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マネー・ローンダリングとは

表の世界で堂々と使える金へ

犯罪資金にも・・

表に出せないお金を・・

賭博 振込め詐欺 売春

犯罪収益

送金

購入
不動産

転売

きれいな金

【プレイスメント】
犯罪によって得られた資金を金
融システムに導入する段階

【レイヤリング】
金融システムに導入された不法資金を、さらな
る金融取引を繰り返し実行することにより出所
や所有者を隠す段階

【インテグレーション】
合法的な手段によって入手
したかのような形で最終的
に資金を取得する段階

「マネー・ローンダリング」の語源は、イタリアのマフィアやアル・カポネ（Al Capone）のような犯罪者

が、洗濯屋を買収して、売春や密造酒等の違法な収益を、クリーニングによる合法的な事業売り上
げと混ぜ合わせて違法な収益を曖昧にしたことによると言われている。
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犯罪収益移転防止法の概要

3333333

特定事業者

金融機関、 ファイナンスリース業者、
クレジットカード業者、宅建業者、
宝石・貴金属業者、郵便物受取サービス業者、
電話受付代行業者

司法書士
行政書士
公認会計士
税理士

弁
護
士

顧客等の取引時確認義務等

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

行政庁

疑わしい取
引の届出

警察庁

犯罪収益移転防止対策
室（JAFIC）

【届出情報の整理・分析】

捜査機関

暴力団等犯罪組織

没収・追徴 捜査・調査

捜査機関へ
の届出情報
の提供

外国の機関

緊密な連携
情報交換

届出情報の
通知

監督措置に
関する意見
陳述

行政調査
監督措置
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特定事業者

特定業務

特定取引

特定業務以外

特定事業者以外

本法の
対象外

本法の
対象外

・取引記録等の作成・保存＊
・疑わしい取引の届出

・取引時確認
・取引時確認を行った場合は確認

記録の作成・保存

＊特定業務に係る取引のうち
少額取引等を除く。
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自然人

○本人特定事項（氏名、住居、生年月日）

〇取引目的

〇職業

〇（高リスク取引かつ200万円超）資産・収入の状況

法人

○本人特定事項（名称、本店・主たる事務所の所在地）

〇取引担当者の本人特定事項・代理権

〇取引目的

〇事業内容

〇実質的支配者の有無・本人特定事項

〇（高リスク取引かつ200万円超）資産・収入の状況

犯収法における取引時確認

取引時確認

特定事業者

○銀行

○保険会社

○金融商品取引業者

○貸金業者

○クレジットカード業者

○宅建業者

○宝石・貴金属商

○司法書士・行政書士等

取引時確認記録・取引記録の作
成・保存

特定取引
○預貯金契約
○現金送金（10万円超）
○保険契約
○証券取引
○金銭の貸付け
○クレジットカード契約
○宅地・建物の売買
○宝石・貴金属売買（200万円超）
○会社設立手続の代行 等
○継続的契約に該当する特定取
引についてなりすまし等が疑われ
る場合

顧客

FATF勧告を参考として

○継続的な取引関係の
構築
○多額の一見取引
に該当するものを列挙

○なりすまし等が疑わ
れる取引



6 66666

特定業務 特定取引（取引時確認の相手方）

銀行 その行う業
務

①預金契約の締結、②有価証券を取得させる行為を内容とする契約の締結

③有価証券の貸付け、貸借の媒介・代理、④金銭の貸付け、金銭の貸借の
媒介、⑤現金送金（10万円以上）、⑥口座振替契約、⑦貸金庫契約、⑧保護
預り契約の締結、⑨両替業務（200万円超）、⑩外国銀行代理業務、（⑪信託
契約の締結）、⑫ ①、④、⑥、⑦、⑧、（⑪）につき、なりすましの疑いのある
取引・本人特定事項を偽っているおそれのある取引

第一種金
融商品取
引業者

第一種金融
商品取引業
者が行う業
務

①一項有価証券を取得させる行為を内容とする契約の締結

②有価証券の貸付け、貸借の媒介・代理

③金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介

④ ①～③につき、なりすましの疑いのある取引・本人特定事項を偽っている
おそれのある取引

第二種金
融商品取
引業者

第二種金融
商品取引業
者が行う業
務

①二項有価証券を取得させる行為を内容とする契約の締結

②投信委託業者が投資信託受益証券を取得させる行為を内容とする契約の
締結

投資助
言・代理
業、投資
運用業

投資助言・
代理業、投
資運用業を
行う社が行
う業務

①投資助言契約の締結（財産の移転を伴う場合）

②投資一任契約の締結（財産の移転を伴う場合）

③投資信託委託契約の締結（財産の移転を伴う場合）

不動産業
者

宅地・建物
の売買・代
理・媒介

①宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理・媒介

②①の契約に基づく取引のうち、なりすまし等の疑われる取引



通常の取引の場合の確認 高リスク取引の場合の確認

本人特定事項 本人確認書類・補完書類・写し
の確認

２種類以上の本人確認書類・補完書類・写しで確認。少なく
とも一つは、継続的取引の開始の際において用いた本人確認
書類・補完書類・写し以外の本人確認書類・補完書類・写し
により確認

