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FATF第４次対日相互審査報告書に基づく金融機関等に求められる対応 

（2021年９月 21日版） 

  

 本書面は、FATF（Financial Action Task Forces：金融活動作業部会）が 2021年８月 30

日に公表した第４次対日相互審査報告書に基づき、金融機関等に求められる対応について

分析したものです。 

 

執筆者：渡邉雅之 

＊ 本ニュースレターに関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。 

弁護士法人三宅法律事務所 

弁護士渡邉雅之 

TEL 03-5288-1021 

FAX 03-5288-1025 

Email m-watanabe@miyake.gr.jp 

 

FATF第４次対日相互審査報告書（2021年８月 30日） 

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 
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第１．FATF第４次対日相互審査報告書の概要 

 

１．FATFとは 

 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つの国際機関である。 

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） 

 

 ＦＡＴＦの主な活動内容は以下のとおりである。 

 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  

 

２．わが国のマネー・ローンダリング対策の歴史 

 平成２年４月に公表されたＦＡＴＦの「40 の勧告」に対応して、同年６月に大蔵省銀行

局長等が、顧客の本人確認義務等に関する通達を発出した。また、平成４年７月には、「国

際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び

向精神薬取締法等の特例等に関する法律」（いわゆる麻薬特例法）が施行され、①薬物犯罪

収益に関するマネー・ローンダリング行為が犯罪化され、②薬物犯罪に関する「疑わしい取

引の届出制度」が創設された。 

 平成 12年２月には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（以下「組

織的犯罪処罰法」）が施行された。同法に基づき、①疑わしい取引の届出の対象となる犯罪

は薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大され、②日本版ＦＩＵとして金融監督庁内に特定金

融情報室が設置された。 

 平成 13年 10月のＦＡＴＦの「８の特別勧告」（平成 16年より「９の特別勧告」） を受け
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て、平成 14年７月に、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法

律」（以下「テロ資金供与処罰法」）及び組織的犯罪処罰法の改正法が施行され、疑わしい取

引の届出の前提犯罪にテロ資金供与罪が追加された。また、平成 15年１月には、「金融機関

等による顧客等の本人確認等に関する法律」（以下「本人確認法」）が施行され、銀行などの

金融機関等に対し、顧客等の本人確認及び本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務付け

られた。 

 平成 15 年６月のＦＡＴＦの「40 の勧告」の再改訂を受けて、平成 20 年３月には、本人

確認法が廃止され、「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」（以下「犯収法」）が全面

施行された。①顧客等の本人確認、本人確認記録・取引記録等の作成・保存を行う「特定事

業者」がファイナンス・リース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・

貴金属等取扱業者などの非金融業者や税理士、司法書士のような一定の士業者に対しても

拡大され、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、一定の非金融業

者や士業者にも適用されることになった。 

 平成 20 年 10 月には、ＦＡＴＦの第三次対日相互審査報告書において、犯収法上の特定

事業者の顧客管理をはじめとするマネー・ローンダリング対策・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Ｐ

Ｃ （一部履行）との厳しい評価を受けた。 

 これを受けて、犯収法の改正法が平成 25年４月に施行され、取引時確認事項として、従

前からの本人特定事項の確認に加えて、「取引を行う目的」、「（自然人の）職業・（法人の）

事業内容」、「法人の実質的支配者の有無・本人特定事項」の確認が必要となった。また、法

人取引や代理人取引については、取引担当者が顧客等のために特定取引等の任に当たって

いると認められる事由の確認が必要となった。さらに、一定の高リスク取引については、取

引時確認の方法が厳格にされると共に、200万円を超える財産の移転を伴う場合は資産及び

収入の状況の確認が必要となった。 

 しかしながら、平成 26 年（2014 年）６月のＦＡＴＦの総会においては、「ＦＡＴＦは日

本に対してマネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に関する十分な立法をする

ことを要請する」との声明が出され、日本の顧客管理その他の措置について重大な懸念が表

明された。 

 また、ＦＡＴＦは、2012年２月 17日に、従来のマネー・ローンダリング対策に関する「40

の勧告」とテロ資金供与対策に関する「９の特別勧告」を統合し、双方の対策をカバーする

第４次勧告（新たな「40の勧告」）を採択した。新たな勧告においては、取引のリスクを特

定・評価し、そのリスクの程度に応じた対策をとるリスクベース・アプローチの強化など、

強化されたマネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策を打ち出された。 

 これらを受けて、2016年（平成 28年）10月に、犯収法の再改正が施行され、取引時確認

等の措置が厳格化された。 

 金融庁は、ＦＡＴＦの第４次対日相互審査に先立ち、2018 年（平成 30 年）２月６日に、
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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関するガイドライン」（以下「マネロン

ガイドライン」という。）を制定し、適用を開始した。マネロンガイドラインは、①マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与対策がわが国及び国際社会にとって喫緊の課題となって

いること、及び②2019 年のＦＡＴＦの第４次対日相互審査を控えた状況にあって、リスク

ベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与防止対策の導入が必要であるところ、犯

収法に基づくリスクベース・アプローチでは不十分であること等に基づくものである。 

 

３．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 

  ※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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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 日に米国

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。 

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

2011年４月 改正犯収法成立（⇒2013 年４

月に施行）。 
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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 

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 対日第４次相互審

査報告書 

2021年２月 改定マネロンガイドライン 
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４．ＦＡＴＦの新 40 勧告 

 FATFは、2012年２月 16日に「40の勧告」及び「９の特別勧告」を統合し、新たな 40の

勧告を公表した。改訂のポイントは以下のとおりである。 

（１）従前の「40の勧告」及び「９の特別勧告」を統合 

・ マネロン対策（40 の勧告）とテロ資金供与対策（９の特別勧告）は密接に関係するた

め、これらの現行勧告を統合し、双方の対策をカバーする 40の勧告とした。 

（２）リスク・ベース・アプローチの強化 

・ リスク・ベース・アプローチのコンセプトを明確にするとともに、マネロン・テロ資金

供与関連のリスク評価をより幅広く行い、高リスク分野では厳格な措置を求める一方、

低リスク分野では簡便な措置の採用を認めることで、より効率的対応を求めることと

した。 

（３）法人・信託、電信送金システムに関する透明性の向上 

・ 犯罪者やテロリストによる悪用を防止するために、法人や信託の実質所有者/支配者に

関する情報、電信送金を行う際に必要な情報等について基準を厳格化し、これらの透明

性を高めることとした。 

（４）マネロン・テロ資金供与対策のための当局の機能及び国際協力体制の強化 

・ 国内において、マネロン・テロ資金供与対策に責任を持つ法執行機関及び FIU（金融情

報機関）の役割と機能を明確にし、より幅広い捜査手法や権限を求めることとした。 

・ グローバルなマネロン・テロ資金供与の脅威拡大に対応するため、捜査当局等に求める

国際協力の範囲を拡充した。 

（５）新たな脅威への対応 

・ 腐敗行為防止の観点から、PEPs（重要な公的地位を有する者：Politically Exposed 

Persons）の定義を拡大し、外国人 PEPsだけでなく国内 PEPs等に関しても、金融機関

等による厳格な顧客管理を求めることとした。 

・ 第三次相互審査を通じて、税犯罪とマネロンが密接に関係していることが明らかにな

ったため、税犯罪により生じた収益を資金洗浄する行為をマネロン罪の対象とするこ

とを求めることとした。 

・ 国連安保理決議の要請に沿って、大量破壊兵器の拡散に関与する者に対し、金融制裁を

実施することを新たに勧告化した。 
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２．FATF第４次勧告の具体的な内容 

（１）FATFの第４次勧告 

  FATF の第４次勧告の項目は以下のとおりである。このうち、金融機関の予防措置に関

連するのは勧告９から勧告 21までである。 

 このほか、金融機関としては、勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）、勧告

８（非営利団体（NPO）の悪用防止）、勧告 25（法人の実質的支配者）、勧告 26（法的取極の

実質的支配者）等についても留意する必要がある。 

 「DNFBPs」とは、Designated non-financial Businesses and Professions（指定非金融

機関および職業専門家）の略であり、FATF 勧告の対象である非金融機関（クレジットカー

ド会社、ファイナンスリース会社、宅建業者、宝石・貴金属業者等）および職業専門家（弁

護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等）のことである。 

 

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 21 内報禁止及び届出者の保護義務 

2 国内関係当局間の協力 22 DNFBPにおける顧客管理 

3 資金洗浄の犯罪化 23 DNFBPによる疑わしい取引の報告義務 

4 犯罪収益の没収・保全措置 24 法人の実質的所有者 

5 テロ資金供与の犯罪化 25 法的取極の実質的所有者 

6 テロリストの資産凍結 26 金融機関に対する監督義務 

7 大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁 27 監督当局の権限の確保 

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 28 DNFBPに対する監督義務 

9 金融機関秘密法が勧告実施の障害となることの

防止 

29 
FIUの設置義務 

10 顧客管理 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査 

11 本人確認・取引記録の保存記録 31 捜査関係等資料の入手義務 

12 PEP（重要な公的地位を有する者） 32 キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）への対応 

13 コルレス銀行業務 33 包括的統計の整備 

14 送金サービス提供者の規制 34 ガイドラインの策定義務 

15 新技術の悪用防止 35 義務の不履行に対する制裁措置 

16 電信送金（送金人・受取人情報の通知義務） 36 国連諸文書の批准 

17 顧客管理措置の第三者依存 37 法律上の相互援助、国際協力 

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 

38 
法律上の相互援助：凍結及び没収 

19 勧告履行に問題がある国・地域への対応 39 犯人引渡 

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 

40 
国際協力（外国当局との情報交換） 
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（２）FATF勧告に対応する国内法 

 各 FATF勧告に対応する国内法は以下のとおりである。 

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。 

 

（３）金融機関の予防措置に係る FATF勧告（９～２１）と犯収法の対応関係 

金融機関の予防措置に係る FATF勧告（９～21）と犯収法の対応関係は以下のとおりであ

る。 

 

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 

※顧客管理と比べ狭い定義 

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） 
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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※努力義務に留まる 

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※努力義務に留まる 

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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５．FATF第４次相互審査 

