタリング・スクリーニングについて、統合されたIT システムの活
用・設計・導入を検討しているところである（以下参照）。しかし、これら
のIT システムは、ほとんどの場合まだ導入されておらず、既に導入されてい
る場合でも、その効果は限定的である（既に顧客のリスク特性に基づいて敷
居値を調整した取引モニタリングシステムを導入しているメガバンクと一定
数の地銀についても、非常に高い割合の誤検知等の多くの課題に直面してい
る）。
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顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務（IO4関連）④

367. 取引モニタリングに関しては、疑わしい取引を識別するために、顧客の特性及び取引パ
ターンに注目する、適切な取引モニタリングシステムを整備しているのは、非常に限ら
れた数の金融機関のようである。これらの金融機関は、一般に、自らのリスクを十分に
理解している金融機関である（例えば、資金移動業者と一定数の銀行。上記参照）。

368．一般に、適用されているリスク低減措置は、制裁者及び反社リストとの照合に限定され
ている。場合によっては、これらの措置は国際的な電信送金にしか適用されていない。

しかし、金融庁AML/CFT ガイドラインの指示に従い、一定数の金融機関においては、基
本的な取引モニタリングシステムが整備されている。現在導入されているITツールの有
効性は、大量のアラートが発生し、誤検知の平均比率が最大99％にのぼっていることか
らすると、不十分である。このことは、検知の指標が、単に、基本的なトリガー基準
（シナリオ）及び敷居値に関連しているだけで、不適切に設定されていること示してい
る。これらには、取引のパターンやマネロン・テロ資金供与の手法の検知シナリオが含
まれるべきである。これらの要因は、金融機関が基本的なもの以外の疑わしい取引パ
ターンを検知する能力を制限している（この点は翻って、金融機関及び国のリスク評価、
及び、理解に影響を及ぼしている。IO.1 参照）。さらに、大量の誤検知を手作業で
チェックする非常に時間のかかる作業は、金融機関がAML/CFT の枠組みを改善するため
の経営資源の活用に制約を加えている。

369．一定数の金融機関は、取引モニタリングシステムを導入する過程にあるが、このような
システムをまだ導入していない金融機関も多くある。信用組合等の小規模な預金取扱金
融機関の11%が、手作業で取引をモニタリングできるものと判断して、IT ツールを全く
導入していない。これは、業務量が少なく、顧客基盤はリスクが低いものとみなしてい
るためである。一定数の業界団体は、会員金融機関がスケールメリットを得られるよう
に、共同化された取引モニタリングシステムを開発しているところである。これらのプ
ロジェクトは進行中であるため、現時点では有効性を評価することはできない。しかし、
関係する小規模の銀行によるAML/CFT に係る義務の履行を改善するために役立つツール
となりうる。



88

顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務（IO4関連）⑤

370．最後に、金融機関は、継続的顧客管理及び取引モニタリングについて確認されたギャッ
プへの対応について、監督当局から一般的な期限を設定されていない（IO.3 参照）。
金融機関は、一般に独自の期限を設定しているが、期限が延長されることが多い。銀行
は、既存顧客に対する顧客管理措置（CDD）の実施のため優先順位付けを始めているが、
銀行が顧客に関して限られた情報しか持っていない場合には、RBAを適用することが困
難であることが分かっている。その結果、金融機関が顧客に関する理解を改善し、適切
なAML/CFT に係る低減措置を適時に適用することが容易ではなく、それが重大な懸念と
なっている。

371．金融機関は、法律に従い、１万円（79.19 ユーロ、96.3 米ドル）の敷居値を超えた業
務に関する記録を保持しているようであり、通常、（過去12 ヶ月間の取引に係る要請
については）、約３～５営業日で求められた情報を捜査当局に提供することができる。
関係する金融機関の記録保存方法によっては、より過去に遡る一般的でない、又は、よ
り複雑な取引の情報提供要請について、より多くの時間がかかる可能性がある。実際、
監督当局によって課された記録保存に係る標準的な形式はなく、通常は犯罪収益移転防
止法に従って７年間保存されている様々な情報（例えば、顧客に係る書類一式、当座預
金取引等）は、それぞれ異なる方法及び場所で保存されている可能性があり、必要とな
る関連記録の作成をより困難にしている。
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厳格な顧客管理（EDD）の適用（IO4関連）

第５章 予防的措置

重要な発見

金融機関g) 5.2.5 厳格な顧客管理（EDD)の適用

• 金融機関は、いくつかの例外を除いて、リスクの高い顧客に対して適切な厳格な顧客管理措置（EDD）
を適用しておらず、多くの場合、EDDは、顧客の本人確認及びリスト照合に限定される。

379．ほとんどの金融機関は、外国人等のリスクの高い顧客に対して、適切な厳格な顧客管理措置
（EDD）を適用していないようであり、通常EDD は、本人であることの確認（例えば、金融機関は、
リスクの高い顧客については、口座開設にあたって写真付の身分証明書のみを受け入れる）及び
リスト照合に限定されている（5.2.3 参照）。リスクの高い顧客に関する厳格な業務規程
（operational rules）はなく、また、追加的又は厳格な低減措置の実施を担保するためのエスカ
レーション手続も存在しない。

380．PEPs については、厳格な顧客管理措置（EDD）の適用に技術的限界があるが、これは主に国内
PEPs と国際機関PEPs の概念が国レベルで認識されていないためである（TC 附属書R.12 参照）。

381．コルレス銀行業務については、金融機関は、新たな関係の構築を慎重に検証し、コルレス先の信
頼性を適切に評価しているようである。いずれにせよ、コルレス銀行業務は、主要銀行・中規模
銀行に限定されている一方で、小規模銀行は、大手銀行等に本サービスの提供を委託している。

382．金融機関は、定期的に、リストベースの手法を通じて、テロ資金供与に関連する制裁者リストに
ついて取引スクリーニングを実施している。この手法には、第三者の自動スクリーニングソフト
ウェアが含まれる。一般に、日本の当局の認識は、大規模金融機関が、（Wolfsberg Group 等
の）国際的なグループの取組みを遵守していることを拠り所としている。財務省は、国連安全保
障理事会によるリストの更新について、更新の日、又は、速やかに、更新情報を金融機関に直接
送付している（IO.10 参照）。

383．日本の当局が、北朝鮮及び北朝鮮と関連のある者や法人に対する支払いを禁止していることから、
金融機関は、イランや北朝鮮等のリスクの高い国々と関連のある取引について、特別な注意を
払っている（IO. 11 参照）。また、金融機関は、北朝鮮に面する日本の西海岸（九州地域）の港
湾等の、これら２つの高リスク国に隣接する地域に関連する外為送金や業務（operations）にも、
より一層の注意を払っている。外国と取引する顧客を有する一定数の金融機関は、主に北朝鮮を
中心とした高リスク国への輸出に主に用いられる瀬取りを考慮に入れている。
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疑わしい取引の届出及び内報の禁止（IO4関連）

第５章 予防的措置 重要な発見

金融機関h) 5.2.5 疑わしい取引の届出及び内報の禁止

• 疑わしい取引の届出の総件数（年ベース）は増加傾向にあり、その届出のほとんどは金融セクターによるもので、三分
の一は大規模銀行によるものであるが、これらはFIU（JAFIC）の指導に基づいた基本的な類型・疑わしい取引の参考事
例を参照したものである。

390．金融機関は、一般に、疑わしい取引又は疑わしい可能性のある取引を検知したときに疑わしい取引の届出を行っ
ている。金融庁は、金融機関の疑わしい取引の届出をモニタリングしており、疑わしい取引が金融庁に提出され
ると、それらを分析のためにJAFIC に転送する（IO.6 参照）。検知されてから、金融機関が疑わしい取引の届出
までに要する期間は、問題ない合理的なレベルである（平均17 日）。

391．疑わしい取引の届出の総件数（年ベース）は増加しており、過去５年間（2014 から2018 年）で年間約40万件と
なっている。金融機関は、届出全体の96%を占める。疑わしい取引の届出の三分の一は、大規模銀行によるもので
あり、金融庁が実施した2018 年度のAML/CFT に関する調査によると、信用金庫や信用組合等の比較的小さなリス
クにさらされている銀行の22%が、年度中に全く届出を行っていない。疑わしい取引の届出の大部分は、基本的な
犯罪類型と疑わしい取引の参考事例に関するものであり、主にFIU （JAFIC）が銀行セクターに示したものである
（IO.6「疑わしい取引の参考事例」参照）。入手可能なデータによると（IO.6、表3.3 参照）、疑わしい取引の
届出の大部分は、FIU の指針に記載されている基本的な犯罪類型に基づいている。仮に適切な取引モニタリング
ツールが既に導入されており、より洗練された疑わしい取引の参考事例等を踏まえて、より精巧なシナリオを考
慮していれば、検知される疑いの範囲と届出に含まれる情報の内容という両方の点で、届出が改善される可能性
がある。このことは、金融機関によるリスクのより良い理解と組み合わさって、疑わしい活動の特定及び分析の
継続的な改善につながるであろう。このことはまた、国レベルでのリスク全体のより良い理解にもつながるであ
ろう（IO.1 参照）。

392．金融機関は、紛争地域やテロ資金供与リスクが高い地域に関連する取引を含む事案等の、テロ資金供与に関連す
る疑わしい取引の届出を行っている。JAFIC は、これらの疑わしい取引の届出のうち、テロ資金供与が関与する
可能性のある状況を特定している（IO.6 参照）。しかし、JAFIC 及び警察庁によるテロ資金供与に関連する疑わ
しい取引の届出の調査の質は概ね高い一方（IO.9 参照）、疑わしい取引の届出自体は、比較的基本的な検知事例
を含む傾向がある。したがって、テロ資金供与にさらされている可能性について金融機関への更なる啓発や追加
の疑わしい取引の参考事例及びシナリオの提供により、金融機関によるテロ資金供与の潜在的リスクのある取引
の検知を支援し、複雑なテロ資金供与の手法の防止に寄与する必要がある。

393．JAFIC は、主要な銀行に対して、その疑わしい取引の届出に係る方針を直接フィードバックしている。
394．内報を防止するための標準的な措置は存在しないが、2018 年度の金融庁のAML/CFT に関する調査によると、銀行

の73%が内報を防止するための社内規程（通常、疑わしい取引の届出マニュアル内に記載）を有している。その他
の金融機関は主に、職員に対し、疑わしい取引の届出に関して内報を行わないように指導するための研修に依存
している。
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内部統制及び AML/CFT に係る義務の履行を妨げる法律上・規制上の義務（IO4関連）

第５章 予防的措置 重要な発見

金融機関i) 5.2.6 内部統制及び AML/CFT に係る義務の履行を妨げる法律上・規制
上の義務

ほとんど全ての銀行は、AML/CFTに係る内部管理態勢、方針、手続を確立している。その
他の金融機関は、より基本的な内部管理態勢を適用しており、そのほとんどはコンプラ
イアンス部署の中にAML/CFT管理機能を有している。

399．日本では、AML/CFT に係る義務の履行を妨げる法律上又は規制上の義務は存在
しない。

400．ほとんど全ての銀行は、金融庁AML/CFT ガイドラインに沿ったAML/CFTの内部
管理態勢、方針、手続を構築している。その他の金融機関は、より基本的な内
部管理態勢を適用しており、そのほとんどはコンプライアンス部署の中に
AML/CFT管理機能を有している。

401．金融庁が実施した2018 年度のAML/CFT に関する調査によれば、銀行の99%が第
２線にAML/CFT を担当する部署を有しており、93%がAML/CFT 監査を含む独立し
た内部監査部門を設置し、少なくとも年１回は研修を実施している。

402．銀行グループについては、グループ全体の方針や内部管理態勢が定められてい
る場合があるが、通常、海外に支店や子会社を有する場合は当てはまらない。

403．金融グループの場合、方針及び手続は、一般に、グループの法人ごとに異なり、
グループの全ての法人内で同じAML/CFT に係る義務を確保しているものではな
い。
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業界団体（IO4関連）

第５章 予防的措置 重要な発見

金融機関j) 業界団体

業界団体は、金融庁と協働して、AML/CFTに係る義務に関する金融機関の営発や監督上の
期待に係るコミュニケーションの役割を担っている。しかし、こうした取組みにもかか
わらず、AML/CFTに係る措置に対する平均的な意識は依然として不十分である。
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IO.4に係る結論

• 一定数の金融機関（大規模銀行及び一定数の資金移動業者を含む）は、マネロン・テロ資金供
与リスクについて適切な理解を有している。その他の特定事業者（金融機関、暗号資産交換業
者、DNFBPs）は、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解がまだ限定的である。

• 金融機関は、AML/CFT に係る義務についてより良い認識を有しているものの、これらの義務の
履行については金融機関によってばらつきがある。一定数の金融機関は、自身のリスク評価や、
認識されたリスクに応じた低減措置を適用し始めているものの、その他の金融機関は画一的な
低減措置を適用し、顧客の本人確認及び基本的な取引スクリーニング以上のことは実施してい
ない。

• 加えて、金融機関は、一般に、継続的顧客管理や実質的支配者の確認・検証等の最近導入・変
更された義務の概念についての理解が限定的であることや、新たな義務を履行する期限を設定
していないために、これらの義務を十分に履行していない。

• 取引モニタリングシステムは、既に導入されている場合でも、大幅に強化され、新しい顧客管
理（CDD）ツールと統合される必要がある。

• また、強制力のある金融庁AML/CFT ガイドラインで求められている義務も、リスクに見合った、
全ての金融機関における効果的なAML/CFT 管理態勢（AML/CFTsystems）を確保するために強化、
高度化される必要がある。

• 他の特定事業者（暗号資産交換業者やDNFBPs）は、AML/CFT に係る義務の履行についてまだ初
期段階である。

• 疑わしい取引の届出は、特に 暗号資産交換業者について増加しているものの、基本的な類型や
疑わしい取引の参考事例に基づいている。全てのDNFBPs が、疑わしい取引の届出義務の対象に
なっているわけではない。

• 地域における最も重要な金融ハブの一つとしての日本の役割、日本の状況における金融セク
ターの重要性、重大なマネロン・テロ資金供与リスクにさらされている銀行や固有のマネロ
ン・テロ資金供与リスクを有する暗号資産交換業者分野の出現を考慮すると、IO.4 については、
いまだ大幅な改善（ major improvements）が必要である。

• 日本は、IO.4 に関して、中程度のレベル（moderate level）の有効性を有すると評価される。
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IO.4に関する勧告事項