＊継続的な契約の締結の際の本人特定事項の確認において用
いていない書類で確認（パブコメ回答94番）

取引目的・職業 申告による方法 ※リスクに応じて追加の情報・信頼に足る証跡の取得

事業内容 定款、法令の規定により法人
が作成することとされる書類
で当該法人の事業内容の記載
があるもの登記事項証明書等
の書類又は写しを確認する方
法

※リスクに応じて追加の情報・信頼に足る証跡の取得

法人の実質的支配者の
本人特定事項

申告による方法 以下の書類により、法人顧客の支配構造を確認し、「実質的
支配者」の本人特定事項を申告により確認をする。

(i) 資本多数決原則の取られる法人（株式会社等）⇒株主名簿、有
価証券報告書その他これらに類する書類

(ii) 上記(i)以外の法人（持分会社や一般社団法人又は一般財団
法人）⇒登記事項証明書

※リスクに応じた追加の情報・信頼に足る証跡の取得

資産及び収入の状況

（高リスク取引で財産移転
価格が200万円超の場
合）

下記書類により、疑わしい取引の届出に必要な限度で確認
（事業内容の確認方法と同じ）

①自然人：源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳、支払調書、
給与支払明細書等

②法人：貸借対照表、損益計算書、有価証券報告書等

その他の顧客管理措置 〇（疑わしい取引の届出を提出する際の）統括管理者による疑わ
しい点の有無の確認

〇（取引を実行する際の）統括管理者による承認

通常の取引時確認と厳格な取引時確認
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リスク分類 取引時確認 その他の顧客管理措置

①継続的な特定取引について、なりすまし・契約時
確認事項に偽りの疑いのある場合
②イラン・北朝鮮に居住する者との間の特定取引
③外国PEPsである顧客等との間で行う特定取引

厳格な取引時確認 ①統括管理者・これに相
当する者による疑わしい
点があるかの確認
②統括管理者（上級管理
者（※３））による取引実行
の承認
③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
応じ追加的情報の入手・
信頼に足りる証跡（※３）
④敷居値の厳格化等の
取引モニタリングの強化・
定期的な顧客情報の調査
頻度の増加（※３）

顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引
（疑わしい取引・同種の取引の態様と著しく異なる
取引）

取引時確認（取引時確認
済みの顧客についても）

調査書の内容を勘案して犯罪収益のリスクが高い
と認められるもの（➡リスク評価書等で自社・自行
庫でリスクが高いと評価した取引）

顧客管理を行う上で特別
の注意を要する取引として
取引時確認が必要となる
場合が多い

上記以外の特定取引 取引時確認必要 ・リスクが低いと評価した
取引については、取引モ
ニタリングの敷居値の緩
和（※３）

上記以外の取引（「敷居値以下の取引」、「簡素な
顧客管理が許容される取引」を含む）

取引時確認不要（※１）

高リスク取引

中リスク取引

低リスク取引

犯収法のリスク分類

（※１）「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」に該当する場合は、取引時確認必要。
（※２）「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」に該当する場合は、必要。
（※３）AML/CFTガイドラインにより求められる事項

「調査書の内容を勘案して犯罪収益のリスクが高いと認められるもの」については、犯罪収益移転危
険度調査書のリスク評価を前提として、自社・自行における取引の特定や疑わしい取引の届出の状
況等を勘案してリスク分類をすることになると考えられる。
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取引の種類 共通判断基準 追加的判断基準

新規顧客との特定業務に
係る取引

① 取引時確認の結果、当
該取引の態様その他
の事情を勘案すること

② 犯罪収益移転危険度
調査書の内容を勘案
すること

③ 一般的な取引の態様と
の比較（ピア・プロファ
イリング）

④ 当該顧客との過去の取
引との比較（ヒストリカ
ル・プロファイリング）

⑤ 取引時確認事項等との
整合性

※疑わしい取引の参考事
例も参照する。

既存顧客との特定業務に
係る取引

〇当該顧客等の確認記録、当該顧
客等に係る取引記録等、特定事業
者作成書面等による情報収集・分
析等により得た情報その他の当該
取引に関する情報を精査すること

高リスク取引
〇なりすまし・偽りの疑いがあ
る場合

〇イラン・北朝鮮に居住・所在
する者との特定取引

〇外国ＰＥＰｓとの間の特定取
引

〇顧客管理を行う上で特別の
注意を要する取引

〇犯罪収益移転危険度調査
書の内容を勘案してリスクの
高い取引

（既存顧客との特定業務に係る取
引については上記の追加的判断
事項も行う）
〇顧客・取引担当者への質問その
他の必要な調査
〇統括管理者・これに相当する者
の疑わしい点があるかの確認

疑わしい取引の判断基準
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犯収法上特定事業者に求められる体制整備（犯収法11条）

①取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置（※法的義務）
②使用人に対する教育訓練の実施

③取引時確認等の措置（取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出）の実
施に関する規程の作成

④取引時確認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の選
任

⑤自らが行う取引（新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。）につ
いて調査・分析し、および、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他
の当該調査・分析の結果を記録し、または記録した書面・電磁的記録（「特定事業者作成書
面等」）を作成し、必要に応じて見直しを行い、必要な変更を加えること。

⑥特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置を行うに際して必要な情報を
収集するとともに、当該情報を整理・分析すること。

⑦特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録および取引記録等を継続的に精査する
こと。

⑧顧客等との取引が高リスク取引（新規則２７条３号）に規定する取引に該当する場合には、
当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている職員に当該取引を行うことについて
統括管理者の承認を受けさせること。

⑨高リスク取引について、⑥により情報の収集・整理・分析を行ったときは、その結果を記載し
た書面・電磁的記録を作成し、確認記録または取引記録等と共に保存すること。

⑩取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する
職員として採用するために必要な措置を講ずること。

⑪取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。

②～⑪は努力義務



マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン
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サマリー

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

• 金融庁は、第3次相互審査において厳しい評価を受けた日本が再び低評価を受

けることを回避すべく、万全の対策で臨む方針であり、このたび、金融機関等への
モニタリングの強化を図るべく「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に
関するガイドライン」を公表するとともに、「監督指針」を改正した。（2018年2月6日
付）

• ガイドラインは、FATFが求める「リスクベース・アプローチ」と、経営陣の関与・理解

による全社的な管理態勢の構築を強く求めるものであり、金融機関としても未達
部分についての早急な対応が求められる。

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

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

②ガイドラインとのギャップ分析に基づく個別優先事項への対応

③役職員に対する教育・訓練
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ＦＡＴＦ第４次対日相互審査について