 FATFの第４次相互審査は、2012年２月に改訂された 40の勧告と 2013 年２月に公表され

た「勧告の遵守及び AML／CFTシステムの実効性の審査のためのメソドロジー」に基づいて

行われる。 

 FATF の第３次相互審査においては、その国のマネロン・テロ資金供与対策に関する法令

が FATF勧告の基準を満たすかについてのみ審査（法令等整備状況の審査）していたが、第

４次相互審査では、「法令等整備状況の審査」（TC: Technical Compliance）に加えて、そ

の国の法令や金融機関の態勢がマネロン・テロ資金供与の防止のため実効性があるかどう

かの「有効性の審査」（IO：Immediate Outcome）も行われる。 

  

【法令等整備状況の審査項目】 

〇予防的措置 

 勧告９（金融機関の守秘義務との関係） 

 勧告 10（顧客管理） 

 勧告 11（記録の保存） 

 勧告 12（重要な公的地位を有する者） 

 勧告 13（コルレス取引） 

 勧告 14（資金移動業者） 

 勧告 15（新しい技術） 

 勧告 16（電信送金） 

 勧告 17（第三者への依存） 

 勧告 18（内部管理、外国の支店及び子会社） 

 勧告 19（リスクの高い国） 

 勧告 20（疑わしい取引の届出） 

 勧告 21（内報及び秘匿性） 

 勧告 22（指定非金融事業者及び職業専門家（ＤＮＦＢＰｓ）） 

 勧告 23（ＤＮＦＢＰｓ：その他の措置） 

〇法人及び法的取極めの透明性・真の受益者 

 勧告 24（法人の透明性及び真の受益者） 

 勧告 25（法的取極めの透明性・真の受益者） 

〇当局の権限及び責任・その他の制度的措置 

 勧告 26（金融機関の規制及び勧告） 

 勧告 27（監督機関の権限） 

 勧告 28（ＤＮＦＢＰｓの規制及び監督） 

 その他勧告 29～35 

〇資金洗浄及びテロ資金供与対策及び協力 
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 勧告１～２ 

〇資金洗浄及び没収 

 勧告３～４ 

〇テロ資金供与及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与 

 勧告５～８ 

〇国際協力 

 勧告 36～40 

 

 「有効性の審査」（IO）のうち、金融機関に特に関連するのは、IO3（監督当局による、リ

スクに即したＡＭＬ／ＣＦＴに関する規制等の遵守に関する金融機関の監督状況）、IO4（金

融機関によるリスクに即した十分なＡＭＬ／ＣＦＴ措置及び疑わしい取引の届出）である。 

 有効性審査は「法令等整備状況の審査」（TC）と同じくらい重要である。一般的に、ＴＣ

の評価が低ければ基本的には有効性も低い評価になる。例外的に、ＴＣの評価が低くても一

定程度の有効性ありの評価が可能であるが、この場合、正当化の理由を説明する必要がある。 

 正当化の理由の例としては、「マネロン・テロ資金供与のリスク自体が低いこと」、「その

他の構造的、重要性または文脈的要素」、「当該国の法や制度の特別性、ＦＡＴＦ勧告にない

代替手段の存在」などがあげられる。 

 

〇有効性の審査（IO） 

１．リスクの理解 

マネロン・テロ資金供与のリスクが理解され、適切な場合、マネロン・テロ資金供与およ

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・法的取極がマネロン・テロ資金供与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マネロン・テロ資金供与の犯罪捜査に権限ある
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当局によって適切に利用されている。 

７．マネー・ローンダリングの捜査・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．テロ資金供与の捜査・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。 

 

 金融機関に対しては、メソドロジーの IO4 として列挙されている以下の事項が質問の中

心となってくる。 

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義務をどの程度果たしているか。 

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。 

主要な問題に関する結論を裏付ける情報の例 
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業界の規模、構成、構造に関する情報 

（例） 

・貴社の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。） 

・貴社の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（経済産業省・金融庁）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（※経済産業省・金融庁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 

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ますか？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。 
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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。 

 

 「法令等整備状況」（TC）については、40 の勧告が法令の法的拘束力のある形で実現され

ていることについて審査の対象となる。勧告と同じような文言で記述されていることを審

査では重視される。評価のレーティングは「良好（compliant）」、「おおむね良好（Largely 

compliant）」、「一部履行（partially compliant）」、「不履行（non-compliant）」、「不適用（not 

applicable）」とされる。 

「有効性」（IO）については、11の Immediate Outcome（IO：直接的効果）というＡＭＬ／

ＣＦＴシステムの達成すべき重要な目標について、High Level（ほぼ達成）・Substantial 

Level（おおむね達成）・Moderate Level（一定程度達成）・Low Level（未達成・ほとんど達

成されず）の４段階で評価される。 
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〇「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） 

 重点フォローアップ（Enhanced Follow-up）が行われるのは、以下の４つのいずれかの場

合である。 

 

（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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６．諸外国の FATF第４次相互審査の結果 

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（2021年８月） 

➡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 

 

①「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

ォローアップ評価される。 

②「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

報告が必要となる。 

③「観察対象国」は、１年間の観察期間となり、不備事項が再審査される。対応がなされな

い場合は国名が公表される（グレイリスト）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、FATF がマネロン・テロ資金供与におけるブラックリスト国・グレイリスト国とし

ているのは以下の国・地域である。  

相互審査 

通常フォローアップ 

（相互審査報告後３年後 

にフォローアップ報告） 

重点フォローアップ 

（フォローアップ評価の前

に３回フォローアップ報告） 

５年後にフォロ

ーアップ評価 
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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 

 

７．FATF第４次対日相互審査報告書における結果の全体像 

（１）日本に対する審査結果 

日本に対しては、オンサイト審査は 2019年 10月～11月に行われ、翌 2020年６月の総会

において報告がなされ、同年８月頃に公表される予定であったが、新型コロナウィルスの影

響で 2021年に延期され、2021年６月の FATFの総会で審査がなされ、８月 30日に報告書が

公表された。 

 ６月の FATFの報告書では以下の内容が示されていた。 

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る。

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る。 

 

 2021年８月 30日に公表された FATFの第４次対日相互審査報告書では、「法令等整備状況

の審査」において、１の NC（不履行：勧告８）、10の PC（一部履行：勧告２、５、６、７、

22、23、24、25、28）が認められた。８以上（10）の PCがあること、また、重要勧告であ

る勧告５（テロ資金供与の犯罪化）について PCの評価があることから、法令等整備状況の

観点から「重点フォローアップ」の対象となった。 

 また、「有効性の審査」においては、11の IOのうち、７以上の IO（８の IO）について ME

（中レベル）の評価を受けたので、有効性の観点からも「重点フォローアップ」の対象とな

った。 

 以上のとおり、日本は、「法令等整備状況」「有効性」のいずれの観点からも、「重点フォ

ローアップ」の対象となった。 

（２）法令等整備状況の審査結果 
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 法令等整備状況の審査結果は以下のとおりである。 

 金融機関の予防措置との関係では、勧告 12（PEP（重要な公的地位を有する者））につい

て PC（一部履行）の評価を受けたほか、勧告 10（顧客管理）を始め、「LC」（概ね履行）の

評価（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）および勧告 21（内報

禁止及び届出者の保護義務）は「C」（履行）の評価）を受けた。 

 もっとも、金融機関の取引時確認に関連する勧告 24（法人の実質的所有者）、勧告 25（法

的取極の実質的所有者）については「PC」（一部履行）の評価である。 

 DNFBP（非金融機関および職業専門家）については、勧告 23（DNFBP における顧客管理）

および勧告 24（DNFBPによる疑わしい取引の報告義務）ともに「PC」（一部履行）の評価で

ある。 

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 21 内報禁止及び届出者の保護義務 C 

2 国内関係当局間の協力 PC 22 DNFBP における顧客管理 PC 

3 資金洗浄の犯罪化 LC 23 DNFBP による疑わしい取引の報告義務 PC 

4 犯罪収益の没収・保全措置 LC 24 法人の実質的所有者 PC 

5 テロ資金供与の犯罪化 PC 25 法的取極の実質的所有者 PC 

6 テロリストの資産凍結 PC 26 金融機関に対する監督義務 LC 

7 大量破壊兵器の拡散に関与する者

への金融制裁 
PC 27 監督当局の権限の確保 LC 

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 NC 28 DNFBP に対する監督義務 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 29 FIUの設置義務 C 

10 顧客管理 LC 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査 C 

11 本人確認・取引記録の保存記録 LC 31 捜査関係等資料の入手義務 LC 

12 PEP（重要な公的地位を有する

者） 
PC 32 

キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）への

対応 
LC 

13 コルレス銀行業務 LC 33 包括的統計の整備 LC 

14 送金サービス提供者の規制 LC 34 ガイドラインの策定義務 LC 

15 新技術の悪用防止 LC 35 義務の不履行に対する制裁措置 LC 

16 電信送金（送金人・受取人情報の

通知義務） 
LC 36 国連諸文書の批准 LC 

17 顧客管理措置の第三者依存 NA 37 法律上の相互援助、国際協力 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 38 法律上の相互援助：凍結及び没収 LC 

19 勧告履行に問題がある国・地域へ

の対応 
LC 39 犯人引渡 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 40 国際協力（外国当局との情報交換） LC 
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（３）有効性の審査結果 

 日本は、金融機関にとって重要な IO3（金融機関・DNFBPの監督）、IO4（金融機関・DNFBP

の予防措置）を含めた８つの IOについて ME（中レベル：下から２つ目）の低い評価を受け

「重点フォローアップ」の対象となっている。 

 

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 

 

８．審査団が結論付けたマネロン・テロ資金供与リスクに応じた分野ごとの義務付けの重

要性 

 FATF の第４次対日相互審査報告書では、以下のとおり、マネロン・テロ資金供与リスク

に応じた分野ごとの義務付けの重要性を示している。 

 

最も重要 

銀行（信用金庫、信用組合等含む預金取扱金融機関） 

（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。 
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重要 

〇暗号資産交換業者 

（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。 

 

〇資金移動業者、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。 

 

〇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） 

〇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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第２．有効性の審査結果（IO4関連）と金融機関に求められる顧客管理措置 

 以下では、IO.4（金融機関・DNFBPの予防措置）に関連する審査結果のうち、特に「大規

模銀行以外の金融機関」に対する評価を中心に説明する。また、これに関連する金融庁の「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」（以下「金融庁ガイド