• 引続き、マネロン・テロ資金供与リスクに基づく金融機関のコンプライアンス文化の変化を促
すための適切な啓発、及び、研修を実施し、監督当局も関与しつつ、マネロン・テロ資金供与
リスク及びAML/CFT に係る義務のより良い理解のために支援すべきである。

• 全ての金融機関に対して、自らの業務、商品、サービス、及び顧客に応じた適切なリスク評価
の策定を求めるべきである。

• ３メガバンク向けのベンチマークの基準に平仄が取れるよう、金融庁AML/CFT ガイドラインを
高度化するよう更新すべきである。

• 適切な取引モニタリングシステムの必要性を強調し、適切な継続的顧客管理との関連性を明確
にすべきである。

• 全ての金融機関が新たな法律上・規制上・監督上の義務を履行するための、規範的
（prescriptive）かつ適切なスケジュールを設定すべきである。

• 金融機関において、取引記録を考慮に入れた包括的、かつ、変化する顧客のリスク特性に基づ
く、顧客情報の検証方法の改善、及び、継続的顧客管理措置の完全な履行がなされるようにす
べきである。

• 金融機関の複雑な構造を踏まえつつ、金融機関が、CDD データと取引モニタリングを統合した、
適切かつ包括的な、情報システムを導入することを確実に履行すべきである。その取引モニタ
リングは、金融機関の業務内容、特定されたリスク、並びに、顧客の取引パターン、及び、リ
スク特性に適合したものであり、また、適切な検知シナリオに基づく取引モニタリング・パラ
メータを有するものであるべきである。
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について（令和３年８月19日関係省庁申し合わせ）

１ 我が国のマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関して、国の政策及び活動を企画、立案し、それらの総合的な推進を図るとともに、関係
行政機関の緊密な連携を確保するため、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（以下「政策会議」という。）を設置する。

２ 政策会議の構成員は、別添のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求め
ることができる。

３ 政策会議は、必要に応じ、分科会を開催することができる。分科会は、関係省庁の職員をもって構成する。
４ 政策会議の議事は、非公開とする。
５ 政策会議の庶務は、金融庁、法務省及び外務省の協力を得て、警察庁及び財務省において処理する。
６ 前各項に定めるもののほか、政策会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

（構成員）
議 長

警察庁 刑事局組織犯罪対策部長
財務省 国際局長

幹 事
金融庁 総合政策局長
法 務 省 大臣官房審議官（国際・人権担当）
外 務 省 総合外交政策局長

構成員
内閣官房 内閣審議官（内閣官房副長官補付）

危機管理審議官
内閣府政策統括官（経済社会システム担当）
大臣官房公益法人行政担当室長

カジノ管理委員会 監督調査部長
証券取引等監視委員会 事務局長
総務省 大臣官房総括審議官
公安調査庁 次長
国税庁 次長
文部科学省 国際統括官
厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）
農林水産省 経営局長
経済産業省 商務・サービス審議官
国土交通 省 不動産・建設経済局長
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画①

１．マネロン・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク認識・協調

(1)国のリスク評価書の刷新

• マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リスク評価
手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移転危険度調査書を刷新
する。

期限：令和3年末

担当官庁：警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、その他関係省庁

(2)マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置

• 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、マネロン、テロ資
金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定・推進する。

期限：実施中

担当官庁：警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、内閣官房、その他関係省庁

(3)国の政策策定

• 刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及び拡散
金融対策に係る国の政策を策定する。

期限：令和4年春

担当官庁：警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、内閣官房、その他関係省庁
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画②

２．金融機関及び暗号資産交換業者によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及
び監督

(1)マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の監督強化
• マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、適切な

監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。
期限：令和4年秋
担当官庁：金融庁、その他金融機関監督官庁

(2)金融機関等のリスク理解向上とリスク評価の実施
• マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図ることで、金融
機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施させる。
期限：令和4年秋
担当官庁：金融庁、その他金融機関監督官庁

(3)金融機関等による継続的顧客管理の完全実施
• 取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理などリ

スクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。
期限：令和6年春
担当官庁：金融庁、その他金融機関監督官庁

(4)取引モニタリングの共同システムの実用化
• 取引時確認、顧客管理の強化および平準化の観点から、取引スクリーニング、取引

モニタリングの共同システムの実用化を図るとともに、政府広報も活用して国民の
理解を促進する。
期限：令和6年春
担当官庁：金融庁
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画③

３．特定非金融業者及び職業専門家によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及
び監督

(1)監督ガイドライン策定・リスクベースの監督強化

• マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、
適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化する。

期限：令和4年秋

担当官庁：警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁

(2)特定非金融業者及び職業専門家に対するリスク評価・顧客管理強化等

• マネロン・テロ資金供与対策義務に関する周知徹底を図り、リスク理解を向上させ
る。この他、マネロン・テロ資金供与対策の強化の一環として、継続的顧客管理及
び厳格な顧客管理措置、疑わしい取引の届出の質の向上に取り組む。

期限：令和4年秋

担当官庁：警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画④

４．法人、信託の悪用防止
(1)法人・信託の悪用防止
• 法人及び信託がマネロン・テロ資金供与に悪用されることを防ぐため、法人及び信託に関する適切なリスク評価を実

施し、リスクの理解を向上させる。
期限：令和4年春
担当官庁：法務省、警察庁

(2)実質的支配者情報の透明性向上
• 全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、実質的支配者に関する情報源

を強化する。
期限：令和6年春
担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁

• 株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制度を今年度中に開始するとと
もに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進め
る。
期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁

(3)民事信託・外国信託に関する実質的支配者情報の利用・正確性確保
• 信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を

確保するための方策を検討し、実施する。
期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、その他関係省庁

(4)法人・信託に関するガイダンス作成
• 都道府県警や国税庁等の法執行機関向けに、法人及び信託の実質的支配者情報に適時にアクセスするためのガイダン

スを作成する。
期限：令和4年秋
担当官庁：警察庁、財務省及びその他関係省庁

(5)特定非金融業者及び職業専門家の顧客管理の実施
• 全ての特定非金融業者及び職業専門家に実質的支配者情報の確認を含む顧客管理義務の対象とすることを検討し、所

要の措置を講じる。
期限：令和4年秋
警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画⑤

５．マネロン・テロ資金供与の捜査及び訴追等
(1)マネロン罪の法定刑引上げ
• 組織的犯罪処罰法について検討し、所要の措置を講じる。

期限：令和4年夏
担当官庁：法務省、内閣官房

(2)マネロン罪の捜査・訴追の強化
• 重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追や、マネロンの起訴率の向上のため、タスクフォースの設置、各種通達等

の発出等を行い、これらを踏まえた捜査・訴追を実施する。
期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、警察庁

(3)捜査・没収の強化
• 犯罪収益や、マネロンに関連する犯罪供用物の押収・没収・追徴を適切に実施するため、リスクが高い分野に関する

犯罪収益追跡捜査、没収・追徴及びその保全の積極活用、没収の執行強化を行う。
期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、警察庁

(4)税関の対応強化
• 国境での現金の差し止めを強化するとともに、現金の輸出入情報の警察庁への共有を促進する。

期限：実施中
担当官庁：財務省

(5)テロ資金等提供罪の強化
• テロ資金提供処罰法について検討し、所要の措置を講じる。

期限：令和4年夏
担当官庁：法務省、内閣官房

(6)テロ資金等提供罪の捜査・訴追の強化等
• テロ資金等提供罪の捜査・訴追に関する関係省庁の連携強化のためのタスクフォースを設置し、テロ資金等提供罪の

捜査・訴追に取り組む。
• また、テロ資金供与のリスク理解向上のため、当局及び特定事業者への周知を実施する。

期限：令和4年秋
担当官庁：法務省、警察庁、その他関係省庁
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画⑥

６．資産凍結及びNPO
(1)資産凍結措置の範囲の拡大と明確化
• 制裁対象者に支配される者等の資産凍結を実施するとともに、外為法による資産凍結措置の範囲を告示等により明確

にする。また、国際テロリスト財産凍結法についても検討し、所要の措置を講じる。
期限：令和4年夏
担当官庁：
【外為法】財務省、経済産業省
【国際テロリスト財産凍結法】内閣官房、警察庁、その他関係省庁

(2)遅滞なき資産凍結
• 国連安全保障理事会制裁委員会等による資産凍結等の対象となる個人・団体の指定後遅滞なく資産凍結措置を行うた

め、告示の発出プロセスを迅速化する。
期限：実施中
担当官庁：外務省、財務省、警察庁

(3)特定事業者による資産凍結措置の執行の強化
• 特定事業者のモニタリングなどにより、第三者が関与する制裁対象者との取引の防止を含め、資産凍結措置の執行を

強化する。
期限：令和4年秋
担当官庁：財務省、特定事業者所管行政庁

(4)大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結
• 国連安全保障理事会決議等で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結を実施するための法制度の整備

について検討し、所要の措置を講じる。
期限：令和4年夏
担当官庁：内閣官房、警察庁、外務省、財務省、経済産業省、その他関係省庁

(5)NPOのリスク評価とモニタリング
• NPOがテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施する。

期限：令和4年春
担当官庁：内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省

(6)NPOへの周知
• 高リスク地域で事業を実施するNPOの活動の健全性が維持されるよう、テロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好

事例に関する周知を行う。
期限：令和4年春
担当官庁：内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省
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第４次FATF対日相互審査報告書に関連する

マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの改正

金融庁ガイドラインFAQ
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関連ウェブリンク

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」

金融庁マネロン・テロ資金供与対策関連ウェブページ

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r2/2021_amlcft_faq/2021_amlcft_guidelines_FAQ.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
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制定・改正経緯

１． マネロンガイドラインの制定

• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する国際組織FATF（金融活動作業部会）は、2019年に日本に対
する第4次相互審査を実施予定。同審査ではFATF勧告の順守状況について、法令の整備状況とその有効性評価の両面での検証が
行われ、個別金融機関へのオンサイト審査も行われる予定である。

• 金融庁は、第3次相互審査において厳しい評価を受けた日本が再び低評価を受けることを回避すべく、万全の対策で臨む方針で
あり、このたび、金融機関等へのモニタリングの強化を図るべく「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガ
イドライン」を公表するとともに、「監督指針」を改正した。（2018年2月6日付）

• ガイドラインは、FATFが求める「リスクベース・アプローチ」と、経営陣の関与・理解による全社的な管理態勢の構築を強く
求めるものであり、金融機関としても未達部分についての早急な対応が求められる。

• 金融機関に求められる対応は以下の通りであり、取組として推進することが必要となる。

①態勢面の整備・強化（AML/CFTポリシー制定、リスク評価書の見直しなど）

②ガイドラインとのギャップ分析に基づく個別優先事項への対応

③役職員に対する教育・訓練

２． マネロンガイドラインの改正

• 2020年12月11日パブコメ開始（2021年１月22日に意見締切）

https://www.fsa.go.jp/news/r2/2020amlcft/2020amlcft.html

• 2021年２月19日にパブコメ回答と共に施行

https://www.fsa.go.jp/news/r2/202102_amlcft/202102amlcft.html

※本資料においては、パブコメ回答（「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」）の質問に対する回答番号を「PC〇」
と記載する。

• 2021年３月26日に改正ガイドラインを踏まえた『マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡ
Ｑ） 』が公表される。

➡2021年２月のガイドライン改正・2021年３月に公表されたFAQは、同年８月に公表されたFATFの第４次対日相互審査報告書を先行
して導入した規定・内容が多い。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/2020amlcft/2020amlcft.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/202102_amlcft/202102amlcft.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/2021_amlcft_faq/2021_amlcft_guidelines_FAQ.pdf
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マネロンガイドラインの概要

 ガイドラインの位置付け

➢ ガイドラインに記載された態勢整備を監督指針に基づくモニタリングを通じ徹底

➢ 改正犯収法上では努力義務とされている事項が態勢整備の義務とされた。

➢ 法令遵守は当然であり、「対応が求められる事項」としてミニマムスタンダードを位置付け

 ガイドラインの主な内容

➢ 基本的な考え方

・AML/CFTの重要性、金融機関の取組みの考え方、ガイドラインの位置付け等

➢ リスクベース・アプローチに基づく態勢整備

・リスクベースアプローチとは

・リスクの特定・評価・低減措置、顧客管理（CDD/EDD)と取引モニタリング・フィルタリング

➢ 管理態勢とその有効性の検証・見直し

・方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（PDCA）

・経営陣の関与・理解

・経営管理（三つの防衛線の考え方）

・グループベースの管理態勢

・職員の確保・育成
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マネロンガイドラインで求められること

 リスクベース・アプローチ
金融機関が自らのリスクを適時・適切に、特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じること

 PDCAの実施
マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定、検証、見直しを行う

 経営陣の関与・理解
マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題と位置づけ、適切な資源配分を
行うこと

 経営管理（3つの防衛線）
営業部門（第1線）、管理部門（第2線）、監査部門（第3線）の役割・責任を明確化

 グループベースの管理態勢
グループ全体に整合的な形でマネロン・テロ資金供与対策を実施すること

 職員の確保、育成等
専門性・適合性等を有する職員の採用、研修による職員の理解の促進を図ること
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マネロンガイドラインの位置付け

現行のFATF（Financial Action Task Force）基準では、「Law又は
Enforceable Means」（法令または執行可能な手段）において所要の

規定を設けることが求められており、「執行可能な手段」
（Enforceable Means）については一定のガイドライン等も含まれるこ

とから、金融庁としては、法令等に定められた監督権限に基づき、
各金融機関等に「対応が求められる事項」等を明確化した本ガイド
ラインは、基本的には、FATFの定義するEnforceable Meansに該当す
るものと認識している。（PC１・２）

【AML/CFTシステムの実効性の審査のためのメソドロジー】

 「執行可能な手段（Enforceable Means）」とは、強制的なAML / CFT要

件を遵守不能の制裁を伴う強制的な用語で規定し、管轄当局によっ
て発行または承認された規則、ガイドライン、指示書またはその他
の文書またはメカニズムを指す。 非遵守に関する制裁は、効果的で
比例していなくてはならない（勧告35参照）。
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Ａｖａｃｕｓ株式会社に対する行政処分について（令和２年12月24日東海財務局）

１． Ａｖａｃｕｓ株式会社（本店：愛知県名古屋市、法人番号9180001136255、資金決済に関する
法律（平成21年法律第59号。以下、「法」という。）附則第２条に基づく暗号資産交換業者）
（以下、「当社」という。）に対しては、東海財務局において、法第63 条の15 第１項の規定に
基づく報告徴収命令（以下「報告徴収命令」という。）を令和２年８月７日付及び同年11月27
日付等により発出している。