• FATF相互審査は、FATF「40の勧告」の実施状況を加盟国が相互に審査するもの。
現在第4次相互審査を順次実施中であり、日本に対する第4次相互審査は2019年
に実施予定。

• 第4次相互審査は、FATFの審査手順書に則り、①技術的遵守状況（Technical 
Compliance）と②有効性評価（Effectiveness）の両面について実施される。

• 技術的遵守状況は法令等の整備状況を評価するものであり、第4次相互審査で

新たに行われる有効性評価では、個別金融機関に対するオンサイト審査も実施さ
れる予定。

• 有効性評価では、国内法を遵守しているかではなく、FATFの評価メソドロジーに定
める審査項目（Immediate Outcomes）に沿った説明とエビデンスの提出が求めら
れる。

【第４次対日相互審査に係る日程】
2019年

３月頃 審査団メンバー決定
４～６月頃 対日相互審査開始（書面審査）
10月～11月 同 オンサイト審査実施（銀行経営陣へのインタビュー含む）

（新型コロナウィルスでスケジュール後ろ倒し）
2021年２月 対日相互審査報告書の討議・採択

４月頃 対日相互審査報告書の公表
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AML/CFTガイドラインの概要

 ガイドラインの位置付け

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

➢ 改正犯収法上では努力義務とされている事項が態勢整備の義務とされた。

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

 ガイドラインの主な内容

➢ 基本的な考え方

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

➢ リスクベース・アプローチに基づく態勢整備

・リスクベースアプローチとは

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

➢ 管理態勢とその有効性の検証・見直し

・方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（PDCA）

・経営陣の関与・理解

・経営管理（三つの防衛線の考え方）

・グループベースの管理態勢

・職員の確保・育成
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金融庁AML/CFTガイドラインで求められること

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【AML/CFTシステムの実効性の審査のためのメソドロジー】

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

件を遵守不能の制裁を伴う強制的な用語で規定し、管轄当局によっ
て発行または承認された規則、ガイドライン、指示書またはその他
の文書またはメカニズムを指す。 非遵守に関する制裁は、効果的で
比例していなくてはならない（勧告35参照）。
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金融庁ガイドラインの改正

『「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」
の一部改正（案）の公表について』

（令和２年１２月１１日 金融庁）

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

意見募集の締切：令和３年１月22日（金）17時00分（必着）

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


ガバナンス・管理態勢に関する改正

18
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PDCAサイクルによる見直し
（ガイドラインIII-1)

リスクベースによるAML/CFT管理態勢

リ
ス
ク
の
特
定

II-2(1)

リ
ス
ク
の
評
価

II-2(2)

顧客管理（CDD）

取引モニタリング

記録の保存

疑わしい取引の届出

ITシステムの活用

データ管理

ガイドライン II-2(3)「リスクの低減」

方針・手続・計画等の策定

ガバナンス態勢

職員の確保・育成

独立した検証（監査）

ガイドラインIII 「管理体制とその有
効性の検証・見直し」

PDCAサイクルによる見直し
（ガイドラインIII-1)

「リスクの低減」

リスクベース・アプローチ
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マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（PDCA）

現行 改正案

Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し
Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実
施・検証・見直し（PDCA）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務分野・営業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等 を

踏まえたリスクを勘案し、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、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、全社的に整合的な形で、これを適用すること

② リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なものと
なっているか、各部門・営業店等への監視等も踏まえつつ、不断に 検証を
行うこと

③ リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、リスク低減措置

の改善や管理部門による更なる措置の実施の必要性につき、検討するこ
と

④ 管理部門及び内部監査部門において、例えば、内部情報、内部通報、
職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理態勢の実効性の検証を
行うこと

⑤ 前記実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、
リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・手続・計画 等
や管理態勢等についても必要に応じ見直しを行うこと

【対応が期待される事項】

a. マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性・業容
等を踏まえ、必要に応じ、所管する専担部室を設置すること

b. 同様に、必要に応じ、外部専門家等によるレビューを受けること

（新設）

Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し
Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実
施・検証・見直し（PDCA）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務分野・営業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等 を

踏まえたリスクを勘案し、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、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、全社的に整合的な形で、これを適用すること

② リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なものと
なっているか、各部門・営業店等への監視等も踏まえつつ、不断に 検証を
行うこと

③ リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、リスク低減措置

の改善や当該リスクの許容度や金融機関等への影響に応じて、取扱いの
有無を含めた更なる措置の実施の必要性につき検討すること

④ 管理部門及び内部監査部門において、例えば、内部情報、内部通報、
職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理態勢の実効性の検証を
行うこと

⑤ 前記実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、
リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・手続・計画 等
や管理態勢等についても必要に応じ見直しを行うこと

【対応が期待される事項】

a. マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性・業容
等を踏まえ、必要に応じ、所管する専担部室を設置すること

b. 同様に、必要に応じ、外部専門家等によるレビューを受けること

c. マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の見直しや検証等について外部
専門家等のレビューを受ける際には、検証項目に照らして、外部専門
家等の適切性や能力について、外部専門家等を採用する前に、経営陣
に報告しその承認を得ること
また、必要に応じ、外部専門家等の適切性や能力について、内部監査

部門が事後検証を行うこと

• 「対応が求められる事項」として、リスク低減措置後の残存リスクが十分でない場合には、リスク低減措置を改善することのほか、当該リスクの許容度
や金融機関等への影響に応じて、商品・サービスの取扱いを中止することも検討することが明記された。

• 「対応が期待される事項」として、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の見直し・検証について外部専門家のレビューを受ける場合には、①採用前
に経営陣に報告し、承認を得ること、②外部専門家の適切性や能力について内部監査部門が事後検証を行うことが追記された。
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ガバナンス態勢