ライン」という。）で求められている措置についても説明する。 

 以下、「FATF第４次対日相互審査報告書」のことを「本報告書」という。 

 

１．マネロン・テロ資金供与のリスクの理解 

（１）本報告書の内容 

〇主な評価結果 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。 

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
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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。 

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
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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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点と取り組むべき行動 

 上記を取りまとめると、大規模銀行以外の金融機関については、以下の「問題点」と「取

り組むべき行動」が指摘されていることが分かる。 

ア．問題点 

・ 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。 

・ リスクに基づいた低減措置を適用していない。 

・ 「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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 主に NRA（犯罪収益移転危険度調査書）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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 信用金庫や信用組合などの協働組織金融機関は、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

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。 

 

イ．優先的に取り組むべき課題 
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・ 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。 

・ 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。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 リスクベース・アプローチに基づく「継続的な顧客管理」、「取引モニタリング」、「実質的

支配者情報の収集と保持」はいずれも金融庁ガイドライン（特に 2021年２月の改正後の同

ガイドライン）において求められているものである。金融機関としては、これらの点に重点

を置いて、態勢整備を進める必要がある。 

 また、犯罪収益移転危険度調査書に専ら依拠したリスク評価ではなく、自らの規模・特

性・業務実態等を総合的に考慮し、全ての顧客について画一的ではない顧客リスク評価を

実施する必要がある。 

 また、リスク低減措置も画一的でない「顧客リスク評価」に基づく「リスクに応じたリス

ク低減措置」を講ずる必要がある。 

 信用金庫や信用組合のような協同組織金融機関においても、一定程度の「顧客類型ごとの

リスク評価」はあり得るとしても単なる顧客の本人確認、取引時確認、疑わしい取引の届出

の履行では足りない。 

 なお、金融庁ガイドラインについては、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金融庁ガイドライン（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。 

 

２．リスク低減措置の適用 

（１）本報告書の内容 

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。 

リスク低減措置の適用 

352. 
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・ 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。 

 

（２）FATF第４次対日相互審査報告書で指摘されている問題点 

 上記１の「マネロン・テロ資金供与のリスクの理解」と重なる点も多いが、以下の点が指

摘されている。 

・ 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。 

・ 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 

・ 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 
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・ 顧客管理（CDD）のためのツールを導入し始めた金融機関においても、情報更新手続は

進行手続は途上。 

・ 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

に基づいて設定（➡自社の規模・特性・地域・業務に応じた設定となっていない） 

・ 顧客に関する情報が取引関係の構築の際に取得した基本的な情報から更新されていな

い。 

・ 顧客の取引先・関係会社を顕出し、名寄せしたりグループとしてリスク評価し、取引モ

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ない。 

 

（３）金融機関として取り組むべき事項 

 上記１の「マネロン・テロ資金供与のリスクの理解」と重なるところも多いが、金融庁ガ

イドラインにも記載されている以下の事項を実践していくことが重要である。 

・ 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、リスク

に応じたリスク低減措置・顧客管理が必要となる。 

・ 顧客管理については、新規顧客だけでなく、既存顧客の情報更新が必要。機動的な顧客

情報の確認に加え、定期的な確認も確認の頻度を顧客のリスクに応じて変え、その顧客

情報を踏まえて、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お

ことが必要となる。 

・ グループ内でリスク評価を共有したり、グループ全体としてのリスク評価・モニタリン

グをする仕組みを検討する必要がある。 

 

３．テロ資金供与リスクの理解 

（１）本報告書の内容 

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。 

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
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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）。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 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。 

・ 近接性以外の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。 

・ 大規模銀行は、リスク評価に海外送金の頻度、金額などに関する外国顧客の海外送金に

関する慣行などいくつかの特定の要因・指標を追加している。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 本報告書では、「49.日本は、1990 年代半ばにオウム真理教による重大なテロの脅威を経

験したものの、現在、多くの国と比較して国内テロの脅威は低い。」、「248.日本は他の法域

と比較して、テロのリスクが低い。」として、日本は他の法域と比べてテロのリスクが低い

ことを認めている。 

 この点、本報告書の「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」との指摘は注目される。 

 実際、令和２年犯罪収益移転危険度調査書 123頁においては、「テロ資金の提供先として、

イラク、シリア、ソマリア等が挙げられるほか、それらの国へ直接送金せずに、トルコ等の

周辺国を中継する例があること」と記載されている。 

 また、金融庁ガイドラインにおいても「リスクの特定」の「対応が求められる事項」とし

て、「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」（金融庁ガイドライン II-2（１）【対応が求められる事項】③）が掲げられて

いるところである。「間接の取引」とは、制裁対象国等ハイリスク国の周辺国・地域と取引

を行う場合や、顧客が行う商取引行為が制裁対象国等ハイリスク国・地域に関連している場

合のほか、例えば、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと評価される国・地域に向けた取

引が、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと評価されていない国・地域を経由して行われ

る場合等のことである（FAQ 23頁 Q1）。 

 実際、北朝鮮に国境を接している中国の東北３省との取引に留意することとしている金

融機関も多い。 

 本報告書の指摘を踏まえれば、制裁対象国等のハイリスク国との近接性にのみ注目する

のではなく、既に大手銀行や一部の地域金融機関でも取り組んでいるように、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する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することが必要かもしれない。 
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 また、委託先金融機関として、コルレス先や委託元金融機関の顧客について、詳細な顧客

情報を持ち合わせておらず、コルレス先や委託元金融機関等に求められるものと同等の顧

客管理は困難であるものの、継続的な取引関係の中で、一定の取引パターン、例えば、制裁

対象国周辺地域などに頻繁に送金等を実施している場合や、リスクの高い取引の割合が多

い場合等において、該当する取引を検知し、コルレス先や委託元金融機関等に対して、厳格

な顧客管理措置の一環として、取引目的や営業実態等を確認させることや、自らの顧客でな

い委託元顧客の取引であっても、取引モニタリングシステムの対象とし、システム的に疑わ

しい取引に該当する可能性のある取引を検知することなど、コルレス先や委託元金融機関

等を通じた厳格な顧客管理措置を実施する必要性について検討することも必要となる（FAQ 

98頁）。 

 また、「輸送経路」については、例えば、制裁対象国の瀬取りに利用されることがないか

といった観点等から、必要な事項を考慮する必要があるが、少なくとも、出港地、寄港地、

中継地は確認する必要がある。また、輸送経路を確認する中で、制裁対象国の付近を通過す

る場合には、制裁対象国が関与する取引でないかという観点から、制裁内容を確認し、制裁

対象国・地域を通過していないかなどについても確認する必要がある場合もあり得る。（FAQ 

101頁 Q1）。 

 

４．金融庁ガイドラインのレベルの引上げ 

（１）本報告書の内容 

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。 
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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）。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 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。 

・ しかしながら、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。 

・ 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。 

・ 「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。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 2021 年２月に改正された金融庁ガイドラインにおいては、「リスクに応じた」「リスクの

特定」、「リスクの評価」「リスクの低減措置」を求めるように改められている。したがって、

本報告書において FATFが求める「リスクに応じた効果的な AML/CFTシステム」の確保は満

たしているものと考えられる。 

 ただし、３メガバンクグループについては、「3メガバンク向けの AML/CFTベンチマーク」

に記載されている事項が、上乗せ措置として金融庁ガイドラインに追加されることになる

だろう。 

 「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（金融庁・2019年９月）に

よれば、具体的には以下の事項が求められている。 

① 新規及び既存顧客へのリスク評価と顧客情報の更新 

商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等のマネロン・テロ資金供与リスク

の評価の結果を総合して、全ての新規・既存顧客のリスク評価を実施すること、及びそ

のリスクに応じた優先順位に基づいた顧客情報（実質的支配者の情報を含む。）の確認

等による実態把握と顧客情報の更新が求められる。 

３メガバンクにおいては、現在、その手続や体制・システム等を整備して、顧客情報

の更新を進めている。 

② 継続的な顧客管理 

顧客のリスク評価に応じて、顧客情報の確認の頻度及び深度（信頼に足る証跡の確認

を含む。）を定めるとともに、各顧客のリスクが高まったと想定される事象が発生した
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ことを適時に検知可能な態勢を整備した上で、これらにより確認した情報等を踏まえ、

顧客のリスク評価を見直すことが求められる。 

特に、非営業性個人の生活口座等、リスクが低いと評価した顧客における顧客情報の

確認・リスク評価の見直しについては、その口座数も多いことから、実行可能性も踏ま

え、その手法や頻度を検討するとともに、顧客のリスク評価に影響する変化を適切に把

握する態勢を整備する必要がある。３メガバンクにおいては、現在、これらに対応する

ための態勢の検討・整備を進めている。 

③ 外為事務受託先の管理 

３メガバンクは、多数の海外拠点やコルレス契約網を通じて、国際金融システムに接

続しており、海外の銀行とコルレス契約を有していない地域金融機関等から海外送金等

の委託を受けている。なお、海外銀行とコルレス契約を締結している地域金融機関等で

も、通貨の種類や仕向送金先によっては、外為送金取引の一部を３メガバンクに委託し

ている事例が見られる。 

このような委託元の地域金融機関等において、管理態勢の向上を図ることは当然であ

るが、３メガバンクにおいても、外為事務受託に係るリスクを認識した上で、委託元で

ある地域金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢等について、モニ

タリングするとともに（ガイドラインⅡ－２（４）【対応が求められる事項】⑤）、委

託を受けた個々の取引についてもシステム等によるモニタリングを強化することが求め

られる。なお、委託元である地域金融機関等の管理態勢を評価するに当たっては、国際

団体が公表している質問票に対する回答等も参考になると考えられる。 

３メガバンクにおいては、現在、委託元である地域金融機関等の管理態勢について、

そのリスクに応じて、モニタリングを行うほか、研修やアウトリーチ等を通じて態勢の

整備を支援している。また、個々の取引へのモニタリングについては、委託元である地

域金融機関等と連携しながら、取引モニタリングシステムも活用し、直接の自行顧客で

ない依頼人・受取人の外為送金取引についても、過去の取引内容や取引履歴を踏まえた

モニタリングの強化を進めている。 

委託元である地域金融機関等における検証 

海外送金等を委託する場合であっても、委託元である地域金融機関等が当該 

送金等を自らのマネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ

の枠組みの下で、リスクの特定・評価・低減措置を着実に実行することが求めら

れる（ガイドラインⅡ－２（４）【対応が求められる事項】⑥）。したがって、

自行顧客からの外為仕向送金の取引受付時及び外為被仕向送金の入金時には、そ

のリスクに応じた低減措置を講ずる必要がある。 

しかし、例えば、以下のように委託元である地域金融機関等において、送金取 

引における低減措置が必ずしも十分でない事例が見られる。  

・ 外為仕向送金に当たって、その内容や理由の確認を十分に行わないまま、取 
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引の当事者である法人の口座でなく、その法人代表者個人の口座への送金を 