２． 当社は、令和２年11月27日付の報告徴収命令に対する報告を期限までに行っていないほ

か、同年８月７日付の報告徴収命令等により確認したところ、犯罪による収益の移転防止に
関する法律（平成19年法律第22号）第４条に定める取引時確認を行っていないこと、同法第

６条に定める確認記録の作成を行っていない等の法令違反行為及びマネー・ローンダリング
及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに係る不十分な措置が認められる等、経営管
理態勢、マネー･ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢に問題が認められ
た。

このため、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
（１） 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

ⅰ 経営管理態勢の構築
ⅱ マネー･ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築

（２） 上記（１）に関する業務改善計画を令和３年１月25日までに、書面で提出
（３） 業務改善計画の実施完了までの間、１か月毎の進捗及び実施状況を翌月10日までに、
書面で報告

※金融庁によるAML/CFTガイドラインの態勢整備違反に基づく行政処分は現時点では本件のみ
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定

〇金融庁は令和３年４月28日に各協会を経由して、金融庁所管の金融機関に以下の事項を通知

• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（以下「マネロン・テロ資金供与対策」という）については、
各金融機関においてリスクベース・アプローチに基づき、鋭意取り組んでいただいているものと認識し
ています。

• 引き続き、実効的なマネロン・テロ資金供与対策を実施していただくため、令和３年２月に改正した「マ
ネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」の「対応が求められる事項」の全項目につきまして、
ご対応をお願いいたします。

• また、本文書をもって改めて下記を要請いたしますので、貴協会におかれては、加盟金融機関に対し
て、適切かつ迅速に必要な対応を講じるよう、周知徹底していただきますようお願いいたします。

• なお、金融庁・財務局としては、下記の要請事項に係る各金融機関の取組状況について、検査やモニ
タリングを通じて確認していくほか、仮にマネロン・テロ資金供与対策に問題があると認められた場合
には、法令に基づく行政対応を含む対応を行う場合があることを予めご承知願います。

記

• 各金融機関が、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項につい
て、2024 年３月末までに対応を完了させ、態勢を整備すること。上記の態勢整備について、対応計画
を策定し、適切な進捗管理の下、着実な実行を図ること。

※第４次対日相互審査報告書において、金融機関にガイドラインの対応期限が設けられていないとの指
摘を受けたことから先行して期限設定をしたものと考えられる。
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金融庁マネロンガイドライン：リスクの特定
2021年２月改正前 2021年２月改正後

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（１）リスクの特定
【対応が求められる事項】
① 国によるリスク評価の結果等を勘案しながら、自らが提供している商品・サービ

スや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具
体的に検証し、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定すること

② 包括的かつ具体的な検証に当たっては、国によるリスク評価の結果等を勘案し
つつも、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営戦略のあり方等、自
らの個別具体的な特性を考慮すること

③ 取引に係る国・地域について検証を行うに当たっては、FATF や内外の当局等か
ら指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証
し、リスクを把握すること

④ 新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他
の新たな態様による取引を行う場合には、当該商品・サービス等の提供前に分
析を行い、マネロン・テロ資金供与リスクを検証すること

⑤ マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣の主体的かつ積極的な関与の下、
関係する全ての部門が連携・協働し、リスクの包括的かつ具体的な検証を行うこ
と

【対応が期待される事項】
a. 自らの事業環境・経営戦略等の複雑性も踏まえて、商品・サービス、取引形態、

国・地域、顧客の属性等に関し、リスクの把握の鍵となる主要な指標を特定し、
当該指標についての定量的な分析を行うことで、自らにとって重要なリスクの高
低及びその変化を適時・適切に把握すること

b. 一定量の疑わしい取引の届出がある場合に、単に届出等を行うにとどまらず、届
出件数及び金額等の比較可能な定量情報を分析し、部門・拠点間等の比較等
を行って、自らのリスクの検証の実効性を向上させること

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（２）リスクの特定
【対応が求められる事項】
① 国によるリスク評価の結果等を勘案しながら、自らが提供している商品・サービ

スや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具
体的に検証し、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定すること

② 包括的かつ具体的な検証に当たっては、自らの営業地域の地理的特性や、事業
環境・経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮すること

③ 取引に係る国・地域について検証を行うに当たっては、FATF や内外の当局等か
ら指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証
し、リスクを把握すること

④ 新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他
の新たな態様による取引を行う場合には、当該商品・サービス等の提供前に、
当該商品・サービスのリスクの検証、及びその提供に係る提携先、連携先、委託
先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めマネロン・テロ資金供与リスクを
検証すること

⑤ マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣が、主導性を発揮して関与の下、
関係する全ての部門の連携・協働を確保した上で、リスクの包括的かつ具体的
な検証を行うこと

【対応が期待される事項】
a. 自らの事業環境・経営戦略等の複雑性も踏まえて、商品・サービス、取引形態、

国・地域、顧客の属性等に関し、リスクの把握の鍵となる主要な指標を特定し、
当該指標についての定量的な分析を行うことで、自らにとって重要なリスクの高
低及びその変化を適時・適切に把握すること

（削除）

• ①において、「国によるリスク評価の結果」を十分に勘案していることが前提となっているため、同②においては、「自らの営業地域の地理的特性や、事
業環境・経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮」することに注力することを求める趣旨

• 新たな商品・サービスを取り扱う場合や新たな技術を活用して行う取引を行う場合の商品・サービス提供前の事前検証のポイント（④）として、当該商
品・サービスのリスクの検証だけでなく、「その提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含め」マネロン・テロ資金供
与リスクを検証することが求められることになる。これは、これまで取扱いがなかった商品・サービス等の提供を開始する場合のほか、国内外の事業を
買収することや業務提携等により、新たな商品・サービスの取扱いが発生する場合、直面するリスクが変化することから、営業部門と管理部門とが連
携して、事前にマネロン・テロ資金供与リスクを分析・検証することが必要であると考え方に基づき改正されたもの（PC22~24）。「提携先」等は例として
挙げられたものであり、「業務提携」や「資本提携」の場合も含まれ得る。（PC26）

• 「疑わしい取引の届出の届出状況の分析」は、「リスクの特定」の「対応が期待される事項」とされていたが、改正後は、「リスクの評価」において分析の
結果を考慮することが「対応が求められる事項」とされる。疑わしい取引の届出状況等の分析をリスクの特定の場面において活かすことを排除する趣
旨ではなく、これらの分析結果は、リスクの評価に際して特に考慮されるべきものであるとの整理に基づくもの（PC29）
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リスクの評価
現行 改正案

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（２）リスクの評価
【対応が求められる事項】
① 前記「（１）リスクの特定」における【対応が求められる事項】と同様
② リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に

則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき評価を実施すること

③ リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置
等を検討すること

④ 定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大
な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評
価を見直すこと

⑤ リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承認
すること

【対応が期待される事項】
a. 前記「（１）リスクの特定」における【対応が期待される事項】と同様
b. 自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地 域、

顧客属性等が多岐にわたる場合に、これらに係るリスクを細分化し、 当
該細分類ごとにリスク評価を行うとともに、これらを組み合わせて再 評価
を行うなどして、全社的リスク評価の結果を「見える化」し（リス ク・マッ

プ）、これを機動的に見直すこと

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（２）リスクの評価
【対応が求められる事項】
（削除）
① リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に

則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき、前記「（１）リスクの特定」に
おいて特定されたマネロン・テロ資金供与リスクについて、評価を実施す
ること

② 上記①の評価を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の状況等の分
析等を考慮すること

③ 疑わしい取引の届出の状況等の分析に当たっては、届出件数等の定量
情報について、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リス
クの評価に活用すること

④ リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置
等を検討すること

⑤ 定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大
な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評
価を見直すこと

⑥ リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承認
すること

【対応が期待される事項】
削除
a. 自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地 域、

顧客属性等が多岐にわたる場合に、これらに係るリスクを細分化し、 当
該細分類ごとにリスク評価を行うとともに、これらを組み合わせて再 評価
を行うなどして、全社的リスク評価の結果を「見える化」し（リス ク・マッ

プ）、これを機動的に見直すこと

• リスクの特定と評価の区別を明確にするため、『「リスクの特定」における【対応が求められる事項】と同様』を削除
• リスクの特定と評価が連動したプロセスであることを明確にするため、「前記「（１）リスクの特定」において特定されたマネロン・テロ資金供与リスクについ

て」という文言を追加。
• 「具体的かつ客観的な根拠」（上記①）としては、顧客リスクの推移や分布、商品・サービスのリスクを定量化し評価するなどの手法が含まれる。（PC31）
• 改正前は、「疑わしい取引の届出の届出状況の分析」は、「リスクの特定」の「対応が期待される事項」とされていたが、改正後は、「リスクの評価」におい

て分析の結果を考慮することが「対応が求められる事項」とされる（②・③）。これは、金融庁モニタリングにおいて多くの金融機関が既に疑わしい取引の届
出状況を分析をしていることから、管理態勢の対応が不十分な金融機関に高度化を求めるもの。「リスクの特定」に用いることを排除するものではない。
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

商品・サービス 取引形態

顧客属性 国・地域
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

商品・サービス
• 預金口座開設
• 外貨両替
• 海外送金
• 貸金庫
• 保険・投信窓販
• 融資

取引形態
• 遠隔地の支店の顧客

• 多額の現金取引（現金入金後１
週間後の口座取引）

• 短期間での頻繁な取引
• 住所と異なる連絡先への送付
• 不自然な態様の取引

顧客属性
• 反社会的勢力の懸念
• 設立・移転後間もない法人
• 非営利法人（NPO等）

• 法人の役員・実質的支配者に
制裁対象者と同じ名前

• 留学生・短期在留者
• 外国PEPs

国・地域
• イラン・北朝鮮

• イラク、シリア、リビア、ナイジェ
リア、イエメン、アフガニスタン、
パキスタン、ソマリア、レバノン
（国際テロリスト）

• 中国東北３省（遼寧・吉林・黒竜
江省）

• トルコ（テロ周辺国）

営業店の窓口担当者は顧客・取引について４つのリスクを総合的に考慮する必要がある。
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顧客に対する聴き取り➡信頼に足る証跡➡上席・本部への報告・承認

• 営業店担当者に示された疑わしい取引や高リスク取引の検証点に照らし
て、疑義がある場合には、顧客にその疑義に関する事項を聴き取りする。

（例）収入に見合わない多額の現金の振込みを営業店でしようとした場合
に説明を求めたところ「相続」によるものであったと説明があった。

• 顧客の回答の合理性に疑義がある場合には、さらに、信頼に足る証跡を
求める。

（例）「相続」の根拠となる遺産分割協議書や遺言書を求める。

• 取引について営業店の上席者や本部に報告する。

✓ 疑わしい取引の届出をするか判断を仰ぐ。

✓ 取引を実行する場合には、本部の承認を仰ぐ。
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金融機関等において必要な検証等のイメージ

金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」
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金融庁ガイドライン：顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD)
2021年２月改正前 2021年２月改正後

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

金融機関等においては、これらの過程で確認した情報を総合的に考慮し、 全ての顧客
についてリスク評価を実施するとともに、自らが、マネロン・テロ 資金供与リスクが高いと
判断した顧客については、いわゆる外国 PEPs(Politically Exposed Persons）（注１）や特定
国等（注２）に係る取引を行う顧客も含め、より厳格な顧客管理（Enhanced Due 
Diligence：EDD）を行うことが求められる一方、リスクが低いと判断した場合には、簡素な
顧客管理 （Simplified Due Diligence：SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること
が求められる。

【対応が求められる事項】
④ 顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、

国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他必要な措置を講ずること
⑥商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金

供与リスクの評価の結果を総合し、利用する商品・サービスや顧客属性等が共通す
る顧客類型ごとにリスク評価を行うこと等により、全ての顧客についてリスク評価を
行うとともに、講ずべき低減措置を顧客のリスク評価に応じて判断すること

⑦ マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以下を含むより厳
格な顧客管理（EDD）を実施すること
イ.～ハ.（略）
ニ. 当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、リスク評価の厳格化等が必要で

ないか検討すること
（新設）

⑧ マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を
踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を緩和するなどの
簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること（注１）（注２）

⑨ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を
含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客類型等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリン
グの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を
決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）
ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合のほか、定

期的に顧客情報の確認を実施するとともに、例えば高リスクと判断した顧客につい
ては調査頻度を高める一方、低リスクと判断した顧客については調査頻度を低くす
るなど、確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客のリスク評価を見直
すこと

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

金融機関等においては、これらの過程で確認した情報、自らの規模・特性や業務実態
等を総合的に考慮し、 全ての顧客について顧客リスク評価を実施するとともに、自らが、
マネロン・テロ 資金供与リスクが高いと判断した顧客については、いわゆる外国
PEPs(Politically Exposed Persons）（注１）や特定国等（注２）に係る取引を行う顧客も含め、
リスクに応じたより厳格な顧客管理（Enhanced Due Diligence：EDD）を行うことが求められ
る一方、リスクが低いと判断した場合には、リスクに応じた簡素な顧客管理 （Simplified 
Due Diligence：SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮することが求められる。

【対応が求められる事項】
④ 顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、

国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること
⑥商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金

供与リスクの評価の結果（Ⅱ‐２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客につ
いて顧客リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客のリスク評価に応じて
判断すること

⑦ マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以下を含むリスクに
応じたより厳格な顧客管理（EDD）を実施すること
イ.～ハ.（略）
ニ. 当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、リスク評価の厳格化等が必要で

ないか検討すること
⑧ 顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではないなど

のリスクが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際し、営業実態や
所在地等を把握するなど追加的な措置を講ずること

⑨マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を
踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情
報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客
管理（SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること（注１）（注２）

⑩ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を
含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリン
グの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を
決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）
ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的

な顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認の頻度を顧客のリスク
に応じて異にすること

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、
リスクに応じたリスク低減措置を講じること

特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客
リスク評価を適切に反映すること
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顧客管理（顧客リスク格付の明記の廃止)
2021年２月改正前 2021年２月改正後

【対応が期待される事項】
（新設）

a. 商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金
供与リスクの評価の結果を総合し、顧客ごとに、リスクの高低を客観的に示す指標（顧
客リスク格付）を導入し、これを随時見直していくこと

b. 顧客の営業実態、所在等が取引の態様等に照らして不明瞭であるなどのリスクが高
い取引等について、必要に応じ、取引開始前又は多額の取引等に際し、例えば、顧客
やその実質的支配者との直接の面談、営業拠点がない場合における実地調査等、追
加的な措置を講ずること