重要な経営課題としての位置付け

AML/CFT統括役員の選任

AML/CFT統括役員への情報提供

人材・予算等の適切な資源配分

AML/CFT担当役員・部門間の連携

AML/CFT関連研修への参加

リスクの特定・評価（方針・手続・計画の策定）
への関与

役職員の人事・報酬への勘案

経営陣➡主導的な関与

方針等の理解・リスク低減措置の実施

職員の責務等の説明・共有

営業部門（第１の防衛線）

管理態勢の有効性の独立の立場からの監視

第１線への十分な支援（情報提供・質疑応答）

主管部門・関係部門との情報共有・連携

知識・専門性を有する職員の配置

管理部門（第２の防衛線）

内部監査部門（第３の防衛線）

監査計画の策定

リスクに照らした監査対象・頻度・手法

非高リスク業務についての適切な監査

内部監査結果の報告・助言

知識・専門性を有する職員の配置

グループ全体

グループ一貫の方針の策定・整合性ある実施

グループ全体のリスク評価・情報共有

経営陣の主導的な関与
（方針・手続・計画等の策定・見直しの承認、

定期的・随時報告の受領・議論）
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経営陣による「主導的な」関与

現行 改正案

Ⅰ 基本的考え方
Ⅰ－１ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方
（略）

金融機関等においては、こうしたマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との
接点である営業部門において有効に機能するよう、経営陣の主体的な関与も含め
た地域・部門横断的なガバナンスにより、継続的に取組みを進める必要がある。

（略）
Ⅰ－２ 金融機関に求められる取り組み
(2) 経営陣の関与・理解

前記の管理態勢の構築に当たっては、マネロン・テロ資金供与リスクが経営上重
大なリスクになり得るとの理解の下、関連部門等に対応を委ねるのではなく、経営
陣が主体的かつ積極的にマネロン・テロ資金供与対策に関与することが不可欠で
ある。

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（１）リスクの特定
（略）
包括的かつ具体的な検証に当たっては、社内の情報を一元的に集約し、全
社的な視点で分析を行うことが必要となることから、マネロン・テロ資金供与対策に
係る主管部門に対応を一任するのではなく、経営陣の主体的かつ積極的な関与の
下、関係する全ての部門が連携・協働して、対応を進めることが必要である。

（略）
【対応が求められる事項】

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

Ⅲ－２ 経営陣の関与・理解
（略）

こうしたことを踏まえ、金融機関等の経営陣においては、自らのマネロン・テロ資金
供与対策に主体的かつ積極的に関与し、対応の高度化を推進していく必要がある。
（略）
【対応が求められる事項】
①～⑤（略）
⑥（新設）

Ⅰ 基本的考え方
Ⅰ－１ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方
（略）

金融機関等においては、こうしたマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との
接点である営業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与して地
域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関係部署が継続
的に取組みを進める必要がある。
（略）
Ⅰ－２ 金融機関に求められる取り組み
(2) 経営陣の関与・理解

前記の管理態勢の構築に当たっては、マネロン・テロ資金供与リスクが経営上重
大なリスクになり得るとの理解の下、関連部門等に対応を委ねるのではなく、経営
陣が、管理のためのガバナンス確立等について主導性を発揮するなど、マネロン・
テロ資金供与対策に関与することが不可欠である。

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（１）リスクの特定
（略）
包括的かつ具体的な検証に当たっては、社内の情報を一元的に集約し、全社的な
視点で分析を行うことが必要となることから、マネロン・テロ資金供与対策に係る主
管部門に対応を一任するのではなく、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての
部門の連携・協働を確保する必要がある。

（略）
【対応が求められる事項】
⑤ マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣が、主導性を発揮して関係する

全ての部門の連携・協働を確保した上で、リスクの包括的かつ具体的な検証を
行うこと

Ⅲ－２ 経営陣の関与・理解
（略）

こうしたことを踏まえ、金融機関等の経営陣においては、自らのマネロン・テロ資金
供与対策に主導的に関与し、対応の高度化を推進していく必要がある。
（略）
【対応が求められる事項】
①～⑤（略）
⑥ マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、

経営陣が承認するとともに、その実施状況についても、経営陣が、定期的及び随
時に報告を受け、必要に応じて議論を行うなど、経営陣の主導的な関与があるこ
と
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経営陣による「主導的な」関与

• 「経営陣の関与」について、「主体的（かつ積極的）な関与」から「主導的な関与」に文言が改められ
る。

• 「経営陣の主導的な関与」とは、「管理のためのガバナンス確立等」（Ｉ－２(2)）や「マネロン・テロ資金
供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣が承認するとともに、その実施
状況についても、経営陣が、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて議論を行う」（ＩＩＩ－２【対
応が求められる事項】⑥）をいう。

• 「マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等」には、リスク評価書や顧客受入方針なども含
まれ、経営陣の承認（取締役会やコンプライアンス会議等における承認）が必要になると考えられる。

• 「リスクの特定にあたっての包括的かつ具体的な検証」において、「関係する全ての部門の連携・協
働を確保」するためにも、「経営陣の主導性」が求められる（Ⅱ－２（１）【対応が求められる事項】⑥）。

• 取締役会において、役員であるコンプライアンス部長をAML/CFTの担当役員に任命し、リスク評価
書の策定、方針・手続・計画の策定についてコンプライアンス部長決裁として一任する。

➡これでは、従前と変わらない。リスク評価書や重要な社内規程の制定については、取締役会やコ
ンプライアンス委員会等の決裁とすべき。
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その他の「経営陣の関与」の追加事項

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ⅵ） IT システムの活用
【対応が求められる事項】
② 経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析し、より効率的効果的かつ

迅速に行うために、IT システムの活用の可能性を検討すること

Ⅲ管理態勢とその有効性の検証・見直し
Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（PDCA）
【対応が期待される事項】
c. マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の見直しや検証等について外部専門家等のレビューを受け

る際には、検証項目に照らして、外部専門家等の適切性や能力について、外部専門家等を採用す
る前に、経営陣に報告しその承認を得ること
また、必要に応じ、外部専門家等の適切性や能力について、内部監査部門が事後検証を行うこと
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経営陣の関与・理解（ガイドラインIII-２）（改正後）