許容した事例。  

・ 外為被仕向送金について、その送金目的（生活費）と比較して明らかに高額

な 送金であったにもかかわらず、その内容や理由の確認を十分に行わない

まま、送金受取人口座へ入金した事例。 
 

 

 これらのうち、一部については、以下のとおり、2021 年２月の金融庁ガイドラインの改

正において追加規定されている。 

Ⅱ リスクベース・アプローチ 

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減 

（４）海外送金等を行う場合の留意点 

（ⅰ） 海外送金等 

（略） 

【対応が求められる事項】 

① ～③（略）  

④ コルレス先や委託元金融機関等について、所在する国・地域、顧客属性、業務内容、

マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢、現地当局の監督 のスタンス等を踏まえた上

でリスク評価を行うこと コルレス先や委託元金融機関等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には、コルレス先や委託元金融機関等を監視し

て 確認した情報等を踏まえ、リスク評価を見直すこと  

⑤ コルレス先や委託元金融機関等の監視に当たって、上記④のリスク評価 等において、

特にリスクが高いと判断した場合には、必要に応じて、コルレ ス先や委託元金融機関

等をモニタリングし、マネロン・テロ資金供与リスク 管理態勢の実態を確認すること 

⑥ （略） 

⑦ 他の金融機関等による海外送金等を受託等している金融機関等においては、当該他の

金融機関等による海外送金等に係る管理手法等をはじめとするマネロン・テロ資金供

与リスク管理態勢等を監視すること  

⑧ 送金人及び受取人が自らの直接の顧客でない場合であっても、制裁リスト等との照合

のみならず、コルレス先や委託元金融機関等と連携しながら、リスクに応じた厳格な

顧客管理を行うことを必要に応じて検討すること 
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５．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 

（１）本報告書の内容 

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・継続的顧客管

理 

・ 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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 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 

・ 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 
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・ それ以外の金融機関には手動で管理を行っている 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 下記６でも同様の指摘があるが、取引モニタリングシステム・取引フィルタリングシステ

ムの誤検知率については重大な課題である。 

 本報告書（336項）においては、「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」「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。」とされている。 

 金融機関としては、2021 年２月の金融庁ガイドラインにおいて追加された以下の措置の

導入に努める必要がある。 

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 

（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
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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 

 

 信用組合などの地域金融機関の中には、本報告書の指摘のとおり、取引スクリーニングシ

ステムは導入しているものの、取引モニタリングは手動で管理しているところもある。本報

告書でも、「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。」とされている。 

 たしかに、現状誤検知率が高い取引モニタリングシステムを導入することは、経営資源の

観点からも受け入れ難いところもあるかもしれない。 

 また、金融庁ガイドラインでは、「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」を実施する（同ガイドラインⅡ－２（３）（ⅵ）IT 

システムの活用【対応が求められる事項】①）ことが求められており、必ずしもこれを「必

ず（マストで）」導入することを求めるものではない。 

 しかしながら、FATFの本報告書では、「369．（略）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。」とされており、共同システムの形で取引モニタ

リングが信用組合等の金融機関においても進むことを期待している。 

 

６．顧客管理措置（CDD）の適用及び記録保存義務 

（１）本報告書の内容 

金融機関 f) 5.2.3 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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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。 

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
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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）。 

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。 
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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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

ア．顧客管理措置（CDD）関係 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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 

・ 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（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） 

・ 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。

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。 

・ 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
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が、誤検知率が非常に高くその効果は限定的。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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 

・ 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。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。 

・ 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。 

・ 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。 

 

イ．反社スクリーニング 

・ 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。 

・ 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。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 取引モニタリングシステムについては、上記５で詳述したため省略するが、金融機関は顧

客管理措置（CDD）として以下の対応をすることが求められる。 

ア．「顧客属性等」と「取引記録」と結びつけた顧客リスク評価 

 2021年２月に改正された金融庁ガイドラインにおいても、「顧客管理」において「対応が

期待される事項」として規定されていた「顧客リスク格付」という用語が消去され、「顧客

類型ごとのリスク評価」ではなく、全ての顧客についてリスク評価をすることが求められる

ようになった（同ガイドライン II-2（３）（ii））。 

「顧客類型」のリスク評価では顧客の属性や実際との取引と結び付けられておらず、十分

顧客のリスクが捉えられない可能性があるからである。確認記録・取引記録で確認した情報

や顧客の特性を十分に踏まえたものであれば、顧客リスク格付が排除されるものではない。 
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イ．継続的顧客管理による顧客情報の更新およびリスク評価の見直し 

 金融機関は、新規顧客について、取引関係の構築時にリスク評価をするだけではなく、継

続的顧客管理により、既存顧客の情報を更新し、適切にリスク評価を見直す必要がある。 

 2021年２月改正後の金融庁ガイドラインにおいても、「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」（同ガイドライン II-2（３）(ii)【対応が求められる事項】

⑩ホ）とされているところである。 

ウ．反社情報の継続的な更新 

①本報告書の指摘 

 本報告書においては、「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。」（361）と指摘されている。 

 また、DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）に関する指摘であるが、「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。」（373）との指摘もある。 

②金融機関の反社情報の情報源 

 金融機関の反社情報の入手先としては以下のようなものがある。 

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 

 

 一般社団法人全国銀行協会（「全銀協」）の反社情報は、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
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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。 

③反社情報の「メタボ化」への対応 

 先行する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、本報告書にお

いても指摘されている、「継続的な更新」の観点で、以下のとおり反社情報の「不芳な属性

の程度」「精度」「鮮度」「現活性」を重視して管理している。 

「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）➡「精度」高い 

②警察提供情報（捜査事項照会など含む）➡「精度」高い 

③登記情報などの公的データ➡「精度」高い 

④インターネット上の風評情報➡「精度」高い 

 

「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。 

 

「現活性」・・現在も反社会的勢力の実態があるか 

「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）により排除対象とする。いずれかが低い場合は個別判断の上モ



42 

 

ニタリング対象とする。 

 

７．厳格な顧客管理（EDD）の適用 

（１）本報告書の内容 

金融機関 g)  5.2.4 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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（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 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る。 

・ 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。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 金融庁ガイドラインにおいて厳格な顧客管理（EDD）（同ガイドライン【対応が求められる

事項】II-2（３）(ii)⑦イ～二）について求められているとおり、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厳格な顧客管理（EDD）

を実施することが求められる。 

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

いか検討すること 

 また、リスクが高いと判断される顧客については、顧客及びその実質的支配者の本人特

定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこ

れを行うことも求められる。（同ガイドライン【対応が求められる事項】II-2（３）(ii)⑦

イ～二）。 

 さらに、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が求められる（同ガイドライン【対応が求めら

れる事項】II-2（３）(ii)⑧）。 

 本報告書に指摘のとおり、これらの事項を業務規程において規定するとともに、従業員に

十分教育・研修をしておく必要がある。 

 

８．疑わしい取引の届出及び内報の禁止 

（１）本報告書の内容 

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
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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 



45 

 

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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 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。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

 本項目に関しては、犯収法８条及び金融庁ガイドラインに基づく「疑わしい取引の届出」

に関する対応（同ガイドラインン【対応が求められる事項】II-2（３）(v)）をしている限

り、金融機関として特筆すべき対応が求められる事項はない。 

 

９．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 

（１）本報告書の内容 

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。 
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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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

 特段なし。 

 

（３）金融機関に求められる対応 

本報告書において、金融機関の内部管理体制について特段の指摘はない。 

 もっとも、第３線（内部監査部門）が整備されていない金融機関においては、早急に整備

することが求められる。この点については、金融機関の規模などはあまり言い訳にはならな

いだろう。 

 

９．業界団体 

（１）本報告書の内容 

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。 

 

（２）本報告書で指摘されている問題点 

・ 業界団体は、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が、金融機関の 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。 

 

（３）業界団体において求められる対応 

全国銀行協会、地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会などの業界団体にお

いては、本報告書や金融庁ガイドラインの趣旨を十分に理解した上で、金融機関に対してそ

の普及に努めることが期待される。 

 

10．IO.4に至る結論（中程度レベル（moderate level）の評価） 

 以下のとおり、IO.4 に関して日本の評価は、「中程度レベル（moderate level）」とされ

た。 

 多くの金融機関が、リスクに応じた顧客管理措置がまだ途上であることや、継続的な顧客

管理措置が十分なされていないこと、取引モニタリングシステムが未だ不全であることな

どがその理由とされている。 

・ 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
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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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11．勧告事項 

 IO.4に関する勧告事項は以下のとおりである。 

 既に述べたとおり、大半は、2021 年２月に改正された金融庁ガイドラインに基づく態勢

整備をすることで対応が可能である。 

改正後の金融庁ガイドラインの態勢整備も金融庁により、2024 年３月までと明確に期限

が設けられた（「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」（令和３年４月 28日付の各協会宛通知） 

  

・ 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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第３．法令等整備状況の審査の評価 

 以下では、本報告書における、FATFの 40の勧告に対する日本の対応に関する「法令等整

備状況」の評価に関して、金融機関に関連のある事項に重点を置いて解説する。 

 

１．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 

（１）本報告書における評価（LC：概ね履行） 

本報告書は、勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）に関して以下のとおり記

載し、「LC」（概ね履行）の評価をしている。 

 

◼ 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。 

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 で特定された主なマネロン・テ

ロ資金供与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、マネロン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) 。 
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◼ 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。 

(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。 
 

 