【先進的な取組み事例】
継続的な顧客管理について、以下のように、自らのリスク評価結果に基づ いて個別顧

客のリスクを定量的・類型的に捉えてリスク格付を付与し、特にリ スクの高い顧客につい
ては定期的な接触の頻度を高めるなど、リスクの高低 に応じ適切な継続的顧客管理を
行っている事例。

具体的には、顧客リスク格付に関し、商品・サービス、取引形態、国・地 域、顧客属性
等についてのリスク評価の結果を総合・定量化してモデル化 し、当該モデルを自社シス
テムに組み込んで、顧客受入れ時や顧客情報変 更の都度、機動的にリスク格付を付与
することとしている。

その上で、リスクが高い顧客に対しては、取引モニタリングシステムによる 異常取引検
知の敷居値を下げる、外部データ等を活用し、不芳情報の確認 の頻度を増加させるな
ど、実態に応じたリスクの低減に努めている。加えて、 定期的に質問状を発送する、場
合によっては往訪・面談を行うなどにより、当 初の取引目的と現在の取引実態との齟齬
等を確認している。

【先進的な取組み事例】
顧客のリスク格付について、それを算定するモデルやシステムが全社的な リスクの特

定・評価の結果を適切に反映しているか、リスク格付の判定結果 が個々の顧客のリスク
を適切に示しているか、リスク格付に対応する低減措 置がリスクに見合った適切なもの
であるかなどの視点から、IT とマネロン・テ ロ資金供与対策の双方の知見を有する管理
部門内の専門チームが定期的 に検証するなどにより、顧客リスク格付を通じた顧客管
理の実効性を高めて いる事例。

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨やその地位・職務、離職後 の経過期

間、取引目的等について照会し、その結果や居住地域等を踏まえ て、一般の顧客リスク
格付を更に細分化した外国 PEPs リスク格付を導入・ 付与し、当該格付に応じて各顧客
の調査範囲や頻度等を調整するなど、外国PEPs に対し、マネロン・テロ資金供与リスク
の程度に応じて、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。

【対応が期待される事項】
a. 団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体のみならず、当該団体が形

成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘案
すること

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨、その地位・職務、離職している場合

の離職後の経過期間、取引目的等について顧客に照会し、その結果や居住地域等を踏
まえ て、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。

• 金融機関等に対し、全ての顧客について顧客リスク評価を行
うことが重要であることを明記するため、【対応が求められる
事項】として整理しているが、その手法については、従前の
取扱いである顧客リスク格付を排除する趣旨ではない。
（PC34~37）

• 改正前の本ガイドラインにおいては、【対応が求められる事
項】の例示として「顧客類型ごと」の方法、また、【対応が期待
される事項】の例示として「顧客ごと」の方法（いわゆる顧客リ
スク格付）を例示していましたが、今回の改正において、これ
らの例示を削除することにより、全ての顧客について顧客リ
スク評価の実施を求めることを【対応が求められる事項】とし
て整理された。（PC75）

• 本ガイドラインでは、金融機関等に対し、全ての顧客につい
て顧客リスク評価を行うことが重要であることを明記するため、
【対応が求められる事項】として整理しましたが、その手法に
ついては、顧客リスク格付けなど従前の取扱いを排除する趣
旨ではない。（PC77）

• 顧客リスク格付けに関する事例は、既に多くの金融機関等に
おいて実施している事例であり、「先進的な取組み事例」とは
いえないことから、削除された。（PC77~80）
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全ての顧客についてのリスク評価（改正）

• 旧ガイドラインにおいては、利用する商品・サービスや顧客属性等が共通する顧客類型ごとにリス
ク評価を実施することを許容していた。しかしながら、金融庁によるモニタリング等により、顧客属
性や取引内容等に基づくスコアリングや格付を形式的に適用する事象が明らかになった。

• そこで、本改正においては、「顧客類型ごとにリスク評価を行う」という文言を削除し、全ての顧客
について顧客リスク評価を行うことが重要であることが明記された。

• なお、リスクの変化に応じた実効的な顧客リスク評価を実施することができる場合には、「顧客類
型ごとにリスク評価を行う」手法については、従前の取扱いを排除する趣旨ではない。

2021年２月改正前 2021年２月改正後

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェン
ス：CDD）

【対応が求められる事項】
⑥商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属

性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リ
スクの評価の結果を総合し、利用する商品・
サービスや顧客属性等が共通する顧客類型ご
とにリスク評価を行うこと等により、全ての顧客
についてリスク評価を行うとともに、講ずべき低
減措置を顧客のリスク評価に応じて判断するこ
と

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェン
ス：CDD）

【対応が求められる事項】
⑥商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属

性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リ
スクの評価の結果（Ⅱ‐２（２）で行うリスク評価）
を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評
価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客の
リスク評価に応じて判断すること
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価①

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果（Ⅱ－２
（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行う（Q1～6）とともに、講ずべき低減措置を顧
客リスク評価に応じて判断すること（Q6）（Q7）（Q8）

【Ｑ１】

「全ての顧客について顧客リスク評価を行う」とは、取引開始時点で当該顧客のリスク評価を行うことも求められているの
でしょうか。

【Ａ】

• 取引開始時点においても、単に取引の可否や本部協議の要否を判断するだけでなく、継続的顧客管理のために必
要な顧客リスク評価を行うことが求められます。

【Ｑ２】

「全ての顧客について顧客リスク評価を行う」手法は、どのようなものがあるのでしょうか。

【Ａ】

• 顧客リスク評価とは、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスク
の評価結果を踏まえて実施する全ての顧客に対するリスク評価を意味しています。

• 本ガイドラインは、金融機関等に対し、全ての顧客の顧客リスク評価を行うことを求めていますが、その手法について
は、金融機関等の規模・特性や業務実態等を踏まえて様々な方法があり得ます。例えば、利用する商品・サービスや
顧客属性等が共通する「顧客類型ごと」にリスク評価を行うことや、「顧客類型ごと」ではなく、個別の「顧客ごと」にリ
スクを評価することが考えられます。

• なお、令和３年２月19 日改正前のガイドラインにおいては、【対応が求められる事項】の例示として「顧客類型ごと」の
方法、また、【対応が期待される事項】の例示として「顧客ごと」の方法を例示していましたが、今回の改正（令和３年２
月19 日改正）において、これらの例示を削除しており、顧客リスク評価の実施を求めることを【対応が求められる事
項】として整理しています。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価②

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の
結果（Ⅱ－２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行う（Q1～6）ととも
に、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること（Q6）（Q7）（Q8）

【Ｑ３】

「全ての顧客について顧客リスク評価を行う」とありますが、例えば、長期不稼働口座については、その他
の属性の如何にかかわらず、また、改めて属性を確認することなく、低リスクと見做した上で通常の顧客管
理とは異なる取扱いを行い、口座が稼働し始めた時点で高リスク先と評価した上で厳格な顧客管理を実
施することとし、その一環として顧客情報の更新を実施することで問題ないでしょうか。

【Ａ】

• 本ガイドラインは、全ての顧客について、金融機関等によるマネロン・テロ資金供与リスクの特定・評
価の結果を総合して、顧客リスク評価をすることを求めるものですが、具体的な対応策については、そ
の取引や顧客の状況に応じて、個別具体的に判断する必要があります。

• 例えば、長期不稼動口座を保有する顧客について、長期にわたって取引がなされていない点に着目し
てそのリスクを評価した場合、口座残高に異動がない場合は低リスクと評価されますが、急に取引が
開始された場合や新たに小口の資金移動が発生した場合には、システム等によって速やかに検知し、
その理由を確認する必要があると考えます。その前提として、長期不稼働口座が稼働した場合には、
その金額の多寡を問わず検知できる体制を設けることが必要と考えます。

• また、このような不稼働口座が動き出した場合には、口座の譲渡・貸与等が行われた可能性もあり、こ
の点を考慮してまずは顧客リスク評価を実施し、直ちに厳格な顧客管理（EDD）を行う必要があるか否
かを検討する仕組みを構築することが考えられます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価③

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの
評価の結果（Ⅱ－２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行う
（Q1～6）とともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること（Q6）（Q7）（Q8）

【Ｑ４】

地域や職域、事業体等で構成された会員・組合員の相互扶助を目的とした小規模の協同組織金融
機関では、顧客がある意味限定され、かつ、対面による緊密な取引が行われ、相当程度顧客情報
は把握できています。その場合に、顧客管理の方法としては、全ての顧客について、例えば、組合
員とそれ以外、あるいは、法人と個人、生活口座として利用する顧客とそれ以外、といったような形
で類型仕分けを行い、その類型ごとにリスク評価し、それに応じた対応を行うことは許容されると考
えて良いのでしょうか。

【Ａ】

金融機関等の規模・特性や業務実態等に照らしたリスク評価を踏まえ、リスクが限定されるといえる
場合には、組合員と非組合員、法人と個人、生活口座として利用する顧客とそれ以外の目的で口座
を利用する顧客といった観点で類型化し顧客リスク評価を行うことが可能である場合も考えられます。
例えば、金融機関等の業務内容からしてリスクが低い特性を有し、顧客が会員・組合員に限定され
ていて、担当者が各顧客の実態について適切に把握できるのであれば、「顧客の類型」に依拠した
顧客リスク評価も妥当であると考えられます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価④

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リス
クの評価の結果（Ⅱ－２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評
価を行う（Q1～6）とともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること（Q6）
（Q7）（Q8）

【Ｑ５】

「比較的リスクの高い顧客群」「低リスクと思われる顧客群」という区分の仕方からスタートし、
数年かけて顧客情報を収集・累積・分析した上で、「リスク高」「リスク中」「リスク低」のように評
価を詳細化して、継続的管理を高度化させていく進め方でも問題ないでしょうか。

【Ａ】

顧客リスク評価については、まずは各金融機関等が保有する顧客情報に基づいてリスク評価
を行い、当該評価結果に応じた継続的な顧客管理を実施していく過程で顧客情報を更新して
いくという手法が考えられます。このような過程において、当初は高リスク類型・低リスク類型と
いった２段階で顧客リスク評価を行い、より詳細な評価へと高度化させていくという手法が適切
な場合も考えられますが、いずれにしても、具体的な対応策については、金融機関等の規模・
特性に応じて個別具体的に判断されることとなります。しかしながら、数年かけて顧客情報を
収集・累積・分析していく場合には、計画を策定の上、当該計画に基づく進捗管理を行うべきと
考えられます。
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Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の
結果（Ⅱ－２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行う（Q1～6）ととも
に、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること（Q6）（Q7）（Q8）

【Ｑ６】

リスク評価を行う顧客類型について、どのような類型があるのでしょうか。また、リスクの高い顧客類型は
どのような類型があるのでしょうか。

【Ａ】

• 各金融機関等によるリスク評価の際に行う顧客類型ごとの分析方法は、金融機関等の業務全体から
見たリスク状況によって異なりますが、例えば、顧客属性に着目したものとしては、反社会的勢力や制
裁対象者については原則取引不可先とした上で、過去に疑わしい取引の届出対象となった顧客や不
正に口座を利用している疑いのある顧客のほか、不芳情報を把握した顧客等については高リスク先と
して管理することが考えられます。

• このほか、例えば、取引内容や状況により分類する方法としては、高リスクと評価した商品・サービス
を利用している顧客を一つの類型として、高リスク先として管理することも考えられます。また、休眠口
座、長期不稼働口座については（これらの口座が稼働するまでは）低リスク先と評価する一方、本人確
認法施行以前に開設された既存顧客の口座や、個人の顧客名義であるものの法人により利用されて
いる口座、不正に利用されている口座等の類型については、高リスク先と評価した上で、あらかじめ明
確化された方針にしたがって顧客情報の調査を実施することが考えられます。

• なお、国や地方公共団体については、一律で低リスクとすることも可能と考えます。ただし、国・地方公
共団体が運営する団体等については、設立経緯、その取引内容、国・地方公共団体との親密度や業
務内容を勘案した上で、低リスクとすることも可能と考えます。

リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価⑤
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Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑥

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果
（Ⅱ－２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行う（Q1～6）とともに、講ずべき
低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること（Q6）（Q7）（Q8）

【Ｑ７】

顧客として在留外国人を受け入れている場合について、留意すべき点を教えてください。

【Ａ】

在留期限の定めのある在留外国人についても、リスクベースで、顧客リスクに応じて顧客管理を実施していただく
必要があるものと考えます。

そして、在留外国人の場合を含め、将来口座の取引の終了が見込まれる場合には、当該口座が売却され、金融
犯罪に悪用されるリスクを特定・評価し、適切なリスク低減措置を講ずる必要があります。例えば、外国人顧客に
ついて在留期間の定めのある場合、リスク低減措置として、在留期間を確認の上、顧客管理システム等により管
理し、在留期間満了間近の顧客については、在留期間の確認を改めて行った上、延長が確認された場合には再
度顧客管理システムへの登録を行う一方、延長が確認できないなどリスクが高まると判断した場合には、必要に
応じて帰国前に口座解約を促し、又は取引制限を実施するなどのリスク低減措置を講ずることが考えられます。

なお、特別永住者や永住者については、このような在留期間に基づくリスク自体はないものと考えられますが、他
の顧客と同様に顧客リスク評価は必要になります。

【Ｑ８】

国内PEPs の顧客管理についてはどのように考えれば良いでしょうか。

【Ａ】

国内PEPsについても、口座開設時、継続的顧客管理等の過程において得た情報等に基づき、他の顧客と同様に
顧客リスク評価を行い、リスクに応じた対応を行うことが重要と考えます。

リスクの低減：顧客管理（CDD）：全ての顧客についての顧客リスク評価⑥
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：高リスク顧客①

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑦

マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客（Q1）については、以下を含むリスクに応じた厳格な顧客管理（EDD）
を実施すること（Q2）

イ．資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加的な情報を入手すること

ロ．当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職（Q3）の承認を得ること

ハ．リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の
調査頻度の増加等を図る（Q4）こと

ニ．当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討（Q5）すること

【Ｑ１】

「マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客」とは、犯収法第４条第２項前段に規定する厳格な顧客管理を行う
必要性が特に高いと認められる取引等（以下本質問において「高リスク取引」といいます。）を行う顧客を指すので