【対応が求められる事項】

① マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題の一つ として位置付けること

② 役員の中から、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者を任命し、職務を全うするに足る必要
な権限等を付与すること

③ 当該役員に対し、必要な情報が適時・適切に提供され、当該役員が金 融機関等におけるマネロン・テ
ロ資金供与対策について内外に説明できる態勢を構築すること

④ マネロン・テロ資金供与対策の重要性を踏まえた上で、所管部門への 専門性を有する人材の配置及び
必要な予算の配分等、適切な資源配分を行うこと

⑤ マネロン・テロ資金供与対策に関わる役員・部門間での連携の枠組みを構築すること

⑥ マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣が承認するとと

もに、その実施状況についても、経営陣が、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて議論を行うな
ど、経営陣の主導的な関与があること

⑦ 経営陣が、職員へのマネロン・テロ資金供与対策に関する研修等につき、自ら参加するなど、積極的に
関与すること

【対応が期待される事項】

a. 役職員の人事・報酬制度等において、マネロン・テロ資金供与対策の 遵守・取組み状況等を適切に勘
案すること
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職員の確保、育成等

現行 改正案

Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し
Ⅲ－５ 職員の確保、育成等
【対応が求められる事項】
① マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割

に応じ て、必要とされる知識、専門性のほか、研修等を経た上
で取引時確認等 の措置を的確に行うことができる適合性等に
ついて、継続的に確認すること

② 取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員が、
その役 割に応じて的確に理解することができるよう、分かりや
すい資料等を用 いて周知徹底を図るほか、適切かつ継続的な
研修等を行うこと

③ 当該研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に
応じ最 新の法規制、内外の当局等の情報を踏まえたものであ
り、また、職員等 への徹底の観点から改善の余地がないか分
析・検討すること

④ 研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職
員等に対するフォローアップ等の方法により、確認すること

⑤ 全社的な疑わしい取引の届出状況や、管理部門に寄せられる
質問内容・気づき等を営業部門に還元するほか、営業部門内
においてもこうした情報を各職員に的確に周知するなど、営業
部門におけるリスク認識を深めること

Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し
Ⅲ－５ 職員の確保、育成等
【対応が求められる事項】
① マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割

に応じ て、必要とされる知識、専門性のほか、研修等を経た上
で取引時確認等 の措置を的確に行うことができる適合性等に
ついて、継続的に確認すること

② 取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員が、
その役 割に応じて的確に理解することができるよう、分かりや
すい資料等を用 いて周知徹底を図るほか、適切かつ継続的な
研修等を行うこと

③ 当該研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に
応じ最 新の法規制、内外の当局等の情報を踏まえたものであ
り、また、職員等 への徹底の観点から改善の余地がないか分
析・検討すること

④ 研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職
員等に対するフォローアップ等の方法により確認し、新たに生じ
るリスク等も加味しながら、必要に応じて研修等の受講者・回
数・受講状況・内容等を見直すこと

⑤ 全社的な疑わしい取引の届出状況や、管理部門に寄せられる
質問内容・気づき等を営業部門に還元するほか、営業部門内
においてもこうした情報を各職員に的確に周知するなど、営業
部門におけるリスク認識を深めること

• 研修等の効果について、検証・フォローアップ等を通じて確認するだけでなく、新たに生じたリスクも加味して、必要
に応じて研修等の受講者・回数・受講状況・内容等を見直すこと（PDCA)が求められることになる。



リスクベース・アプローチに関する改正
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リスクベース・アプローチの意義の明確化

• リスクベース・アプローチとは、マネロン・テロ資金供与の固有リスクを特定・評価し、リス
ク低減措置を講ずることにより、残存リスクをリスク許容度まで低減させることであること
が明確化された。

• 弊職の経験上、金融庁は、「リスク評価書」の策定において、特定・評価された「固有リス
ク」について、「リスク低減措置」を講じた後の「残存リスク」が「高リスク」・「中リスク」に留
まることは許容せず、「低リスク」まで低減させることを求めている。すなわち、「リスク許
容度」としては、「低リスク」と言えるところまで低減することが求められる。

• 「リスク許容度」まで「残存リスク」を低減できない場合や金融機関へのレピュテーション
の影響がある場合等には、当該顧客との取引を謝絶したり、当該商品・サービスの取扱
い自体取り止めることを検討する必要がある。

現行 改正案

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－１ リスクベース・アプローチの意義

マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチと
は、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・
評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策
を講ずることをいう。

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の
策定・実施・検証・見直し（PDCA）
（略）
【対応が求められる事項】
①～②（略）
③ リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、リスク

低減措置の改善や管理部門による更なる措置の実施の必要性
につき、検討すること

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－１ リスクベース・アプローチの意義

マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチと
は、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・
評価し、これをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、
当該リスクに見合った対策を講ずることをいう。

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の
策定・実施・検証・見直し（PDCA）
（略）
【対応が求められる事項】
①～②（略）
③ リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、当該リ

スクの許容度や金融機関等への影響に応じて、取扱いの有無
を含めたリスク低減措置の改善や更なる措置の実施の必要性
につき検討すること
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リスクの特定

現行 改正案

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（削除）

• 新たな商品・サービスを取り扱う場合や新たな技術を活用して行う取引を行う場合の商品・サービス提供前の事前検証のポイントとして、当該商品・
サービスのリスクの検証だけでなく、「その提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含め」マネロン・テロ資金供与
リスクを検証することが求められることになる。

• 「疑わしい取引の届出の届出状況の分析」は、「リスクの特定」の「対応が期待される事項」とされていたが、改正後は、「リスクの評価」において分析の
結果を考慮することが「対応が求められる事項」とされる。
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リスクの評価
現行 改正案