（２）指摘されている問題点のまとめ 

 上記（１）において指摘されている問題点をまとめると以下のとおりである。 

ア．犯罪収益移転危険度調査書の内容に係るもの 

・ 日本においては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等の職業専門

家は疑わしい取引の届出義務を負わないため、犯罪収益移転危険度調査書のリスク

の特定に限界がある。 

・ 暴力団がマネロンの手段として現金を用いて、覚せい剤などの麻薬を密輸して販売

しているところ、法執行機関は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対して十分把握していな

い。 

・ 株式会社以外の法人についてのリスクの検討が不十分。 

イ．金融機関・DNFBP に関する事項 

金融庁ガイドラインの適用を受ける金融機関以外の金融機関（クレジットカード会

社、商品先物取引業者、ファイナンスリース業者）や DNFBP（非金融機関・職業専門

家）については、以下の点が問題であると指摘されている。 
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・ 犯罪収益移転危険度調査書においてリスクが高いと判断された場合に犯収法で求め

られる厳格な取引時確認（同法４条２項、同法施行令 12条）、高リスク取引に関す

る疑わしい取引の届出の基準・手続（同法施行規則 27条３号）でなければ、厳格

な顧客管理（EDD）が求められない。 

・ 継続的顧客管理により、少なくとも年１回の定期的検証、または、関連する事象が

発生した場合の検証に基づく、リスク評価を最新の状況に見直すことが求められて

いない。犯収法ではリスク評価書（特定事業者作成書面等）を「必要に応じて、見

直しを行い、必要な変更を加えること」と規定（犯収法施行規則 32条１項１号）

しているが、これでは不十分。 

 

（３）予想される政府の対応・法令改正等 

ア．犯罪収益移転危険度調査書に関するもの 

 2021年８月 30 日に政府が公表した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関

する行動計画」においては、「国のリスク評価書の刷新（令和３年末）」として、「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」と

されている。 

 具体的には、以下のような事項が新たに記載されることになると考えられる。 

・ 職業専門家（弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等）に関するリ

スク分析の充実 

・ 暴力団の現金を用いた覚せい剤などの国境を越えた現金の流れの分析 

・ 「透明性の低い法人」のリスク分析として、株式会社以外の法人（合同会社や

NPO、信託などか）のリスク分析を充実 

なお、職業専門家に疑わしい取引の届出を設けるか否かについては各職業専門家の

負う顧客の守秘義務との関連なども精査をして慎重な検討がなされることが予想され

る。 

イ．金融機関・DNFBPの監督 

 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。 

 『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』については、2021年９月 16日に、2021年２月の金融庁ガイドラ

インの改正に倣った改正案がパブリックコメントとして公表されている。 
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 その他の、非金融機関や職業専門家についても、監督機関等からリスクベース・ア

プローチに基づくガイドライン等が公表されることが予想される。 

 

２．勧告２（国内関係当局間の協力） 

（１）本報告書の評価（PC:一部履行） 

本報告書は、勧告２（国内関係当局間の協力）に関して以下のとおり指摘し、「PC

（一部履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される政府の対応 

政府は、令和３年８月 19日、『マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議』

を設置した。 

同政策会議は、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ことを目的とするものである。 

同政策会議には、警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省のほか、内閣官房、カ

ジノ管理委員会、証券取引等監視委員会、総務省、公安調査庁、国税庁、文部科学

省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省という関係省庁が参加してい

る。 

 

３．勧告３（資金洗浄の犯罪化） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告３（資金洗浄の犯罪化）に関して以下のとおり指摘し、「LC（概ね

履行）」の評価をしている。 

・ 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（違法伐採、違法漁

業、野生生物の密輸の犯罪が十分に網羅されていない。）。 

・ 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。 

（２）予想される政府の対応 

現状認められている環境犯罪は、産業廃棄物 25条、鉱業法 147条、絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存に関する法律 57条の２、森林法 198条である。 

これらに加えて、環境犯罪のうち、違法伐採、違法漁業、野生生物の密輸に関する

犯罪などが新たに設けられる可能性がある。 

また、環境犯罪の罰則が強化される可能性がある。 



53 

 

 

４．勧告４（犯罪収益の没収・保全措置） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告４（犯罪収益の保全・保全措置）に関して以下のとおり指摘し、

「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される政府の対応 

環境犯罪のうち、違法伐採、違法漁業、野生生物の密輸に関する犯罪などが新たに

設けられ、収益の没収の対象となる可能性がある。 

「組織的犯罪処罰法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」では、特定の環境犯罪の収

益及び逃亡した犯罪人、死亡した犯罪人又はその所在が不明な犯罪人が犯した犯罪の

収益については没収を行うこととされていないので、この点については改正がなされ

る可能性がある。 

 

５．勧告５（テロ資金供与の犯罪化） 

（１）本報告書の評価（PC:一部履行） 

本報告書は、勧告５（テロ資金供与の犯罪化）に関して以下のとおり指摘し、「PC

（一部履行）」の評価をしている。 

・ 「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」（以下

「テロ資金提供処罰法」という。）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。 

・ 「テロ資金提供処罰法」は自己資金には適用されない。 

・ 「テロ資金提供処罰法」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。 

・ 「テロ資金提供処罰法」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。 

（２）予想される政府の対応 

上記（１）に関連するテロ資金提供処罰法の改正がなされることが想定される。 
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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」においては、「テロ資

金等提供罪の強化」として、「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）」こととされている。 

 

６．勧告６（テロリストの資産凍結）・勧告７（大量破壊兵器の拡散に関与する者への金

融制裁） 

（１）本報告書の評価（いずれも PC:一部履行） 

 ア．勧告６（テロリストの資産凍結）に対する評価 

本報告書は、勧告６（テロリストの資産凍結）に関して以下のとおり指摘し、「PC

（一部履行）」の評価をしている。 

・ 対象を特定した金融制裁（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が凍結資産または対象を特定した金融制裁（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。 
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・ 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。 

イ．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 

本報告書は、勧告７（大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁）に関して以

下のとおり指摘し、「PC（一部履行）」の評価をしている。 

・ 対象を特定した金融制裁（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。 
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・ 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。 

 

（２）予想される政府の対応 

「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」においては、勧告６

（テロリストの資産凍結）・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

関して以下の検討がなされることとされている。 

 

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 
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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 

 

７．勧告８（非営利団体）に対する評価 

（１）本報告書の評価（NC：不履行） 

 本報告書は、勧告８（非営利団体）に関して以下のとおり記載し、「NC」（不履行）の評

価をしている。本報告書において、40の勧告のうち、「NC」の評価をしているのは本項目

のみである。 

・ 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）、宗教法人（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。 

 

（２）FATF勧告・解釈ノートにおける記載 

 「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 
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（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。 

 

 FATF40の勧告の「解釈ノート」においては非営利団体の「リスクの特定・評価」につい

て以下の情報を収集することが記載されている。 

・ 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） 

 

（３）予想される政府の対応・法令改正等 

 2021年８月 30日に政府が公表した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する

行動計画」においては、「（５）NPO のリスク評価とモニタリング」として、「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）

が記載されている。 

 また、「(6) NPO への周知」として、「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。」（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）が

記載されている。 

 なお、医療法人に関しては、厚生労働省から 2019年（令和元年）に各都道府県衛生主

管部宛に『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）と題する事務連絡で以下の事項が通知

されている。 

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。  
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【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

試験活動を行う。 

・ 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。 

 

 また、2021年８月 30日に本報告書が公表された翌日（同年８月 31日）に厚生労働省

は、各都道府県衛生主管部宛に『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）と題する事務連絡を発出し、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。」ことを周知している。 

 金融機関は、医療法人については以下のような場合にテロ資金供与が疑われる事例とし

て留意する必要がある。 

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。 

 

８．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） 

 本報告書では、全ての基準を満たしているものとして、勧告９について「C（履行）」の

評価がなされている。 

 

９．勧告 10（顧客管理）に対する評価 
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 本報告書は、勧告 10（顧客管理）に関して、「LC」（概ね履行）の評価をしている。第３

次対日相互審査報告書では「顧客管理」は「NC」（不履行）の評価であった。 

 もっとも、第４次対日相互審査報告書においても、複数の指摘がなされており、これに

伴う法令の改正がなされると考えられる。 

（１）匿名口座・仮名口座の開設を明示的に禁止する規定 

ア．本報告書の評価 

・ 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。 

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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

上記アのとおり、本報告書においては、金融機関について匿名口座・仮名口座の開

設を明示的に禁止する規定がないとの指摘がなされている。 

 現行犯収法においては、顧客の側の禁止行為として、同法４条６項において「顧客

等及び代表者等・・・は、特定事業者が第１項若しくは第２項・・・又は第４項の規

定による確認（以下「取引時確認」という。）を行う場合において、当該特定事業者

に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。」と定めるとともに、同

法 27条において「顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第４条第

６項の規定に違反する行為（当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限

る。）をした者は、１年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。」として罰則を科している。 

 本報告書の指摘に基づき、特定事業者である金融機関の側でも「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が設けられる可能性が

高い。 

【参考】 

〇犯収法４条６項 

顧客等及び代表者等（前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人

をいう。以下同じ。）は、特定事業者が第一項若しくは第二項（これらの規定を前項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項の規定による確認（以下

「取引時確認」という。）を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引

時確認に係る事項を偽ってはならない。 
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〇犯収法 27条 

顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反

する行為（当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。）をした者

は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

（２）「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事由」（代理権の

確認方法）の厳格化 

ア．本報告書の評価 

・ 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 10.4 

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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

 本報告書では、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との指摘がなされている。 

金融機関は、顧客の代理人についてその本人特定事項の確認をする（犯収法４条４

項）とともに、当該自然人が顧客から代理権を得ているかを確認（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事由）の確認をする必要がある（犯収

法施行規則 12条５項）。 

本報告書は、犯収法施行規則 12条５項のうち、（個人の場合）顧客自身又は（法人

の場合）その本社に電話をかける方法（同項１号ハおよび２号ハ）は信頼できず、ま

た、金融機関自身の知識に基づく確認（「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」）（同項１号二および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。 

本報告書の指摘に基づき、「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
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等の任に当たっていることが明らかであること」（犯収益法施行規則 12条５項１号

二・２号二）については書面に記録をすることが求められる改正がなされるだろう。 

「電話をかける方法による確認」は、その結果を書面化すれば代理権の確認として

認められるように改正されるのか、改正により認められなくなるのかは注視しておく

必要があるだろう。 

【参考】 

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。 

 