しょうか。あるいは、それに加えて、又は別途に「高リスク取引」を行わない高リスク顧客を指すのでしょうか。

【Ａ】

• 本ガイドラインⅡ－２（３）（ⅱ）【対応が求められる事項】⑦に定める「マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した
顧客」とは、金融機関等において策定した顧客の受入れに関する方針等に基づき、必要な情報を確認・調査した結
果、受入段階においてマネロン・テロ資金供与に係るリスクが高いと判断された顧客のほか、受入後、継続的な顧客
管理措置の中で、リスク評価を見直した際に、あらかじめ定められた方法で高リスクと判断された顧客を意味します。
なお、犯収法上の高リスク取引を行う顧客について、法定の各項目を確認することは、法令対応として、最低限対応
が必要な措置であると考えます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：高リスク顧客②

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑦

マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客（Q1）については、以下を含むリスクに応じた厳格な
顧客管理（EDD）を実施すること（Q2）

イ．資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加的な情報を入手す
ること

ロ．当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職（Q3）の承認を得ること

ハ．リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的
な顧客情報の調査頻度の増加等を図る（Q4）こと

ニ．当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討
（Q5）すること

【Ｑ２】

リスクの評価によっては、金融機関等の特定取引（犯収法施行令第７条。顧客管理を行う上で特別の注意
を要する取引（同法施行規則第５条）を含みます。）の際に実施する取引時確認、厳格な顧客管理を行う
必要性が特に高いと認められる取引（同法施行令第12 条）の際に実施する取引時確認以上のことが求め
られるケースもあるのでしょうか。

【Ａ】

リスクベース・アプローチによる顧客管理においては、犯収法等の法令に定める取引時確認は、最低限の
対応ですので、それに加えて、何らかの追加的措置を講ずることは必然的にあり得るものと考えます。い
ずれにせよ、各金融機関等には、その規模や特性等に応じて、本ガイドラインの趣旨に沿った適切な対応
が求められています。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：高リスク顧客③

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑦

マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客（Q1）については、以下を含むリスクに応じた厳格な顧客管理（EDD）を実
施すること（Q2）

イ．資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加的な情報を入手すること

ロ．当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職（Q3）の承認を得ること

ハ．リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査
頻度の増加等を図る（Q4）こと

ニ．当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討（Q5）すること

【Ｑ３】

「上級管理職」とはどのようなポジションを想定しているのでしょうか。犯収法第11 条第３号が定める統括管理者と同義なので
しょうか。

【Ａ】

本ガイドラインにおける「上級管理職」には、例えば、マネロン・テロ資金供与対策に従事する部門の長等が含まれ得ると考え
ていますが、各金融機関等の規模や組織構造等に応じて、個別具体的に判断する必要があります。なお、犯収法第11 条第３
号が定める「統括管理者」とは必ずしも同義ではありません。

【Ｑ４】

「当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図
る」とは具体的にどのような対応が求められているのでしょうか。

【Ａ】

全顧客に対して実施されている顧客リスク評価の結果を踏まえ、高リスク顧客に対しては、取引モニタリングの敷居値を厳格
にする、高リスク顧客向けのシナリオを適用するなど、個別的な対応を実施することが考えられます。対して、低リスク顧客に
ついては、敷居値やシナリオの適用を簡素化するということが考えられます。

このほか、定期的な顧客情報の更新において収集する情報の内容、種類及び粒度等を変更するなどの対応が考えられます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：高リスク顧客④

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑦

マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客（Q1）については、以下を含むリスクに応じた厳格な
顧客管理（EDD）を実施すること（Q2）

イ．資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加的な情報を入手す
ること

ロ．当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職（Q3）の承認を得ること

ハ．リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的
な顧客情報の調査頻度の増加等を図る（Q4）こと

ニ．当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討
（Q5）すること

【Ｑ５】

「属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討すること」とは、具
体的にどのような対応が求められているのでしょうか。

【Ａ】

顧客リスク評価の結果、高リスク先と判断された顧客について、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧
客属性等について内容を確認した後、他の顧客について、高リスク先と判断された顧客と類似又は共通す
る項目等がないかを確認し、当該他の顧客についても、顧客リスク評価を見直す必要性について検討す
ることが考えられます。
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顧客管理：リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD)（【対応が求められる事項】⑨）（改正）

（改正前）

⑧ マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当
該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を緩和するなどの簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、円滑
な取引の実行に配慮すること（注１）（注２）

（改正後）

⑨マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当
該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異
にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること
（注１）（注２）

• 低リスク先については、リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）として、取引モニタリングに係る敷居値

の緩和のほかにも、顧客情報調査の範囲・手法・更新頻度等を異にするなど、簡素な顧客管理の内容
を明確にするため、文言が追加された。

• 「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」とは、リスクが低いと判断した顧客について、当該リスクの特

性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範
囲・手法・更新頻度等を異にしたりすることをいう。その中には、「積極的な顧客情報調査の留保」とい
う対応も含まれる。（PC50）

• 「顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする」とは、高リスク判断顧客は調査頻度を高
め、低リスク判断顧客は調査頻度を低くするという対応を想定している。（PC51）



130

リスクの低減：顧客管理（CDD）：簡素な顧客管理（SDD）①（改正）

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑨

マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係
る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）（Q1～4）を行う
など、円滑な取引の実行に配慮すること

【Ｑ１】

「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」とは、具体的にどのような措置をいうのでしょうか。

【Ａ】

本ガイドラインにおける「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」とは、顧客リスク評価の結果、「低リスク」と判断された顧客のうち、一定の条
件を満たした場合に、DM 等を顧客に送付して顧客情報を更新するなどの積極的な対応を留保し、取引モニタリング等によって、マネロン・テ
ロ資金供与リスクが低く維持されていることを確認する顧客管理措置のことをいいます。

【Ｑ２】

「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」について、犯収法上の「簡素な顧客管理」（犯収法施行令第７条第１項柱書及び犯収法施行規則第４
条第１項柱書）とは何が異なるのでしょうか。

【Ａ】

SDD は、犯収法上の「簡素な顧客管理」とは異なる概念です。SDD は、主として顧客情報の更新の場面を問題にしているものであり、継続的
な顧客管理を行う上での実態把握やリスク評価の見直しの際に行う措置を意味しています。犯収法上の「簡素な顧客管理」のように、取引時
確認等の場面に適用されるものではありません。

【対応が期待される事項】（2021年２月改正前後）
⑧⑨ マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモ

ニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする緩和するなどのリスクに応じた簡素な
顧客管理（SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること（注１）（注２）
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「簡素な顧客管理（SDD）」と「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の相違

簡素な顧客管理（SDD） 簡素な顧客管理を行うことが許容される取引

根拠 AML/CFTガイドライン
Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理

（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
【対応が求められる事項】⑨

犯収法施行令第７条第１項柱書及び
犯収法施行規則第４条第１項柱書

適用場面 主として顧客情報の更新の場面 取引時確認の場面

措置 継続的な顧客管理を行う上での実態把握やリスク
評価の見直しの際に行う措置

取引時確認が「顧客管理を行う上で特別の管理を要する取引」（疑
わしい取引・種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引）
に該当しない限り不要となる。

該当する場合 • なりすましや不正利用等のリスクが低いこと
が過去のデータを踏まえ合理的に説明できる
顧客や口座（日々の生活に不可欠な口座（給
与振込口座、住宅ローンの返済口座、公共料
金等の振替口座その他営業に供していない
口座）

• 国や地方公共団体、又は国や地方公共団体
が主体的に管理する公共性を有する団体（法
律上の根拠に基づき設立・資金の運用が実
施されている団体等）

・受益者に返還する財産を管理すること等を目的とする金銭信託
・満期保険金が保険料の８割未満の保険契約の締結
・有価証券市場（取引所）で行われる取引
・日本銀行において振替決済される国債取引
・日本銀行において振替決済がなされる金銭貸借
・払戻総額が払込総額より少ない保険契約に基づく貸付け
・個別クレジット
・無記名公社債を担保に提供する取引
・国・地方公共団体への金品の納付・納入
・公共料金の支払
・入学金・授業料等の支払
・預貯金の受け払いを目的とした為替取引

・取引時確認等に準じた確認等がなされた商品代金等の現金によ
る受払い
・振替法に基づく特定口座の開設
・スイフトを介して行われる取引
・ファイナンスリース契約における特定取引
・現金以外の支払方法による貴金属等の売買
・電話受付代行における特定取引
・国等を顧客とする取引等
・司法書士等の受任行為の代理等における特定取引
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：簡素な顧客管理（SDD）②（改正）

【Ｑ３】

「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」を行う対象については、どのような場合が想定されて
いるのでしょうか。

【Ａ】

なりすましや不正利用等のリスクが低いことが過去のデータを踏まえ合理的に説明できる顧客
や口座を想定しています。最終的には、各金融機関等で自らの業務のリスク実態に基づき判
断して設定する必要がありますが、一般的には、日々の生活に不可欠な口座（給与振込口座、
住宅ローンの返済口座、公共料金等の振替口座その他営業に供していない口座）等が該当す
ると考えられ、１年以上不稼働の口座についても、稼働を始める前については、該当すると考
えられます。

また、国や地方公共団体、又は国や地方公共団体が主体的に管理する公共性を有する団体
（法律上の根拠に基づき設立・資金の運用が実施されている団体等）についても、SDD の対象
顧客とする可能性もあります。

なお、当初 SDD 対象とした顧客についても、特定取引等に当たり顧客との接点があった場合
や、不芳情報を入手した場合、今までの取引履歴に比して不自然な取引が行われた場合等に
は、顧客リスク評価を見直す必要があるか検討した上で、必要に応じて積極的な対応に基づく
顧客情報の更新を実施し、顧客リスク評価の見直しを行うことが必要になるものと考えます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：簡素な顧客管理（SDD）③（改正）

【Ｑ４】

「リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）」を実施しようとした場合、金融機関等として具体的にどのような点に留意しつつ、対応を検討すべきか教えてください。

【Ａ】

リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）について、「FATF 議長声明：新型コロナウイルス（COVID-19）及びそれに伴う不正な資金の流れへの対応策」(2020年４月１
日)において、FATF 基準は簡素な顧客管理措置を適用することを許容していることを前提に、その適切な活用を模索することを推奨しており、各金融機関等にお
いても、当該議長声明を勘案しつつ、マネロン・テロ資金供与リスク管理の実効性を確保及び効率化するため、以下の点に留意して対応する必要があると考えま
す。

① 法人及び営業性個人の口座は対象外であること（注１）

② 全ての顧客に対して、具体的・客観的な根拠に基づき、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対するマネロン・テロ資金供与リスクの評価結果を
総合して顧客リスク評価を実施し、低リスク先顧客の中からSDD 対象顧客を選定すること

③ 定期・随時に有効性が検証されている取引モニタリングを活用して、SDD対象口座の動きが把握され、不正取引等が的確に検知されていること

④ SDD 対象顧客については、本人確認済みであること（注２）

⑤ SDD 対象顧客は、直近１年間において、捜査機関等からの外部照会、疑わしい取引の届出審査対象及び凍結口座依頼を受けた実績がないこと

⑥ SDD 対象顧客についても、原則としては、情報更新が必要であるため、特定取引等に当たり、取引時確認等を実施し、顧客情報が更新された場合には、顧客
リスク評価を見直した上で、必要な顧客管理措置を講ずること（注３）

上記①～⑥を満たしている顧客については、当庁として、一般的にリスクが低く、積極的な情報収集を行う必要性が低いと想定される類型を示したものです。

他方、当庁の考える上記以外の類型の顧客についても情報更新を留保する場合には、金融機関等において当該類型の顧客のリスクが低リスク顧客の中でも

より低いという合理的な根拠が必要になると考えます。したがって、このような場合には、金融機関等において、詳細かつ緻密なリスク分析に基づく具体的な根

拠を備えた上、当該分析が有効性を保っていることを常に検証する態勢が整備されている必要があると考えます。

（注１）①の「法人」口座のうち、上場企業等、法律上の根拠に基づく信頼性のある情報が定期的に公表されている場合（有価証券報告書等）には、顧客情報を更
新する必要はありますが、積極的な対応を留保した上で、当該情報を基に顧客リスク評価を実施し、当該リスク評価に応じたリスク低減措置を実施すること
も考えられます。

（注２）④の「本人確認済み」とは、基本的には、2016年10月の改正犯収法施行以降に同法に基づく取引時確認を実施したことを意味していますが、2003年1月の
金融機関等本人確認法施行以降に取引を開始した顧客であれば、当該顧客の取引内容や取引履歴等を勘案し、SDD 対象顧客と判断することも可能と考
えられます。一方で、本人確認法施行以前に取引を開始した顧客であって、現在に至るまで本人確認が一度も実施されていない顧客については、本人特
定事項を公的書類で証明されていない以上、SDD 対象顧客とはならないものと考えます。なお、各金融機関等において、現在の顧客属性情報や取引情報
を勘案して、合理的にリスク評価を行った上で、SDD 対象顧客とすることについて一律に禁止するものではありませんが、本人確認未済先については、
SDD 先に該当しないものと考えます。

（注３）⑥については、SDD 対象顧客に対して取引時確認等を実施し、顧客情報が更新された場合において、再度、顧客リスク評価を実施する必要がありますが、
その場合に、再度、SDD 先と評価することを妨げるものではないことも留意してください。
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顧客管理：継続的な顧客管理（【対応が求められる事項】⑩）（2021年２月改正）

（2021年２月改正改正前）

⑨ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客類型等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続
的な顧客管理の方針を決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）

ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合のほか、定期的に顧客情報の確認を実施するとともに、例えば高リスク
と判断した顧客については調査頻度を高める一方、低リスクと判断した顧客については調査頻度を低くするなど、確認の頻度を顧客のリスクに
応じて異にすること

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客のリスク評価を見直すこと

（2021年２月改正後）

⑩ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続
的な顧客管理の方針を決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）

ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認
の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講じること

特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること

• 【対応が求められる事項】⑩イにおいて、「顧客類型」を「顧客属性」に変更したのは、金融機関等に対し、全ての顧客について顧客リスク評価
を行うことが重要であることを明記するため、【対応が求められる事項】として整理したためであるが、その手法については、従前の取扱いを排
除する趣旨ではない。（PC52~54）

• 【対応が求められる事項】⑩二は、顧客情報の確認については、顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の「機
動的な顧客情報の確認」に加え、「定期的な確認」に関しても、顧客のリスクに応じて頻度を異にする必要性を明確にするため表現を変更。

• 【対応が求められる事項】⑩ホにおいては、継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客の顧客リスク評価を見直し、リスクに
応じたリスク低減措置を講ずることを求めている（PC56・57）。例えば、「ある顧客のリスク評価を見直してＬからＭになった場合に、当該顧客の