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

則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき評価を実施すること

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

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

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

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

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

プ）、これを機動的に見直すこと

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プ）、これを機動的に見直すこと

• 現行ガイドラインでは、「疑わしい取引の届出の届出状況の分析」は、「リスクの特定」の「対応が期待される事項」とされているが、
改正後は、「リスクの評価」において分析の結果を考慮することが「対応が求められる事項」とされる。
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リスクの特定・評価（先進的な取組み事例の削除）

【先進的な取組み事例】 （削除）

• リスクの特定・評価について、以下のように、管理部門において、粒度の細 かい
定量情報を用いてリスク評価を行いつつ、営業部門の意見等の定性情 報も適切
に組み合わせて、管理部門・営業部門等を通じ全社的に一貫したリ スク評価を実
施している事例。

• 具体的には、管理部門において、疑わしい取引の届出件数等の定量情報 につい

て、総数のほか、店舗・届出要因・検知シナリオ別等のより粒度の細かい指標を
収集し、こうした指標の大きさや変化を、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧
客属性等別のリスクの高低に反映させ、第一次的なリスク 評価を実施している。

• こうした定量情報を用いた第一次的リスク評価を前提としながら、営業部 門等に
おける日々の業務執行を踏まえた取引類型や顧客類型別等の定性 的リスク評

価を、全営業部門等から質問状等で確認・集約し、当該定性情報を用いて、前記
の第一次的リスク評価を修正し、最終的なリスク評価を確定している。

【削除の理由】

• 疑わしい取引の届出件数等の定量情報についての分析は、改正により「リスクの
評価」の「対応が求められる事項」となるため、先進的な取組みとまでは言えなく
なったためではないかと考えられる。
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リスクの低減措置（金融庁ガイドライン）

１．顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD)

２．取引モニタリング・フィルタリング

３．記録の保存

４．疑わしい取引の届出

５．ITシステムの活用

６．データ管理（データ・ガバナンス）
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顧客管理（金融庁ガイドライン）

【対応が必要な事項】

①リスクの特定・評価に基づく顧客受入方針の策定

②顧客受入方針の策定における顧客に関する様々な情報の勘案

③顧客・実質的支配者の本人確認事項・取引目的等の調査における信頼に足る証跡

④制裁リストへの照合による国内外の制裁に係る法規制の遵守その他必要な措置

⑤データベース・システムの導入など合理的な方法による高リスク顧客を検知する枠組み

⑥高リスク顧客に対する厳格な顧客管理（EDD)

・資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、追加的情報の入手

・取引の実施につき、上級管理職の承認の取得

・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

⑦低リスク顧客に対する簡素な顧客管理（SDD)

⑧営業実態や所在地等を把握するなど追加的な措置

⑧継続的な顧客管理

⑨取引の謝絶等のリスク遮断措置

【対応が期待される事項】

(a) 顧客リスク格付の導入・見直し

(b) 直接面談、実地調査等の追加的措置

(a)   団体顧客のリスク評価（グループ全体のリスク評価）
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危険性が著しく高
い

[国・地域]
イラン、北朝鮮

危険性が高い [取引形態]
・非対面取引
・現金取引
・外国との取引
[国・地域]※隣接国経由の間接的な取引も留意（中国東北３県➡北朝鮮、トルコ➡シリア）
該当なし・・・ＦＡＴＦ改善プロセス（エチオピア、パキスタン、セルビア、スリランカ、シリア、トリニダード・トバゴ、チュニジア、イエメン
[顧客属性]
・反社会的勢力
・国際テロリスト
・非居住者
・外国ＰＥＰs
・実質的支配者が不透明な法人

危険性がある

※取引時の状況
や顧客の属性等
に関して他の要素
が伴う取引は危
険性が増す

[預金取扱金融機関の商品・サービス]
・口座、預金取引、為替取引、貸金庫並びに手形及び小切手
[保険会社の商品・サービス]
・貯蓄性のある保険商品
[金融商品取引業者・商品先物取引業者の商品・サービス]
・株式、債券、投資信託等の金融商品への投資、鉱物や農産物等に係る商品先物取引への投資
[信託銀行・信託会社の商品・サービス]
・信託
[貸金業者のサービス]
・貸付け
[資金移動業者のサービス]
・資金移動サービス
[暗号資産交換業者のサービス]
・暗号資産
[外貨両替業者のサービス]
・外貨両替
[ファイナンスリース業者のサービス]
・ファイナンスリース
[クレジットカード業者のサービス]
・クレジットカード
[宅地建物取引業者の商品・サービス]
・不動産

令和２年犯罪収益移転危険度調査書
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

商品・サービス 取引形態

顧客属性 国・地域



36

顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

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

取引形態
• 遠隔地の支店の顧客

• 多額の現金取引（現金入金後１
週間後の口座取引）

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

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

• 法人の役員・実質的支配者に
制裁対象者と同じ名前

• 留学生・短期在留者
• 外国PEPs

国・地域
• イラン・北朝鮮

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

• 中国東北３省（遼寧・吉林・黒竜
江省）

• トルコ（テロ周辺国）

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

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

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

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

（例）「相続」の根拠となる遺産分割協議書や遺言書を求める。

• 取引について営業店の上席者や本部に報告する。

✓ 疑わしい取引の届出をするか判断を仰ぐ。

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

金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」
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顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD)
現行 改正案

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

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

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

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

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

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

ないか検討すること
（新設）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

特に、取引モニタリング・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
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リスクに応じた顧客管理

「商品・サービス」「取引形態」「国・地域」「顧客属性」に対するリスク評価の結果を踏まえて、全ての顧客について残存リ
スクが「リスク許容度」の範囲内になるまで、リスクに応じた顧客管理措置が必要（➡顧客リスク格付もこの中に含まれ得
ると考えられる。）

①より厳格な顧客管理（EDD）

②簡素な顧客管理（SDD）

③継続的顧客管理措置に照らした取引モニタリング・フィルタリング

◼ リスクに応じたより厳格な顧客管理（Enhanced Due Diligence：EDD）を行うことが求められる一方、リスクが低
いと判断した場合には、リスクに応じた簡素な顧客管理 （Simplified Due Diligence：SDD）を行う
【対応が求められる措置】
• 国内外の制裁に係る法規制等の遵守などについてリスクに応じて必要な措置（顧客及びその実質的支配者の