（３）民事信託 
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ア．本報告書の評価 

・ 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。 

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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

上記アのとおり、本報告書では民事信託について、信託会社のように事業者として

許認可制度がなく、また、犯収法上、特定事業者とはならず、委託者、受託者、およ

び受益者を取引時確認が求められておらず、実質的支配者の確認がなされていないと

の指摘がなされている。 

 今後、改正により、①民事信託についても許認可制度が設けられ、②委託者・受託

者・受益者の取引時確認（実質的支配者の本人特定事項の確認を含む）・確認記録・

取引記録の作成・保存義務、疑わしい取引の届出義務が設けられる可能性がある。 

【参考】 

犯収法施行令７条１項１号ハ・二では、以下の信託に係る行為について「特定取

引」に該当するものとして、取引時確認（実質的支配者の本人特定事項の確認を含

む）・確認記録・取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出の対象としてい

る。 

・ 信託（金商法上の有価証券に該当するものを除く。）である信託及び担保付社

債に係る契約の締結（犯収法施行令７条１項１号ハ） 

・ 信託行為、受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信

託の受益者との間の法律関係の成立（金融商品取引行為に該当する者を除

く。）（犯収法施行令７条１項１号二） 

 

（４）保険金受取人の変更があった場合 

ア．本報告書の評価 
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・ 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

保険契約の保険金受取人を含めること、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。 

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保険金受取人の氏名または保険金受

取人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保険金受取人を含めるこ

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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

 上記アのとおり、本報告書では①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、生命保険契約の保険金受取人を含めていないこと、お

よび、②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ていないことがなされていないとの指摘がなされている。 

 保険契約の締結時に、保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険

契約者に対し、「保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金受取人を特定するため

に必要な事項」を含む事項を記載した書面を交付しなければならない（保険法 40条

１項３号）。 

「保険金受取人」に関して「特定取引」に該当し、取引時確認等の対象となるの

は、貯蓄型の保険契約（年金（人の生存を事由として支払われるものに限る。）、満期

保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金））のうち、「保険金の支払い」の場

面に限られる。 

現行犯収法上、「保険契約者の変更」は特定取引に該当し取引時確認の対象となる

が、「保険金受取人の変更」や「保険金受取人の実質的支配者の変更（法人が保険金

受取人の場合）」については、特定取引に該当せず、取引時確認の対象とされていな

い。 

 本報告書において指摘されているのは、厳格な顧客管理措置の場合であるので、

「保険金受取人の変更」や「保険金受取人の実質的支配者の変更」が、犯収法の特定

取引として取引時確認の対象には直ちにならないかもしれないが、ガイドラインにお

いて、保険金の支払時に厳格な顧客管理措置の一環として、「保険金受取人の変更」

や「保険金受取人の実質的支配者の変更」の検証が求められることになる可能性があ

る。 
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【参考】 

保険契約（※）のうち、取引時確認及び確認記録の作成・保存が必要となるの

は、以下の取引をする場合である（括弧内は、取引時確認の対象となる者）。  

①保険契約の締結（保険契約者）（犯収法施行令７条１項１号ホ） 

②保険金の支払い（保険金受取人）（同号ト） 

③保険契約者の変更（新契約者）（同号チ） 

（※）すべての保険契約について上記①から③が必要となるのではなく、取引時

確認が必要なのは、貯蓄型の保険契約（年金（人の生存を事由として支払われる

ものに限る。）、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金））に限定

される。「貯蓄型の保険契約」とは、貯蓄性のあるものに限る（満期保険金等の

定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる

保険料又は共済掛金の総額の 80％に相当する金額が満期保険金等の金額の合計を

超えないもの）。 

 

 

 

（５）金融庁所管の金融機関以外の金融機関への厳格な顧客管理措置の導入 

ア．本報告書の評価 

・ 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 10.17 

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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

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。 

 『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』については、2021年９月 16日に、2021年２月の金融庁ガイドラ
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インの改正に倣った改正案（リスクに応じた顧客管理措置が新たに規定）がパブリッ

クコメントとして公表されている。 

 

（６）顧客が取引時確認に応じない場合の対応 

ア．本報告書の評価 

・ 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。 

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）。 

（参考） 

〇犯収法５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。 

 

イ．予想される法令等の改正 

上記アの本報告書の指摘のとおり、犯収法５条は、「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」に「当該特定取引等に係る義務の履行を拒

むことができる。」として、特定取引を継続することも許容するような規定となってい

る点が問題であると指摘されている。 

また、犯収法５条は「拒むことができる」として、契約解除のように「取引を終

了」することまでは不要で、「義務の履行の拒絶」として「取引を制限・停止」のよう

な措置も許容している点も問題であると指摘されている。 

犯収法５条は、特定事業者に継続的取引に関して取引時確認に応じない場合を想定

した規定である。具体的には、①「なりすましの疑いがある場合」「取引時確認事項を

偽っている疑いがある場合」の「厳格な取引時確認」（犯収法４条２項）、②「疑わし

い取引に該当する疑いがある場合」・「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われ



67 

 

る取引である場合」の「取引時確認」（犯収法４条１項）の場面を想定した規定であ

る。特定契約の契約締結時は、契約締結自由の原則により拒むことができるので、犯

収法５条の適用対象ではない。 

犯収法５条は、「当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。」として特

定事業者に私法上の権限を与えた規定であるのでそのまま存置される可能性がある。 

この点、金融庁ガイドラインでは、「必要とされる情報の提供を利用者から受けら

れないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等に

ついては、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討すること」

（金融庁ガイドライン II-2（３）(ii)（顧客管理） 【対応が求められる事項】⑪）

と規定されているが、同様の規定が犯収法に置かれる可能性はある。 

なお、顧客が取引時確認に応じない場合、特定事業者に「義務の履行の拒絶」を超

えた「契約の解除権」といった私法上の権限まで与えるような法改正をするか否かが

注目される。 

 

10．勧告 11（記録の保存）に関する評価 

（１）本報告書の評価 

 本報告書は、勧告 11（記録の保存）に関して「LC」（概ね履行）の評価をしている。 

 問題点としては、以下の２点が掲げられている。 

①少額の取引について記録保存義務が免除されている。 

②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。 

（２）予想される法令等の改正 

 上記（１）の①の少額の取引の記録保存義務の免除は、取引記録等の作成・保存義務

（犯収法７条１項）から、「その価額が１万円以下の財産の財産移転に係る取引」が除外

されていること（同法施行令 15条１項２号）である。この点については、犯収法施行令

の改正でこのような適用除外が廃止される可能性がある。 

 上記（１）の②の「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。」に関しては、金融庁ガイドラインに規定されている「データ

管理（データガバナンス）」に関する規定が犯収法上置かれる可能性がある。 

 

金融庁ガイドライン 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 

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 
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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 

 

11．勧告 12（重要な公的地位を有する者（PEPs）） 

（１）本報告書の評価 

 本報告書は、勧告 12（重要な公的地位を有する者（PEPs））に関して「PC」（一部履行）

の評価をしている。 

 問題点として以下の事項を挙げている。 

・ 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。 

・ 生命保険契約の保険金受取人及び／又は保険金受取人の実質的支配者が 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。 

（２）予想される法令等の改正 

ア．金融庁所管の金融機関以外に適用されるガイドライン 

本報告書では、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していないことが問題と

されている。 

金融庁ガイドラインにおいても、外国 PEPsに関してこれを判定するシステム（フ

ィルタリングシステム）を導入することまで明確に求めていない。 

もっとも、「信頼性の高いデーベースやシステムを導入するなど、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、リスクが高い顧客を的確に検知する枠組み

を構築すること」（金融庁ガイドラインⅡ－２（３）（ⅱ）【対応が求められる事項】
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⑤）が求められているところ、「信頼性の高いデータベース」にはベンダーが一般的

に提供している PEPs リストのデータベースも入るとされている（FAQ.P47.Q1）。 

この金融庁ガイドラインと同じ規定は、「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」（経済産業省）および

「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」（経済産業省）にも置かれている。 

これに対して、「ファイナンス・リース事業者におけるマネー・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９月 25日・公益社団法人日本リ

ース事業協会）にはこのような規定は置かれていない。日本においては、ファイナン

ス・リース事業者は許認可なく営むことができるので、監督当局によるガイドライン

ではないものと考えられる。 

イ．統括管理者の承認 

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）。金融庁の監督指針で

かかる措置は態勢整備義務とされている（犯収法 11条４号、犯収法施行規則 32条１

項４号）。本報告書では、承認の主体である統括管理者が上級管理者である必要がな

いことが問題点として指摘されている。 

この点、金融庁ガイドラインでは、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、リスクに応じた厳格な顧客管理（EDD）として、当該顧客との取

引の実施等につき、「上級管理職の承認」を得ることとされている（金融庁ガイドラ

イン II-2（３）(ii)【対応が求められる事項】⑦ロ）。 

犯収法上の「統括管理者」の定義は「取引時確認等の措置の的確な実施のために必

要な監査その他の業務を統括管理する者」（犯収法 11条３号）とされているが、上級

管理職である必要がある旨の改正がなされる可能性がある。 

ウ．「資産及び収入の状況」「財産の出所」「資金源」 

本報告書においては、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との指摘がなされている。 

もっとも、正確には、「厳格な取引時確認を要する場合」であて、「200万円を超え

る財産の移転がある場合」に「疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかどう

かの判断に必要な限度」で「資産及び収入の状況」の確認をすることとされている

（犯収法４条２項、同法施行令 11条）。 

法改正としては、①厳格な取引時確認の場合に財産の移転価格にかかわらず、一律

に「資産及び収入の状況」の確認が必要となるのかどうか、②「資産及び収入の状

況」だけでなく、「財産の出所や資金源」についても調査することが求められるよう

になる可能性がある。 
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もっとも、「財産の移転価格」にかかわらず、「財産の出所や資金源」を求めるの

は、リスクベース・アプローチの考え方にそぐわないように思われる。 

金融庁ガイドラインにあるとおり、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、厳格な顧客管理（EDD）として、「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」（金融