取引について、見直し後のＭの敷居値の適用でモニタリングされること」というようなことや、「取引モニタリングにおけるシナリオの敷居値を、
見直した顧客のリスクに応じて設定・変更すること」等を想定している。（PC61)

• 取引モニタリングにおいて、「見直した顧客リスク評価を適切に反映すること」とは、見直した顧客リスク評価を踏まえ、取引モニタリングシステ
ムにおける敷居値を変更したり、取引時に調査する顧客情報の収集の内容・方法を変更したりすることが考えられる（PC61）。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：継続的な顧客管理（ガイドラインFAQ）①

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑩

後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む
継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること（Q1）（Q2）

ロ. 各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリングの結果等に照らして適切か、継続的に検討す
ること（Q3）

ハ. 調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員と共有すること（Q4）

ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な顧客情報の確認に加え、定期的な確認（Q5）（Q6）
（Q7）に関しても、確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること（Q8）

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し（Q9）、リスクに応じたリスク低減措置を講ずること（Q10）
特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映（Q11）すること

（改正前）
⑨ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客類型等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧
客管理の方針を決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）
ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合のほか、定期的に顧客情報の確認を実施するとともに、例えば高リスクと判断し

た顧客については調査頻度を高める一方、低リスクと判断した顧客については調査頻度を低くするなど、確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にする
こと

ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客のリスク評価を見直すこと

（改正後）
⑩ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること

イ. 取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧
客管理の方針を決定し、実施すること

ロ～ハ. （略）
ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認の頻度

を顧客のリスクに応じて異にすること
ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講じること

特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：継続的な顧客管理（ガイドラインFAQ）②

【Ｑ１】

継続的な顧客管理を導入する際、これまで管理を行っていない既存顧客等はどのように取り扱えばいいでしょうか。

【Ａ】

継続的な顧客管理の実施には、前提として、商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客属性等のリスクを包括的かつ具体的に検
証して得られたリスク評価を踏まえ、全顧客に顧客リスク評価がなされていることが必要となります。既存顧客に対する顧客リスク評価は、既
存の顧客情報に基づく暫定的な顧客リスク評価を行った上、最新の顧客情報に基づいて当該仮の顧客リスク評価を見直し、そのリスクに応じ
た頻度により、あるいは、随時に顧客情報を更新する必要があります。

【Ｑ２】

継続的な顧客管理を実施する際の「調査」について、具体的な内容を教えてください。例えば、本人特定事項や取引目的、職業、事業内容等
の再確認がこれに該当するとの理解で良いでしょうか。

【Ａ】

ご指摘の例のほか、顧客のリスクに応じて、例えば、顧客及びその実質的支配者の資産・収入の状況、資金源等が含まれ得るものと考えま
す。特に、申告されている属性から判断した資産・収入に比べて、入出金金額が不自然に高額な場合には、疑わしい取引の届出の対象とし
て検証する仕組みの構築が求められます。

いずれにせよ、いかなる項目を調査対象とするかについては、対象となる顧客の顧客リスク評価や取引の特性等に応じて、個別具体的に判
断することになりますが、顧客リスク評価に必要な情報を収集するために必要な調査を実施することが求められています。

なお、継続的顧客管理における顧客情報の更新については、顧客に対してより一層丁寧な説明を行うことが必要になるものと考えます。

【Ｑ３】

「各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリングの結果等に照らして適切か、継続的に検討する
こと」とは具体的にどのような対応が求められているのでしょうか。

【Ａ】

顧客リスク評価に応じて実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリングの結果等から得られる内容と比較
して適切であることが維持されるよう、内部監査部門（第３線）や管理部門（第２線）が、継続的に確認し、必要に応じて、調査の範囲・手法等
を見直し、顧客リスク評価を変更することも含む対応が検討される態勢を構築することが求められます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：継続的な顧客管理（ガイドラインFAQ）③

【Ｑ４】

「調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員と共有すること」とは具体的にどのような対応が求められてい
るのでしょうか。

【Ａ】

顧客に対する調査等で得られた情報については、部門間、部署間の情報格差をなくし、効率的かつ実効的なマネロン・テロ資金供
与対策を実施するため、所管部署で情報を囲い込むのではなく、各種法令等を遵守しつつ、必要に応じて金融機関等の関係する
役職員と適切に共有することが求められます。

【Ｑ５】

定期的な確認を求められる「顧客情報」とはどの範囲を指すのか教えてください。

【Ａ】

定期的な確認項目や頻度については、リスク評価を適切に行うために必要な情報であり、対象となる顧客の特性・リスク等に応じ
て、個別具体的に判断することになります。この点、例えば、高リスク顧客については、通常の顧客における確認項目に加えて、定
期的に、例えば１年ごとに、資産・収入の状況、資金源、商流等を確認した上で、更にリスクが高まったと想定される場合について
は、個別に確認を実施することなどが考えられます。これに加えて、各金融機関等において設定した確認項目や頻度が実効的なも
のとなっているかを含め、実施状況につき検証を行い、必要があれば見直しを行う態勢とすることも求められます。

【Ｑ６】

定期的な顧客情報の確認方法に関して、犯収法にて顧客からの申告による確認が認められるケース（例えば通常の特定取引時
における「実質的支配者」の確認等）については、顧客情報の更新確認は顧客からの申出ベースによる確認で認められるとの理解
で良いでしょうか。

【Ａ】

本ガイドラインには、顧客及びその実質的支配者の本人確認事項等の調査において、「信頼に足る証跡」を求める旨の記載があり
ますが、これは、顧客の申告の真正性等を確認するため必要な証跡を求める趣旨であって、あらゆる確認事項に対して、一律に書
面での証跡を求めるものではありません。

いずれにせよ、リスクに応じた頻度での定期的な確認についても、単一の法令・ガイドライン等で求められる最低水準を画一的に
全ての顧客に当てはめるのではなく、リスクに応じて証跡を求めて確認を行うといった対応が求められます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：継続的な顧客管理（ガイドラインFAQ）④

【Ｑ７】

顧客情報の「定期的な確認」との記載は、リスクが低いと判断し、簡易な顧客管理方針とした顧客についても全て、マネロン防止対策の目的
をもって、本人特定情報や顧客管理情報等の再確認を行うために、顧客とコンタクト（電話や郵送等）を取り、ヒアリングや資料提供を依頼す
ることを想定しているのでしょうか。それとも、こうした顧客については、全先に対してコンタクトを取らず、顧客属性データ、取引履歴データの
ほか、（もしあれば）これまでの気付き状況のみで判断するといった対応でも問題ないのでしょうか。

【Ａ】

継続的な顧客管理については、リスクが低いと判断した顧客も含む全ての顧客をその対象とすることが求められますが、全ての顧客に一律
の時期・内容で調査を行う必要はなく、顧客のリスクに応じて、調査の頻度・項目・手法等を個別具体的に判断していただく必要があります。

顧客との店頭取引やインターネット取引等で顧客がアクセスするなどの各種変更手続の際に、マネロン・テロ資金供与対策に係る情報も確認
されているのであれば、そのような実態把握をもって、継続的な顧客管理における顧客情報の確認とすることも考えられます。

ただし、高リスク顧客の中には、営業実態の把握や実地調査、顧客に対して対面で確認することが必要な場合もあることから、リスクに応じた
対応が必要であることに留意すべきと考えます。

【Ｑ８】

「確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること」とありますが、どのような頻度を想定しているのでしょうか。また、情報の網羅的な更新を
求めるものではなく、例えば現住所地等一定の情報に着目し、リスク評価を変更する契機とすべき事象が生じていないかを確認し、当該事象
が発生している場合にのみ、深度ある確認を実施しようとすることで良いでしょうか。

【Ａ】

継続的な顧客管理については、顧客に係る全ての情報を更新することが常に必要となるものではなく、顧客のリスクに応じて、調査の頻度・
項目・手法等を個別具体的に判断していただく必要があります。一般的には、高リスク先については１年に１度、中リスク先については２年に
１度、低リスク先については３年に１度といった頻度で情報更新を行うことが考えられます。これ以上、期間を延ばす場合には、合理的かつ相
当な理由が必要になるものと考えます。

また、更新する情報は、顧客リスク評価の見直しをするために必要な範囲で、個別具体的な事情に照らして判断していただく必要があります。
情報更新に際しては、信頼できる公開情報を参考にすることもあり得ますし、顧客に対面で確認するべき場合もあり得るものと考えます。

なお、継続的顧客管理において、顧客リスク評価の見直し手続に係る期日管理や期日までに見直しができない顧客の管理、期日超過分の速
やかな解消については、第１線と第２線が連携し、適切な管理が行われることが重要であり、期日超過の管理状況については、定期的に経
営陣に報告され、解消のための措置を講ずることが期待されます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：継続的な顧客管理（ガイドラインFAQ）⑤

【Ｑ９】

顧客属性や取引類型を踏まえて、まず「高リスク先」とした顧客について、その後に情報更新を行った結果、中リスク先あ
るいは低リスク先と判断することもあり得るのでしょうか。

【Ａ】

顧客リスク評価は定期又は随時に見直しをしていただく必要性があるところ、「見直し」には、上方遷移及び下方遷移のい
ずれもあり得るものと考えます。したがって、一度高リスク先と評価した顧客について、その後、取引内容等が変化したこ
とや追加情報を得たことなどによって、当該顧客の顧客リスク評価を、中程度のリスクと評価することもあり得るものと考
えます。

もっとも、こうした顧客リスク評価の見直しのためには、適切に顧客の実態を把握する必要がありますので、引き続き、顧
客の実態調査の質の向上に努めていただく必要があります。

【Ｑ１０】

「顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講ずること」とは、具体的にどのような措置が求められていま
すか。

【Ａ】

リスクに応じたリスク低減措置とは、EDD,CDD,SDD というように顧客管理の方法を変更するのみならず、取引モニタリン
グにおける敷居値やモニタリングシナリオを変更したり、取引時に調査する顧客情報の収集の内容・方法を変更したりす
るなどの措置を講ずることが求められています。

【Ｑ１１】

「取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること」とは具体的
にどのような対応が求められているのでしょうか。

【Ａ】

取引モニタリングについては、顧客リスク評価と適切に連動させるため、モニタリングシナリオや敷居値を変更するなどの
対応が求められます。
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「自らの規模・特性・業務実態等」の総合的考慮、「リスクに応じた」顧客管理（改正）

Ⅱ リスクベース・アプローチ

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減

（３）リスクの低減

（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

金融機関等においては、これらの過程で確認した情報、自らの規模・特性や業務実態
等を総合的に考慮し、 全ての顧客について顧客リスク評価を実施するとともに、自らが、
マネロン・テロ 資金供与リスクが高いと判断した顧客については、いわゆる外国
PEPs(Politically Exposed Persons）（注１）や特定国等（注２）に係る取引を行う顧客も含め、
リスクに応じたより厳格な顧客管理（Enhanced Due Diligence：EDD）を行うことが求められ
る一方、リスクが低いと判断した場合には、リスクに応じた簡素な顧客管理 （Simplified 
Due Diligence：SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮することが求められる。

• 顧客リスク評価の手法については、金融機関等の規模・特性や業務実態等を踏まえ
て様々な方法があり得ることを明確にするため、考慮要素として、「自らの規模・特性
や業務実態等」という文言を追加。

• 顧客の利便に配慮しつつ、実効性のあるマネロン・テロ資金供与対策を実現するため、
「リスクに応じた」という文言を追加。

• 本ガイドラインにおける「簡素な顧客管理」とは、金融機関等において行った顧客リスク
評価に基づく管理であり、必ずしも犯収法令上の「簡素な顧客管理」（令７条、規則４
条）と一致するものではない。両者の混同を避けるため、「リスクに応じた」という文言を
追加した。
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取引モニタリングシステム・フィルタリングシステム

 取引モニタリングシステム

⇒口座・取引単位、顧客単位の振る舞いに着目して、ある種のロジックにより、当
局に届け出るべき「疑わしい取引」の可能性の高い取引を抽出し、「アラート」を
発するためのシステム

⇒「ルールベース」の検知ロジック（例：金額ＸＸ円、ＹＹ回以上）、プロファイリング
（①ピアー・プロファイリング（例：ある種の顧客の一群が月１０回送金するところ
３０回送金）

②ヒストリカル・プロファイリング（例：同一顧客が平均月10回送金するところ30
回送金）

 取引フィルタリングシステム

⇒我が国の資産凍結リストや米国のＯＦＡＣ－ＳＤＮリストのように、法令上取引
を行うことが禁じられた者との取引を意図せずに行わないためのチェック。ＰＥＰ
sのシステムなども。

141141141141141141141
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リスクの低減：取引モニタリング・フィルタリング

2021年２月改正前 2021年２月改正後

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ii） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
【対応が求められる事項】
ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客のリス

ク評価を見直すこと

（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング
【対応が求められる事項】
① 取引類型に係る自らのリスク評価も踏まえながら、個々の取引につい

て、異常取引や制裁対象取引を検知するために適切な取引モニタリン
グ・ フィルタリングを実施すること

（新設）

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ii） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
【対応が求められる事項】
ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク

評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講じること

特に、取引モニタリング・フィルタリングにおいては、継続的な顧客管
理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること

（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング
【対応が求められる事項】
① 疑わしい取引の届出につながる取引等について、リスクに応じて検知

するため、以下を含む、取引モニタリングに関する適切な体制を構築し、
整 備すること
イ． 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定

す ること
ロ． 上記イの基準に基づく検知結果や疑わしい取引の届出状況等を

踏 まえ、届出をした取引の特徴（業種・地域等）や現行の抽出基
準（シナリ オ・敷居値等）の有効性を分析し、シナリオ・敷居値等
の抽出基準につ いて改善を図ること

② 制裁対象取引について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、
取 引フィルタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること
イ.   取引の内容（送金先、取引関係者（その実質的支配者を含む）、輸

出 入品目等）について照合対象となる制裁リストが最新のものと

なっているか、及び制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な
設定となって いるかを検証するなど、的確な運用を図ること

ロ． 国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定され
た 際には、遅滞なく照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等
の遵守 その他リスクに応じた必要な措置を講ずること
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取引モニタリング・フィルタリングに係るガイドライン改正の趣旨

 取引モニタリング・フィルタリングにおいては、求められる事項がそれぞれ異なるため、それ
ぞれ分けて整理。

 取引モニタリング・フィルタリングは、取引量が少ないなどの理由により、職員自身が手管
理や目検で管理できる金融機関等のいては、必ずしもITシステムを利用するとは限らない
ため、改正前の「II-2（３）(iv）ITシステムの活用」対応が求められる事項②・④および⑤を本
項目へ移した。