氏名と関係当局による制裁リスト等との照合など）を講ずる。
• 商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果

（Ⅱ‐２（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客についてリスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を
顧客のリスク評価に応じて判断すること

• リスクに応じたより厳格な顧客管理（EDD）を実施
①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
②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
③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
④当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、リスク評価の厳格化等が必要でないか検討すること

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

• 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。
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顧客管理：営業実態・所在地等の把握

【対応が求められる事項】 （新設）

⑧ 顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではないなどのリスクが高い取

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

【対応が期待される事項】（削除）

b. 顧客の営業実態、所在等が取引の態様等に照らして不明瞭であるなどのリスクが高い取引等について、

必要に応じ、取引開始前又は多額の取引等に際し、例えば、顧客やその実質的支配者との直接の面
談、営業拠点がない場合における実地調査等、追加的な措置を講ずること

※現在、「対応が期待されている事項」として、「顧客の営業実態、所在等が取引の態様等に照らして不明
瞭であるなどのリスクが高い取引」について、「取引開始前又は多額の取引等に際し」、「顧客やその実
質的支配者との直接の面談や営業拠点がない場合における実地調査等の追加的な措置」を講ずるこ
とが規定されているが、これが削除され、改正後は、「対応が求められる事項」として、「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」について、
「取引開始前又は多額の取引等に際し」、 「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」を講ずることが規定されることになる。実質的に内容がほとんど同じ
ことが「対応が期待される事項」から「対応が求められる事項」へと変更されることになる。

※「営業実態や所在地等の把握」の方法としては、「顧客やその実質的支配者との直接の面談」や「実地
調査」のほか、Google ストリートビューでの調査などが考えられる。
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顧客管理（顧客リスク格付の明記の廃止)
現行 改正案

【対応が期待される事項】
（新設）

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

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

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

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

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

その上で、リスクが高い顧客に対しては、取引モニタリングシステムによる 異常取引検
知の敷居値を下げる、外部データ等を活用し、不芳情報の確認 の頻度を増加させるな
ど、実態に応じたリスクの低減に努めている。加えて、 定期的に質問状を発送する、場
合によっては往訪・面談を行うなどにより、当 初の取引目的と現在の取引実態との齟齬
等を確認している。

【先進的な取組み事例】
顧客のリスク格付について、それを算定するモデルやシステムが全社的な リスクの特

定・評価の結果を適切に反映しているか、リスク格付の判定結果 が個々の顧客のリスク
を適切に示しているか、リスク格付に対応する低減措 置がリスクに見合った適切なもの
であるかなどの視点から、IT とマネロン・テ ロ資金供与対策の双方の知見を有する管理
部門内の専門チームが定期的 に検証するなどにより、顧客リスク格付を通じた顧客管
理の実効性を高めて いる事例。

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨やその地位・職務、離職後 の経過期

間、取引目的等について照会し、その結果や居住地域等を踏まえ て、一般の顧客リスク
格付を更に細分化した外国 PEPs リスク格付を導入・ 付与し、当該格付に応じて各顧客
の調査範囲や頻度等を調整するなど、外国PEPs に対し、マネロン・テロ資金供与リスク
の程度に応じて、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。

【対応が期待される事項】
a. 団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体のみならず、当該団体が形

成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘案
すること

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨、その地位・職務、離職している場合

の離職後の経過期間、取引目的等について顧客に照会し、その結果や居住地域等を踏
まえ て、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。
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顧客管理（顧客リスク格付の明記の廃止)
現行 改正案

【対応が期待される事項】
（新設）

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

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

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

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

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

その上で、リスクが高い顧客に対しては、取引モニタリングシステムによる 異常取引検
知の敷居値を下げる、外部データ等を活用し、不芳情報の確認 の頻度を増加させるな
ど、実態に応じたリスクの低減に努めている。加えて、 定期的に質問状を発送する、場
合によっては往訪・面談を行うなどにより、当 初の取引目的と現在の取引実態との齟齬
等を確認している。

【先進的な取組み事例】
顧客のリスク格付について、それを算定するモデルやシステムが全社的な リスクの特

定・評価の結果を適切に反映しているか、リスク格付の判定結果 が個々の顧客のリスク
を適切に示しているか、リスク格付に対応する低減措 置がリスクに見合った適切なもの
であるかなどの視点から、IT とマネロン・テ ロ資金供与対策の双方の知見を有する管理
部門内の専門チームが定期的 に検証するなどにより、顧客リスク格付を通じた顧客管
理の実効性を高めて いる事例。

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨やその地位・職務、離職後 の経過期

間、取引目的等について照会し、その結果や居住地域等を踏まえ て、一般の顧客リスク
格付を更に細分化した外国 PEPs リスク格付を導入・ 付与し、当該格付に応じて各顧客
の調査範囲や頻度等を調整するなど、外国PEPs に対し、マネロン・テロ資金供与リスク
の程度に応じて、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。

【対応が期待される事項】
a. 団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体のみならず、当該団体が形

成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘案
すること

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

【先進的な取組み事例】
外国 PEPs について、外国 PEPs に該当する旨、その地位・職務、離職している場合

の離職後 の経過期間、取引目的等について顧客に照会し、その結果や居住地域等を
踏まえ て、よりきめ細 かい継続的顧客管理を実施している事例。

顧客リスク格付について、「対応が期待される事項」や「先進的な取組み事例」における明
記をやめることにしたのは、「対応が求められる事項」として、『商品・サービス、取引形態、
国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果（Ⅱ‐２
（２）で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客についてリスク評価を行うとともに、講ずべき
低減措置を顧客のリスク評価に応じて判断すること』とされているため、この中に顧客リスク
格付も含まれるからであると考えられる。「全ての顧客」とあるとおり、「顧客類型」ごとのリ
スク評価ではなく、「個別の顧客」ごとのリスク評価をする必要がある。
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顧客リスク格付をする理由