庁ガイドライン II-2（３）(ii)【対応が求められる事項】⑦イ）を金融庁ガイドライ

ン以外のガイドラインにも定めたり、犯収法上の規定として定めるのが合理的に思わ

れる。 

エ．PEPsの範囲 

本報告書では、犯収法上の PEPsの範囲に、国内 PEPs、重要な役割を委嘱された者

が含まれず、また、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 PEPsに関する厳格な顧客管理措置（EDD）が講じることと

されていないことが指摘されている。 

改正により、国内 PEPsや国際機関の上級役職者が犯収法上の PEPs として指定され

る可能性が高い。また、「PEPs」の「密接関係者」（顧問弁護士や顧問会計士）なども

指定されるかどうかも注目されるところである。 

（参考）犯収法における外国 PEPsの範囲（犯収法施行令 12条３項、同法施行規則

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 
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オ．生命保険の保険金受取人・保険金受取人の実質的支配者が「PEPs」であるか否かの

確認 

本報告書では、生命保険契約の保険金受取人及び／又は保険金受取人の実質的支配

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との

指摘がなされている。 

この点、特定取引に該当する（貯蓄性の生命保険の）保険金の支払の際には、保険

金受取人の取引時確認をする（犯収法施行令７条１項１号ト）ことになるが、その際

に、生命保険会社は保険金受取人が外国 PEPs に該当するか否かの確認をするのが通

常であると思われる（契約者と保険金受取人が同一人である場合は保険契約の締結の

際に外国 PEPsに該当するか否かの確認がなされる）。 

現状でもなされている点ではあると思われるが、法令またはガイドラインでこの点

が注意的に明記される可能性はある。 

 

12．勧告 13（コルレス銀行） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 13（コルレス銀行）に関して以下のとおり指摘し、「LC（概ね履

行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される法令等の改正 

相手先がマネロン・テロ資金供与の調査または制裁対象となったかについて、質問

することが犯収法の下位の規則において規定される可能性がある。なお、Wolfsbergグ

ループの提供しているコルレス銀行への質問票においても、相手先がマネロン・テロ

資金供与の調査または制裁対象となったかの質問はない。 

「ペイスルーアカウント」（PTA）とは、外国金融機関が日本国内の預貯金取扱金融

機関に開設する取引口座のことである。 

当該外国金融機関の顧客は、その口座の資金に対する直接の管理者であるかのよう

に、その口座を通して直接的に、または、サブ口座を通じて、金融活動や銀行取引を

行うことができる。PTAの実質的な利用者である外国金融機関の顧客に、適正評価を実

施することは困難であるため、PTAの解説先の日本国内の預貯金取扱金融機関はリスク

を負う。 

この点については、「コルレス銀行」や「委託元金融機関」金融庁ガイドラインなど

で新たにリスク評価が求められる可能性がある。 

 



72 

 

13．勧告 14（送金サービス提供者の規制） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 14（送金サービス提供者の規制）に関して以下のとおり指摘し、

「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される政府の対応 

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

なるだろう。 

 

14．勧告 15（新技術） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 16（新技術）に関して以下のとおり指摘し、「LC（概ね履行）」の

評価をしている。多くは暗号資産に関する指摘である。 

・ 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。 

（２）予想される法令等の改正 
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暗号資産に関する改正についての予想は割愛するが、金融庁ガイドラインが適用さ

れない金融機関（クレジットカード会社、商品先物取引業者）についても、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）が適用される。 

『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』については、2021年９月 16日に、2021年２月の金融庁ガイドラ

インの改正に倣った改正案がパブリックコメントとして公表されているが、改正案で

は、「リスクの特定」として「対応が求められる事項」として、「新たなサービス等を

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、当該サービス等の提供前に、当該サービス等のリスクの検証、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体制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」が追加される。 

 

15．勧告 16（電信送金（送金人・受取人・情報の通知義務）） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 16（電信送金（送金人・受取人・情報の通知義務））に関して以下

のとおり指摘し、「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される法改正等 

技術的な点は多いが、上記（１）に関して、犯収法や外為法の改正がなされる可能

性がある。 

 



74 

 

16．勧告 17（顧客管理措置の第三者依存） 

FATFの第 3次対日相互審査報告書の際と同様に、日本の金融機関は、顧客管理措置

（CDD）を第三者の金融機関や DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）に依存するこ

とは許されていないので本勧告は適用されないとされている。 

 

17．勧告 18（内部統制、海外支店・現地法人） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 18（内部統制、海外支店・現地法人）に関して以下のとおり指摘

し、「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

・ 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。 

（２）予想される法改正等 

犯収法上の「統括管理者」の定義は「取引時確認等の措置の的確な実施のために必

要な監査その他の業務を統括管理する者」（犯収法 11条３号）とされているが、上級

管理職である必要がある旨の改正がなされる可能性がある。 

この点、金融庁ガイドラインでは、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、リスクに応じた厳格な顧客管理（EDD）として、当該顧客との取引

の実施等につき、「上級管理職の承認」を得ることとされている（金融庁ガイドライン

II-2（３）(ii)【対応が求められる事項】⑦ロ）。 

なお、犯収法 11 条の「取引時確認等を的確に行うための措置」は努力義務とされて

おり、この点についての指摘が予想されたが本報告書においては指摘がなかった。 

「AML/CFTシステムの実効性の審査のためのメソドロジー」では、FATF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、金融庁の「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」も、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」等を明確化しているため、FATFの定義する

「執行可能な手段（Enforceable Means）」に該当するものと考えられる。2021年８月

に公表された FATFの第４次対日相互審査報告書でも認められている。 

金融グループベースでのマネロン・テロ資金供与のリスク管理や情報共有について

は、金融庁ガイドライン III-4【対応が求められる事項】①・②に記載されているとこ

ろに従い行う必要がある。 
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① グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を

策定し、業務分野や営業地域等を踏まえながら、顧客の受入れに関する方針、顧客

管理、記録保存等の具体的な手法等について、グループ全体で整合的な形で、これ

を実施すること 

② グループ全体としてのリスク評価や、マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保等

のために必要なグループ内での情報共有態勢を整備すること 

 

18．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）） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、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））に関

して以下のとおり指摘し、「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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 が要請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。 

（２）予想される法改正等 

金融庁ガイドラインが適用されない金融機関（クレジットカード会社、商品先物取

引業者）についても、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）が適用される。 

これらのガイドラインにも、金融庁ガイドライン同様、「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」が「対応

が求められる事項」として規定されている。 

 

19．勧告 20（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） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書は、勧告 20（疑わしい取引の届出）に関して以下のとおり指摘し、「LC（概

ね履行）」の評価をしている。 

・ 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 STR 報告義務の範囲は、環境犯罪の前提犯罪カテゴリー
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のわずかなギャップの影響を受ける。 

また、本報告書は、勧告 21（内報禁止及び届出者の保護義務）に関しては「C（履

行）」の評価をしている。 

（２）予想される法改正等 

金融機関は、現状でも契約の成立に至らなかった取引について疑わしい取引の届出

をしているが、法文上（犯収法８条１項）においても、たとえば「特定業務に係る取

引（契約の成立に至らなかった場合も含む）」等のように明確化される可能性がある。 

環境犯罪のうち、違法伐採、違法漁業、野生生物の密輸に関する犯罪などが新たに

設けられ、収益の没収の対象となる可能性がある。 

「組織的犯罪処罰法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」では、特定の環境犯罪の収

益及び逃亡した犯罪人、死亡した犯罪人又はその所在が不明な犯罪人が犯した犯罪の

収益については没収を行うこととされていないので、この点については改正がなされ

る可能性がある。 

 

20．勧告 22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））、勧告 23（DNFBPs：その他の

措置） 

（１）本報告書の評価 

ア．勧告 22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））（PC：一部履行） 

本報告書では、勧告 22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））（PC：一部履

行）については「PC（一部履行）」の評価となっている。 

・ 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（顧客管理）、

勧告 11（記録の保存）、勧告 12（重要な公的地位を有する者（PEPs））、および勧告 15

（新技術）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（重要な公的地位を有する

者（PEPs））で要求される特定の PEP要件はなく、勧告 15（新技術）で要求される新し

いテクノロジー要件もない。 

イ．勧告 23（DNFBPs：その他の措置）（PC：一部履行） 

本報告書では、勧告 22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））については

「PC（一部履行）」の評価となっている。 

・ 勧告 18（内部統制、海外支店・現地法人）、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））、および勧告 20（疑わしい取引の届出）でハイライトされてい

る欠陥は、DNFBP にも関連している。 

・ 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、および弁護士または弁護士法人は、疑わしい取引の届出
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を提出する必要がない。 

・ 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。 

（２）予想される法改正等 

司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士・監査法人、税理

士・税理士法人に関しては、顧客の取引時確認事項のうち、本人特定事項（①個人顧

客：氏名、住居、生年月日、②法人顧客：名称、本店又は主たる営業所の住所）の確

認のみをすることとされている（犯収法４条１項）。弁護士及び弁護士法人も犯収法 12

条１項において、これらの職業専門家に準じて日本弁護士連合会の会則を定めること

とされているが、日本弁護士連合会の「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等

に関する規程」においては、顧客（依頼者）の本人特定事項の確認のみをすることと

されている。 

これらの職業専門家についても、法改正や日本弁護士連合会の会則の改正により、

①個人顧客の職業・取引の目的、②法人顧客の事業内容・取引の目的・実質的支配者

の本人特定事項の確認をすることをすることになる可能性がある。 

「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」においても、「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）とされている。 

なお、これらの職業専門家については疑わしい取引の届出をする義務がないが、法

令や日本弁護士連合会の会則の改正で、疑わしい取引の届出義務を課すには各職業専

門家の負う守秘義務の関係を整理する必要があるだろう。 

その他、本報告書の勧告 10（顧客管理）、勧告 11（記録の保存）、勧告 12（重要な公

的地位を有する者（PEPs））、勧告 15（新技術）、勧告 18（内部統制、海外支店・現地

法人）、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））において指

摘されている事項に関して、法令等やガイドラインの改正により対応をする必要があ

る。 

 

21．勧告 24（法人の透明性及び実質的支配者） 

（１）本報告書の評価（PC:一部履行） 

本報告書では、勧告 24（法人の透明性及び実質的支配者）については「PC（一部履

行）」の評価となっている。 

・ 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
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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。 

・ 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である。 

・ 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、遮断、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
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するための一貫したメカニズムはない。 