 （取引フィルタリング）自らの取扱業務や顧客層を踏まえて、あいまい検索機能の設定を適
切に行うなどの対応を求めるため、「制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定と
なっているかを検証」という文言を記載。

 （取引フィルタリング）新たに経済制裁対象者等が指定された際に、各金融機関等において
遅滞なく自らの制裁リストを取り込み、照合を行う態勢整備の必要性を明確化するため、
「遅滞なく照合するなど・・・その他リスクに応じた必要な措置」の実施を新設。

143143143143143143143
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：取引モニタリング・フィルタリング

Ⅱ－２（３）（ⅲ）取引モニタリング・フィルタリング

【対応が求められる事項】②

制裁対象取引について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取引フィルタリングに関する適切な体制（Q1）を構築し、整備すること

イ. 取引の内容（送金先、取引関係者（その実質的支配者を含む）、輸出入品目等）について照合対象となる制裁リストが最新のものとなっているか、及び制裁対
象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっているか（Q2）を検証するなど、的確な運用を図ること

ロ. 国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、遅滞なく照合する（Q3）など、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスク
に応じた必要な措置（Q4）を講ずること

【Ｑ１】

「取引フィルタリングに関する適切な体制」とは、どのようなことを想定しているのでしょうか。

【Ａ】

例えば、制裁対象者や制裁対象地域について、アルファベットで複数の表記方法があり得る場合には、スペリングの違いについて幅をもって検索できる「あいまい
検索機能」の適切な設定に加えて、制裁リストに複数の名称を登録することのほか、他の顧客の継続的顧客管理措置や取引モニタリング、取引フィルタリング、
疑わしい取引の届出調査の過程で把握した情報や公知情報等から入手した取引不可先情報や、システム的に検知し深堀調査を行うためのキーワード等（制裁
対象国・地域や制裁対象者でないものの、リスクの高い特定の国・地域名や氏名、団体名等）を金融機関独自の照合リストに追加することなどにより、制裁対象
取引に関するリスク管理やリスクに応じた調査を適切に行うことなどが含まれると考えます。

【Ｑ２】

「制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっている」とはどのようなことを想定しているのでしょうか。

【Ａ】

取扱業務や顧客層を踏まえて、取引フィルタリングシステムのあいまい検索機能の設定を適切に行うよう、定期的に調整することを想定しています。

【Ｑ３】

「遅滞なく照合する」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか。

【Ａ】

国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、金融機関等は、数時間、遅くとも24時間以内に自らの制裁リストに取り込み、取引
フィルタリングを行い、各金融機関等において既存顧客との差分照合が直ちに実施される態勢を求めています。

【Ｑ４】

「国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか。

【Ａ】

国内の制裁については、法令等遵守と同様の対応が必要と考えられ、未然防止措置を講ずる必要があります。

国外の制裁に関しては、制裁適用の要件を十分に確認し、必要な対応を検討することが求められており、金融機関等自らのリスク評価に従い、特に、取引量、営
業地域や経営戦略を踏まえて、適宜適切に未然防止措置を講ずることが考えられます。

なお、国外の制裁については、制裁適用の要件を十分に確認し、必要な対応を検討することが求められます。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：制裁リスト等（ガイドラインFAQ）

【対応が求められる事項】④

顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵
守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること

【Ｑ１】

「国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること」について、留意すべき事項を教え
てください。

【Ａ】

• 国内外の制裁に係る法規制等の遵守については、例えば、国際連合安全保障理事会（以下「国連安保理」といいま
す。）決議等で指定される経済制裁対象者については、外国為替及び外国貿易法第16 条及び第21 条等に基づき、
同決議等を踏まえた外務省告示が発出された場合に、直ちに該当する経済制裁対象者との取引がないことを確認し、
取引がある場合には資産凍結等の措置を講ずるものとされています。さらに、国際的な基準等（注）を踏まえると、外
務省告示の発出前においても、国連安保理決議で経済制裁対象者が追加されたり、同対象者の情報が変更された
りした場合には、遅滞なく自らの制裁リストを更新して顧客等の氏名等と照合するとともに、制裁リストに該当する顧
客等が認められる場合には、より厳格な顧客管理を行い、同名異人か本人かを見極めるなどの適切かつ慎重な対
応が必要と考えています。

• したがって、このような対応を確実に実施するために必要なデータベースやシステム等の整備、人材の確保、資金の
手当てを、直面しているリスクに応じて実施していただくことが重要であると考えています。

• なお、昨今、データ復旧等に身代金を要求するランサムウェアの感染被害が報告されています。海外ではランサム
ウェアの身代金がテロ資金等に悪用される可能性もあると指摘されており、米国においては、金融機関等に向けて、
ランサムウェアの身代金の支払いへの関与には制裁リスクがあるという点について注意喚起の勧告も出されました。
サイバー空間には国境がないことから、このような身代金の支払いに金融機関等が利用されてはならず、顧客の送
金について、この種のテロ資金供与リスクがあることも留意する必要があります。

（注）FATF においては、テロ資金供与や大量破壊兵器の拡散に関する金融制裁として、国連安保理により制裁対象とし
て指定された個人・団体が保有する資金・資産を遅滞なく凍結することを求めております。
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リスクの低減：顧客管理（CDD）：信頼性の高いデータベース・システムの導入

Ⅱ－２（３）（ⅱ）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）

【対応が求められる事項】⑤

信頼性の高いデータベースやシステムを導入する（Q1）など、金融機関等の規模や特性等に応じた合理的な方法により、
リスクが高い顧客（Q2）を的確に検知する枠組みを構築すること

【Ｑ１】

「信頼性の高いデータベースやシステムを導入するなど」とありますが、ベンダーが一般的に提供しているPEPsリストの
データベースやAML システムの導入等を念頭に置いているとの理解で良いでしょうか。

【Ａ】

ご指摘いただいた外部機関等が提供している信頼に足るPEPsリストも含む、国連安保理指定の制裁対象者・国・団体、
取引に関係する国・地域の制裁対象者や我が国の反社会的勢力を含むデータベース、マネロン・テロ資金供与対策に係

るシステムも一例として考えられます。その際は、遅滞なくデータの更新が行われることに加え、取引フィルタリングシステ
ムのリストやあいまい検索機能や取引モニタリングシステムのシナリオ・敷居値等をリスクに応じた適切なものとする必要
があると考えられます。

【Ｑ２】

「リスクが高い顧客を的確に検知する枠組みを構築すること」とありますが、「リスクが高い顧客」には、外国PEPs は含ま
れますか。

【Ａ】

一般的に、外国PEPs は、汚職等を敢行する潜在的なおそれがあることから、高リスク顧客の中に含まれて管理されてい
るものと考えられます。そこで、金融機関等は、適切に外国PEPs を検知できる枠組みの整備が必要となりますが、具体
的な高リスク顧客の範囲や検知の方法等については、各金融機関等において、その業務特性等に応じて、個別具体的に
決定し、必要に応じて適切に対応することが必要と考えられます。

なお、外国PEPs については、その地位や職務等を勘案して、リスク評価を行う必要があり、離職している場合には、年数
にかかわらず離職後の経過期間も考慮することが、よりきめ細かい継続的顧客管理の実施に資することになります。
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リスクの低減：ITシステムの活用①
現行 改正案

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
（略）

また、IT システムの的確な運用により、異常な取引の自動的な検知や、
顧客・取引の傾向分析、顧客のリスク格付等が可能となるほか、検知の 前
提となるシナリオの設定・追加や、敷居値の柔軟な変更等、金融機関 等の
マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の強化が容易となる。
（略）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を検

討し、システム対応については、後記②から⑦の事項を実施すること
② 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定する

など、自らの IT システムを取引モニタリング等のマネロン・テロ資金供与
対策の有効な実施に積極的に活用すること

③ 自らが導入しているマネロン・テロ資金供与対策に係る IT システム の設

計・運用等が、自らが行うリスクの評価に見合ったものとなっているか定
期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ IT システムやその設計・
運用等について改善を図ること

④ 取引の特徴（業種・地域等）や抽出基準（シナリオ・敷居値等）別の 検知

件数・疑わしい取引の届出件数等について分析を行い、システム検知以
外の方法で得られた情報も踏まえながら、シナリオ・敷居値等の抽 出基
準について改善を図ること

⑤ 取引フィルタリングシステムについては、送金先や輸出入品目等につい

ての制裁リストが最新のものとなっているか検証するなど、的確な運用
を図ること

⑥ 内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有効性
を検証すること

⑦ 他の金融機関等と共通の委託先に外部委託する場合や、共同システム
を利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等に

ついて分析を行い、当該分析結果を反映した委託業務の実施状況の検
証、必要に応じた独自の追加的対応の検討等を行うこと

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用

（略）
また、IT システムの的確な運用により、大量の取引の中から、異常な取引

を自動的かつ迅速に検知することや、その前提となるシナリオや敷居値をリ
スクに応じて柔軟に設定、変更等することが可能となるなど、リスク管理の
改善が図られる可能性がある。

（略）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を検

討し、システム対応については、後記②から⑤の事項を実施すること
② 経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析

し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、IT システムの活用の可能
性を検討すること

③ マネロン・テロ資金供与対策に係る IT システムの導入に当たっては、IT 

システムの設計・運用等が、マネロン・テロ資金供与リスクの動向に的確
に 対応し、自らが行うリスク管理に見合ったものとなっているか検証する

とともに、導入後も定期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ改
善を図 ること

（削除）

（削除）

④ 内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有効性
を検証すること

⑤ 外部委託する場合や共同システムを利用する場合であっても、自らの取
引の特徴やそれに伴うリスク等に ついて分析を行い、必要に応じ、独自
の追加的対応の検討等を行うこと
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リスクの低減：ITシステムの活用②
現行 改正案

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
【先進的な取組み事例】

以下のように、リスク評価やリスク格付の機動的修正・更新等を可能とす
る IT システムの長所を有効に活用し、低減措置の機動性・実効性を高めて
いる事例。

具体的には、リスク評価やリスク格付を担当する部門内に、データ分析の
専門的知見を有する者を配置し、個々の顧客情報や取引情報をリアルタイ
ムに反映するなど、リスク評価やリスク格付の結果を機動的に修正・更新で
きる態勢を構築している。

これらの修正・更新を通じて、検知する異常取引の範囲や数量等を調整
する、振込禁止設定等により一定の取引を制限するなど、マネロン・テロ資
金供与リスクの程度に応じて、低減措置を機動的に変更している。

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
【先進的な取組み事例】

顧客リスク評価を担当する部門内に、データ分析の専門的知見を有する
者を配置し、個々の顧客情報や取引情報をリアルタイムに反映している事
例。

• 「ITシステムの活用」として顧客リスク格付けの明記をやめる。
• 経営陣がマネロン・テロ資金供与対策に係るITシステムの活用の可能性を検討することを明記

（【対応が求められる事項】②）。経営陣においては、マネロン・テロ資金供与対策に係る業務負担を、
所管部署等から報告を受けることなどにより、適宜適切に把握し、ITシステムを活用することで、有

効性の向上及び業務の効率化が図られ、効果的かつ迅速に対応できると判断される場合において
は、ITシステムの活用を検討することが求められている。（PC96~98）

• マネロンガイドラインにおける「経営陣」とは、代表権を有する役員のほか、マネロン・テロ資金供与
対策に責任を有する役員や関係する営業部門・監査部門に責任を有する役員を含み得る概念であ
る。（平成30年２月６日公表時のPC６）

• 「取引モニタリング・フィルタリング」に関する事項を「（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング」に統合。
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リスクの低減：ITシステムの活用①

Ⅱ－２（３）リスクの低減

（ⅵ）IT システムの活用

【対応が求められる事項】①

自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を検討し、システム対応については、後記②から⑤の事項を実施すること

【Ｑ】

業務規模・特性等次第では ITシステムの導入まではしなくて良いという理解で良いでしょうか。また、どのような場合に、IT システムの活用が
求められるのでしょうか。

【Ａ】

ITシステムについては、各金融機関等において、自らの業務規模・特性等に応じて、導入の必要性及び導入すべきITシステムの機能等を検
討することが求められます。他方で、金融機関の業務の実態によっては、ITシステムの積極的活用により適切なリスク管理が強く求められる
場合があります。

例えば、インターネット等を活用した非対面取引が大宗を占める金融機関等や取引量等に鑑みて従業員の手作業のみによって確認すること
が困難である場合は、リスク管理に必要な顧客情報の取得やその情報の質の管理については、そうでない金融機関等と比して、厳格な体制
が求められる可能性がある点に留意する必要があります。こうした事業が急速に拡大しているときには、マネロン・テロ資金供与リスクが経営
戦略を策定した際に想定していたもの以上に拡大している可能性があることについて、 経営陣の慎重な判断が必要となります。

【対応が求められる事項】②

経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、IT システムの活用の可
能性を検討すること

【Ｑ】

「経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、IT システムの活用の
可能性を検討すること」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか。

【Ａ】

経営陣においては、所管部門等から、マネロン・テロ資金供与対策に係る業務負担の報告を受けることなどにより、適宜適切に把握し、IT シ
ステムを活用することで、有効性の向上及び業務の効率化が図られ、効果的かつ迅速に対応できると判断される場合においては、IT システ
ムの活用を検討することが求められています。



150

リスクの低減：ITシステムの活用②

Ⅱ－２（３）（ⅵ）IT システムの活用

【対応が求められる事項】③

マネロン・テロ資金供与対策に係る IT システムの導入に当たっては、IT システムの設計・運用等が、マネ
ロン・テロ資金供与リスクの動向に的確に対応し、

自らが行うリスク管理に見合ったものとなっているか検証するとともに、導入後も定期的に検証し、検証結
果を踏まえて必要に応じ改善を図ること

【Ｑ】

「定期的に検証」とありますが、誰が、どのように実施することを想定しているのでしょうか。

【Ａ】

例えば、第３線の内部監査部門が独立した立場から実施することや外部知見の活用が考えられますが、
定期的な有効性検証の主体については、各金融機関等の組織構造等に応じて、個別具体的に判断する
ことになります。

また、実施方法については、例えば、取引モニタリングシステムにおけるシナリオ・敷居値等について、誤
検知率や誤検知の内容等も踏まえた上で、各金融機関等の業務やリスクの特性を的確に捉えているかを
検証することが考えられます。いずれにしても、IT システムの有効性の検証については、各金融機関等の
規模や特性等に応じて、個別具体的に判断する必要があります。
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リスクの低減：ITシステムの活用③