（２）法令等の対応 

 ア．現行犯収法における実質的支配者の確認方法（申告方式） 

2016年（平成 28 年）10月施行の犯収法の改正以降、金融機関は法人顧客の実質的支

配者（自然人）の本人特定事項の確認をすることを要する（同法４条１項４号）。 

 もっとも、日本においては実質的支配者についての登記制度がないため、法人顧客の

代表者等（取引担当者）の申告により実質的支配者を確認することとされている（犯収

法施行規則 11条１項）。 

 

イ．公証人による定款認証の際の実質的支配者の確認 

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。 

これは法務省の有識者会議「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」において提言された制度である。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 の観点で、法人の実質的支配者を把握する必

要性から設けられた。 

 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。 
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 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。 
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〇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 



82 

 

〇表明確約書 

   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 

 

 

 本制度は、公証人に提出する「実質的支配者となるべき者の申告書」は、公正証書となり、

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

実性は担保できる点は意義がある。 

 しかしながら、①新設法人にしか適用されず実質的支配者の更新情報としては使えない

こと、②、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人に適用対象が限られていること、③金

融機関が公証人に対して直接交付を求めることはできず、法人顧客の側で「申告受理および

認証証明書」を取得した場合に利用することができるに過ぎないことなど限界がある。 

 

ウ．商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管 

 本報告書の勧告 24 に対する評価（上記（１）参照）を受け、政府の「マネロン・テロ資

金供与・拡散金融対策に関する行動計画」においては、「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
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政庁）としている。 

 政府は、法務省の有識者会議「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」における検討を経て、2021年６月 28日に「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）」のパブリックコメント案を公表した（同年７月 28

日意見募集締切）。同規程は 2022 年（令和４年）１月 31日に施行予定である。 

 同制度は、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である（同規程案１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（同規定案２条）。 

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「実質的支配

者情報一覧」の内容を調査する。  

登記官は、調査が終わると「実質的支配者情報一覧」をスキャンして保管するとともに、

申出法人について、「実質的支配者情報一覧」が保管されている旨を登記簿に付記する。こ

れにより、「実質的支配者情報一覧」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，「実質的支配者情報一覧」の写し（登記官が写し

であることの認証を付したもの）を交付する。 

 

出所：「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」関連書類 

 

 商業登記所（法務局）は犯収法上の実質的支配者基準のうち、形式審査可能な①②を対象

とする。実質的な審査に及ぶ「支配的影響力有する者」「代表者」が実質的支配者となる場

合は審査の対象としない。 

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
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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 

 

〇実質的支配者情報一覧 

 

〇実質的支配者情報一覧の別紙 
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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。 

もっとも同制度においては、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、実質的支配者情報の更新も含め、EU加盟諸国等のように義務化が望まれる。 

また、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・提出先の金融機関等の特定事業者を

含めるなど拡大することが望まれる。 

また、手続のオンライン化も望まれる。 

 

 〇欧州各国・米国の実質的支配者（BO）の登録制度 

 

 

エ．既存顧客の実質的支配者の確認 

 本報告書では特に、2016年 10月施行の犯収法の改正以前の既存顧客については経過措置

により、実質的支配者の本人特定事項の確認が求められていないことが問題視されている。 

 これを受け、政府の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」では、

「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）とされている。 

 この取組みが法令の改正により義務として求められることになるのか、または、各特定事

業者の監督官庁のガイドライン等で義務付けられるのか注目される。 
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22．勧告 25（法的取極の透明性・実質的支配者）（PC：一部履行） 

（１）本報告書の評価（PC:一部履行） 

本報告書では、勧告 25（法的取極の透明性・実質的支配者）については以下の指摘

をした上で「PC（一部履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

 

（２）法令等の対応 

日本においては、民事信託について登録制度などが設けられておらず、また、民事信

託の委託者・受託者・受益者について取引時確認の義務が設けられていない。 

今後、①民事信託についても登録制が設けられ、②委託者・受託者・受益者の取引時

確認・確認記録・取引記録の作成・保存義務、疑わしい取引の届出義務が設けられる可

能性がある（少なくとも実質的支配者の確認の制度が設けられる可能性がある。）。 

政府の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」では、「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）とされている。 
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23．勧告 26（金融機関に対する規制及び勧告） 

（１）本報告書の評価（LC:概ね履行） 

本報告書では、勧告 26（金融機関に対する規制及び勧告）については以下の指摘を

した上で「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ ファイナンス・リース事業者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。 

（２）法令等の対応 

本報告書の指摘のとおり、日本においては、ファイナンス・リース事業者及び外貨両

替事業者について、犯収法上の特定事業者として、取引時確認義務、確認記録・取引記

録等の作成・保存義務、疑わしい取引の届出義務などは負うものの、免許・許認可の制

度が設けられていない。この点が、AML/CFTに関する内部管理態勢の義務付けにおい

て、所管官庁の監督が甘くなるのは事実であり、免許・許認可制度の導入をするかどう

かは今後の検討事項だろう。 

金融庁ガイドラインと同じ規定は、「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」（経済産業省）および「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」

（経済産業省）にも置かれている。 

『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』については、2021年９月 16日に、2021年２月の金融庁ガイドライン

の改正に倣った改正案がパブリックコメントとして公表されている。 

これに対して、「ファイナンス・リース事業者におけるマネー・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９月 25日・公益社団法人日本リー

ス事業協会）にはこのような規定は置かれていない。日本においては、ファイナンス・

リース事業者は許認可なく営むことができるので、監督当局によるガイドラインではな

いものと考えられる。 
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24．勧告 27（監督機関の権限）・勧告 35（義務の不履行に対する制裁措置） 

（１）本報告書の評価 

ア．勧告 27（監督機関の権限）（LC：概ね履行） 

本報告書では、勧告 27（監督機関の権限）については以下の指摘をした上で「LC

（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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（義

務の不履行に対する制裁措置）に沿って適切な範囲を課す能力の限界である。 

・ 他の金融監督当局が勧告 35（義務の不履行に対する制裁措置）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。 

 イ．勧告 35（義務の不履行に対する制裁措置）（LC:概ね履行） 

本報告書では、勧告 35（義務の不履行に対する制裁措置）については以下の指摘を

した上で「LC（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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から勧告 23 までに関連して、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。 

 

（２）各国の AML/CFT への取組と金融機関・DNFBP への金融制裁 

 下記の表のとおり、各国の監督当局（特に米国の監督当局）は、制裁対象国との取引に対

して、金融機関に巨額の金融制裁を課している。 

また、近時では、マネロン管理態勢の脆弱性や取引スクリーニングシステムの不備などに

関しても金融制裁を課している。 

米国財務省（OFAC）は米国拠点がなく、米国金融機関を経由していない場合でも、決済通

貨が米ドルの場合に金融制裁の域外適用をする例もある（ブリティッシュ・アラブ商業銀

行）。 
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№ 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 

デン

マー

ク 

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 

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 

400万ドル 2019 
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✓ 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 

14 
ト ル

コ 

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 

ス ウ

ェ ー

デン 

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 

 

（３）日本の対応 

 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ので、上記

（２）の諸外国のように金融制裁の制度を設けるのは困難だろう。 

 その代わりに、政府の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」にあ
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るとおり、「マネロン・テロ資金供与の捜査及び訴追等」（下記）の強化がなされることにな

るだろう。 

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 

〇組織的犯罪処罰法におけるマネロン罪 

・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 
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25．勧告 28（DNFBPの規制及び監督）・勧告 34（ガイドラインの策定義務） 

（１）本報告書の評価 

ア．勧告 28（DNFBPの規制及び監督）（PC：一部履行） 

本報告書では、勧告 28（DNFBP の規制及び監督）については以下の指摘をした上で「PC

（一部履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

・ 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。 

イ．勧告 34（ガイドラインの策定義務）（LC：概ね履行） 

本報告書では、勧告 34（ガイドラインの策定義務）については以下の指摘をした上で「LC

（概ね履行）」の評価をしている。 

・ 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。 

（２）予想される政府の対応 

 DNFBP（非金融機関・職業専門家）に関して、リスクベース・アプローチに基づくガイド

ラインの適用などを求めていくものと考えられる。 

 政府の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」においても、「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」として

以下のとおり規定している。 

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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〇40の勧告に対する法令等整備状況の評価 

勧

告 

内容 評

価 

評価の基礎となる要因 

１ リスク評価とリスクベー

ス・アプローチ 

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/CF 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。 

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。 

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。 

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。 

５ テロ資金供与の犯罪化 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 n

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
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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。 

６ テロリストの資産凍結 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
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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。 

７ 大量破壊兵器の拡散に関

与する者への金融制裁 

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
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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。 

８ 非営利団体 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。 

・ 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
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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。 

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 全ての基準を満たしている。 

10 顧客管理 LC ・ 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。 

・ 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
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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。 

・ 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。 

 

11 記録の保存 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。 

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。 

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
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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。 

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。 

15 新技術  ・ 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、VCEP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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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。 

17 顧客管理措置の第三者依

拠 

N/A  

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 FI 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。 

・ 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。 

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。 
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・ 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。 

20 疑わしい取引の届出 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 STR報告義務の範囲は、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。 

21 内報禁止及び届出者の保

護義務 

C ・ 全ての基準を満たしている。 

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。 

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。 

・ 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。 

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。 

・ 株式会社本社の株主名簿に記載されている情報に、株式
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保有に伴う議決権の性質に関する情報が含まれている

かどうかは不明である。 

・ 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、遮断、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
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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。 

25 法的取極の透明性・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
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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。 

26 金融機関に対する規制及

び勧告 

LC ・ ファイナンス・リース事業者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。 

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。 

・ 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。 

28 DNFBPの規制及び監督 PC ・ DNFBP は、AML/CFT 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。 

・ 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。 
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・ 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。 

29 FIUの設置義務 C ・ 全基準が満たされている。 

30 マネロン・テロ資金供与

の捜査 

C ・ 全基準が満たされている。 

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から勧告 23 までに関連して、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
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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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第４．マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画 

 政府は、2021年８月 30日に公表した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する

行動計画」において、以下の措置を講ずることとしている。 

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 

      

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 
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   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 

 

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 

 

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 
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   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 

 

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。 
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  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 

 

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 
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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  

 

 