Ⅱ－２（３）（ⅵ）IT システムの活用

【対応が求められる事項】④

内部・外部監査等（Q1）の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有効性を検証すること（Q2）

【Ｑ１】

独立した検証は、内部・外部監査の両方を実施することではなく、どちらかを実施するという理解で良いでしょうか。

【Ａ】

内部監査と外部監査のいずれか一方を実施するべきか、あるいはその双方を実施するべきかについては、各金融機関等の内部
監査の位置付け、組織構造、各金融機関等のリスクの状況、内部監査の能力、検証課題等に応じて、個別具体的に判断されるこ
とになります。また、外部専門家等の知見を活用することもあり、その際、マネロン・テロ資金供与リスクはその発生形態やリスクの
増加等の変化が激しいことから、必要に応じて外部の知見を活用することが有効であることを考慮する必要があります。

【Ｑ２】

内部・外部監査等による IT システムの有効性の検証ポイントとして、具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。

【Ａ】

例えば、取引モニタリングシステムにおけるシナリオ・敷居値等が、各金融機関等の業務やリスクの特性を的確に捉えているか、
当該システムで検知された事項が的確に営業部門や管理部門等におけるモニタリングのプロセスに組み込まれているか、取引フィ
ルタリングシステムが、入力された人名や地名のスペルに慣用的な違いがあったとしても適切に検知できる設定になっているかな
ど、様々なものが考えられます。

いずれにせよ、IT システムの有効性の検証については、各金融機関等の規模や特性等に応じて、個別具体的に判断する必要が
あります。

【内部・外部監査におけるITシステムの有効性検証のポイント】

• 取引モニタリングシステムにおけるシナリオ・敷居値等が、各金融機関等の業務やリスクの特性を的確に捉えているか

• 当該システムで検知された事項が的確に営業部門や管理部門等におけるモニタリングのプロセスに組み込まれているか

• 取引フィルタリングシステムが、入力された人名や地名のスペルに慣用的な違いがあったとしても適切に検知できる設定に
なっているか
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リスクの低減：ITシステムの活用④

Ⅱ－２（３）（ⅵ）IT システムの活用

【対応が求められる事項】⑤

外部委託する場合や共同システムを利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等について分析を
行い、必要に応じ、独自の追加的対応の検討等を行うこと

【Ｑ】

「自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等について分析」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょう
か。

【Ａ】

IT システムの活用に当たり、外部委託する場合や共同システムを利用する場合に、自らの取引の特徴やリスク等に照ら
して、外部委託することや共同システムを利用することが適切であるか、追加的な対応が必要ではないかという観点から、
金融機関等において検討することを求めているものです。

自らの検討なくして、金融機関等が、自らの規模、ビジネスモデル、顧客層、取引の特徴やリスク等に適合しない IT シス
テムを導入することのないよう、注意喚起する趣旨です。

〇システムの共同化

金融庁はマネー・ローンダリング対策強化のため、ＡＩ（人工知能）を活用して不正送金などを検知するシステムを構築し、
全国の金融機関での導入を検討している。反社会勢力による銀行口座の開設や、犯罪組織の関与が疑われる資金のや
り取りを防ぐことが目的である。早ければ2021年度中に実用化し、取引モニタリングシステム等の導入が遅れている地方
銀行などに利用を促す。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の予算数億円を使い、金融庁が2020年度からＮＥＣや全国銀行協会、
あずさ監査法人と実証実験を進めてきた。2021年３月に報告書をまとめ、2021年度以降、システムの利用料金や運営体
制などの検討を進める。（読売新聞朝刊 2021年２月７日参照）
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リスクの低減：データ管理（データ・ガバナンス）①

（ⅶ）データ管理（データ・ガバナンス）

【対応が求められる事項】①

確認記録・取引記録等について正確に記録するほか、IT システムを有効に活用する前提として、データを
正確に把握・蓄積し、分析可能な形で整理（Q1）するなど、データの適切な管理を行うこと（Q2）

【Ｑ１】

データを「分析可能な形で整理」することに関して、留意すべき事項を教えてください。

【Ａ】

マネロン・テロ資金供与対策に必要な情報を特定した上、特にシステム対応に必要なデータがデータベー
ス化（用途に応じて任意のデータを呼び出すことが可能となっている状態を意味します。）されていることが
求められます。

【Ｑ２】

犯収法における確認記録・取引記録の作成・保存義務を超えて、データベースによる管理が求められてい
るのでしょうか。

【Ａ】

本ガイドラインに記載のとおり、金融機関等においては、関係法令等を遵守して、確認記録・取引記録等を
正確に記録するほか、ITシステムを有効に活用する前提として、データを正確に把握・蓄積し、分析可能な
形で整理するなど、データの適切な管理を行うことを求めるものです。そのため、例えば、顧客数や取引の
数が限定的であり、IT システムを活用する必要がなく、マニュアルで十分管理できる場合等において、確
認記録・取引記録をデータベースで管理することまでを求めるものではありません。
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リスクの低減：データ管理（データ・ガバナンス）②

Ⅱ－２（３）（ⅶ）データ管理（データ・ガバナンス）

【対応が求められる事項】②

IT システムに用いられる顧客情報、確認記録・取引記録等のデータについては、網羅性・正確性の観点
で適切なデータが活用されているかを定期的に検証すること（Q1）（Q2）

【Ｑ１】

「網羅性・正確性の観点で適切なデータが活用されているかを定期的に検証すること」との記載があります
が、「検証」に当たってはどのようなことに留意することが求められるのでしょうか。

【Ａ】

「検証」の具体的手法や留意点については、各金融機関等において、規模や特性、顧客のリスク等に応じ
て、個別具体的に判断されることになります。

例えば、システムと突合するデータの検証に関して、取引モニタリングについては、取引のデータ及び顧客
のデータが正確かつ網羅的であるかを検証することが求められ、取引フィルタリングについては、取引の
データが、それぞれ、正確かつ網羅的であるかを検証することが求められます。

また、データを活用する前提として、取引モニタリングについてはシナリオが適切であるか、取引フィルタリ
ングについては、リスト自体が最新かつ適切であるか、という観点の検証も求められます。

【Ｑ２】

「IT システムに用いられる顧客情報（中略）適切なデータが活用されているかを定期的に検証すること」に
ついて、検証は誰が行うことを想定しているか教えてください。

【Ａ】

定期的な検証の主体については、コンプライアンス部門やリスク管理部門等が中心となって第２線の関係
部門が行う検証や、内部監査部門が第３線として独立した立場から行う検証等が考えられ、各金融機関等
の規模や組織構造等に応じて、個別具体的に判断されることとなります。
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リスクの低減：データ管理（データ・ガバナンス）③

Ⅱ－２（３）（ⅶ）データ管理（データ・ガバナンス）

【対応が求められる事項】③

確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能な、以下を含む情報を把握・蓄積し、これらを分析可能な形で整理
するなど適切な管理を行い、必要に応じて当局等に提出できる態勢（Q1）として

おくこと

イ. 疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳）

ロ. 内部監査や研修等（関係する資格（Q2）の取得状況を含む。）の実施状況

ハ. マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、必要に応じた経営陣の議論の状況

【Ｑ１】

「以下を含む情報を把握・蓄積し、（中略）必要に応じて当局等に提出できる態勢」とありますが、どのような情報及びどの程度の期間での提出を想定しているか
教えてください。

【Ａ】

把握・蓄積する情報については、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能なものであり、本ガイドラインⅡ－２（３）（ⅶ）【対応が求められる
事項】③イ～ハに定める情報のほか、例えば、電信送金における送金人情報（個人の場合は氏名・住所・生年月日及び口座番号又は取引識別番号、法人の場合
は名称、所在地及び口座番号又は取引識別番号等）や、疑わしい取引の検知から届出までの期間と判断から届出までの期間、検知したものの疑わしい取引に
該当しないと判断した取引情報等が考えられます。これは、各金融機関等の定期及び随時のリスク評価に利用されることが想定される情報であり、必要に応じて
速やかに当局等に提出が可能である態勢を想定しています。

【把握・蓄積し、当局に提出できる態勢を整備する必要がある情報】

• 疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳）

• 内部監査や研修等（関係する資格（Q2）の取得状況を含む。）の実施状況

• マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、必要に応じた経営陣の議論の状況

• 電信送金における送金人情報（個人の場合は氏名・住所・生年月日及び口座番号又は取引識別番号、法人の場合は名称、所在地及び口座番号又は取引識
別番号等）

• 疑わしい取引の検知から届出までの期間と判断から届出までの期間

• 検知したものの疑わしい取引に該当しないと判断した取引情報

【Ｑ２】

「関係する資格」とはどのようなものを想定しているのでしょうか。外部団体が付与する資格に限定されず、社内で実施する試験に関する社内資格も含まれるので
しょうか。

【Ａ】

「関係する資格の取得状況」における「関係する資格」とは、一般的には、外部団体や業界団体が付与する資格のほか、社内で取得が慫慂されている社内資格
等も含まれ得るものと考えます。
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反社関連の第４次FATF対日審査報告書の指摘
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反社関連の第４次FATF対日審査報告書の指摘

顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存要件
361.取引関係の構築に当たって、潜在的な顧客が、制裁及び反社リストに該当する場

合や必要な情報が不足している場合には、金融機関により取引が謝絶される。金融
機関は、日本における他の事業者と同じく、暴力団・反社会的勢力関係者との関係
を排除しなければならない（IO.1参照）。金融機関がアクセス可能な、固有かつ公
式の（暴力団）リストは存在しない。基本的に、金融機関は、自らの情報と警察庁
や都道府県警察を含むその他の情報源、サービス提供会社からのデータに基づいて
作成した独自のリストを有している。当該リストは、金融機関により継続的に更新
されることが必要であり、その正確性や確度の確保については課題がある。

362.既存顧客が反社リストに該当した場合、又は、既存顧客が暴力団員である、もし
くは、暴力団員に関連していると疑われる場合、口座の活動は厳格な調査と管理に
より取引に制限が加えられる。組織犯罪に関連する口座解約の手続には、長期間を
要するようである。

DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）
373. DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）は基本的な資金洗浄・テロ資金供与

対策を講じ、主に顧客の特定と正式な身元確認書類による本人確認を行っている。
DNFBPsでは、顧客が暴力団関係者でないことを優先的に確認している。中には独自
の内部リストを持つものもあるが、そのほとんどはたとえば、全国団体と提携して
いる暴力追放運動センターなど外部情報を参照している。DNFBPsでは、上記のよう
な金融機関と異なり、暴力団関係者の疑いがある場合には、警察庁や県警に最終的
な確認を依頼していないと考えられる。
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反社情報の入手先

１． 全銀協提供情報
２． 日経テレコン（有料）を通じた新聞情報
３． 対象会社の会社案内、対象会社ウェブサイトの会社概要
４． 商業・法人登記情報
５． インターネット情報（経済情報、SNSのプロフィール・友達リスト）
６． 民間信用調査会社の信用調査情報
７． 有価証券報告書等の開示文書
８． 宅地建物取引業者登録申請書・建設業者許可申請書
９． 捜査事項照会などの警察情報
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一般社団法人全国銀行協会（「全銀協」）は、会員銀行に対して、平成22年４月か
ら反社会的勢力の属性情報の提供を、同23年４月から反社会的勢力の行為情報

の提供を開始している。属性情報については、過去５年度にわたる新聞・官報など
に掲載された公知情報を、当時の幹事銀行から提供を受け、同22年４月以降は、

全銀協自身がこうした公知情報の収集を行ったうえで、１回あたり数十件程度の情
報を会員銀行に毎月２回提供している。情報の内容は、個人については、暴力団
などとの関係が疑われる個人の氏名や生年月日、住所である。企業については社
名や代表者名、所在地などである。

行為情報の提供は、各会員銀行が自行のデータベースに登録された不当要求行
為に関する情報を全銀協に提供し、全銀協が集約したうえで会員銀行にフィード
バックする仕組みである。対象となる不当要求行為は全銀協の暴排条項の参考
例の行為要件として列挙された行為（「暴力的な要求行為」「法的な責任を超えた
不当な要求行為」など）に限定され、たんなるクレーマーなどは除外されている。行
為情報の情報項目は、顧客の氏名、生年月日、住所、不当要求行為の内容、介
在した他者に係る情報（氏名、生年月日、住所等）であり、情報を提供した銀行名
は含まれていない。もっとも、個人情報の問題等を懸念して、実際に行為情報の提
供をしている金融機関は通常しないようである。

全銀協が情報提供する反社情報
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大手金融機関においては、反社情報が「メタボ化」していることから、反社情報の「不芳な属性の程度」「精
度」と「鮮度」を重視する。

「不芳な属性の程度」
①暴力団・総会屋➡不芳な属性の程度が高い
②暴力団員と一緒に逮捕➡共生者か？不芳な属性の程度は暴力団員より低くなる。
③暴力団員の配偶者➡自ら選んで配偶者となっているので不芳な属性の程度高い
④暴力団員の子ども➡親は選べないので直ちに排除対象とはしないが口座など利用されていないか

モニタリング。

「精度」・・・
①新聞情報（日経テレコン・全銀協提供情報等を含む）
②警察提供情報（捜査事項照会など含む）
③登記情報などの公的データ

は「精度」が高い。これに対して、
④インターネット上の風評情報

は「精度」が低い。

「鮮度」・・本人が暴力団等の不芳な属性があり、それが新聞の逮捕情報や警察の逮捕情報で疎明ができ、
それが期間が10年～15年以内のもの
＊元暴力団５年では不十分。５年で表舞台にでなくても、７年、８年で表舞台にでる場合ある。契約自由の原
則の下、権利の濫用にあたらないのは、経済事犯の最高刑期が１０年であるので数年のバッファーを設ける。
どういう範囲でコンサバティブに見ていくのか。実務上の経験に基づくもの。社会情勢の変化、人権への意
識の高まり、暴力団排除への意識の高まりで長くも短くもなり得る。

①新聞情報でも20年前の総会屋として新聞情報は「鮮度」が低い。

「精度」「鮮度」の高い情報を確認するだけでなく、警察に「現活性」を確認する。
「不芳な属性」「精度」「鮮度」が高く「現活性」が確認できた場合は暴排条項等（契約締結時は契約自由の原
則）により排除対象。いずれかが低い場合は個別判断の上モニタリング対象。

反社情報の「不芳な属性の程度」「精度」「鮮度」「現活性の確認」