44444444444444

金融機関

顧客Ａ 顧客Ｂ 顧客Ｃ

白井正人・渡邉雅之「マネー・ローンダリング対策ブック」（レクシスネクシス）

【国籍】日本
【職業】会社員
【取引】海外送金中心
【その他】送金先はハイリスク国

【国籍】Ｘ国
【職業】カジノ事業者
【取引】定期預金のみ
【その他】多額の金融資産あり

【国籍】Ｙ国（ハイリスク国）
【職業】学生（日本に留学中）
【取引】普通預金のみ
【その他】父親が政府高官

個々の顧客が持つマネー・ローンダリングリスクは１つの要素だけでは判断でき
ない。
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顧客リスク格付のイメージ

45454545454545

ファクターＡ リスクウェイトＡ ファクターＡのスコア

ファクターＢ リスクウェイトＢ ファクターＢのスコア

＝

＝

×

×

ファクターＣ リスクウェイトＣ ファクターＣのスコア× ＝

ファクターＤ リスクウェイトＤ ファクターＤのスコア× ＝

＋

＋

＋

顧客のスコア

算出されたスコアが〇〇点以
上ならば「ハイリスク顧客」

白井正人・渡邉雅之「マネー・ローンダリング対策ブック」（レクシスネクシス）
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団体の顧客についてのリスク評価

「顧客管理」の【対応が求められる事項】 として、「a. 団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該

団体のみならず、当該団体が形成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供
与リスクを勘案すること」が新たに追加される。

※令和２年犯罪収益移転危険度調査書120頁

• 近年、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的に又は常習的に
暴力的不法行為等を行っている集団（以下「準暴力団」という。）が、特殊詐欺、組織窃盗等の違法な
資金獲得活動を活性化させている。準暴力団には、暴力団との関係を持つ実態も認められ、違法な資
金獲得活動によって蓄えた潤沢な資金の一部を暴力団に上納するとともに、自らが行う風俗営業等の
事業資金や他の違法な資金獲得活動の原資に充てるなどして、勢力の維持・拡大を図っている状況
がみられる。

• 準暴力団は、暴走族の元構成員や非行集団に属する者等のつながりによって集団を形成するものも
あれば、暴力団構成員等がそれらの者を巧みに取り込んで暴力団の下部組織のようにして集団を形
成するものもあり、代表的なものとしては関東連合OBグループ、チャイニーズドラゴン等が挙げられる。

• また、準暴力団は、特殊詐欺、組織窃盗、ヤミ金融、賭博、みかじめ料の徴収や薬物密売等の違法行
為のほか、繁華街におけるいわゆるキャバレークラブ、ガールズバー等の風俗営業、その他飲食業、
建設業、不動産業、格闘技イベントの開催等の事業活動によって資金を得ている実態も認められる。
さらにそれらの事業活動においては、暴力団等を後ろ盾として、不当な金員要求を行っている例もみら
れる。

• このように暴力団と準暴力団は結託するなどして、暴力団対策法や暴力団排除条例等の規制を逃れ
つつ、巧みに資金を獲得している状況がみられることから、これらの資金獲得活動の実態を的確に把
握するためには、官民連携による総合的な対応が求められる。
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取引モニタリングシステム・フィルタリングシステム

 取引モニタリングシステム

⇒口座・取引単位、顧客単位の振る舞いに着目して、ある種のロジックにより、当
局に届け出るべき「疑わしい取引」の可能性の高い取引を抽出し、「アラート」を
発するためのシステム

⇒「ルールベース」の検知ロジック（例：金額ＸＸ円、ＹＹ回以上）、プロファイリング
（①ピアー・プロファイリング（例：ある種の顧客の一群が月１０回送金するところ
３０回送金）

②ヒストリカル・プロファイリング（例：同一顧客が平均月10回送金するところ30
回送金）

 取引フィルタリングシステム

⇒我が国の資産凍結リストや米国のＯＦＡＣ－ＳＤＮリストのように、法令上取引
を行うことが禁じられた者との取引を意図せずに行わないためのチェック。ＰＥＰ
sのシステムなども。

47474747474747
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取引モニタリング・フィルタリング
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ii） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
【対応が求められる事項】
ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客のリスク評

価を見直すこと

（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング
【対応が求められる事項】
① 取引類型に係る自らのリスク評価も踏まえながら、個々の取引につい て、

異常取引や制裁対象取引を検知するために適切な取引モニタリング・ フィ
ルタリングを実施すること

（新設）

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（ii） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
【対応が求められる事項】
ホ. 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価

を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講じること

特に、取引モニタリング・フィルタリングにおいては、継続的な顧客管理
を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること

（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング
【対応が求められる事項】
① 疑わしい取引の届出につながる取引等について、リスクに応じて検知す

るため、以下を含む、取引モニタリングに関する適切な体制を構築し、整
備すること
イ． 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定す

ること
ロ． 上記イの基準に基づく検知結果や疑わしい取引の届出状況等を踏 ま

え、届出をした取引の特徴（業種・地域等）や現行の抽出基準（シナリ

オ・敷居値等）の有効性を分析し、シナリオ・敷居値等の抽出基準に
つ いて改善を図ること

② 制裁対象取引について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取
引フィルタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること
イ.   取引の内容（送金先、取引関係者（その実質的支配者を含む）、輸出

入品目等）について照合対象となる制裁リストが最新のものとなって
いるか、及び制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定と
なって いるかを検証するなど、的確な運用を図ること

ロ． 国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された

際には、遅滞なく照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵
守 その他リスクに応じた必要な措置を講ずること

• 取引モニタリング・フィルタリングで実行すべきことが明確化される。「（vi）ITシステムの活用」に記載されていた事項を統合。

• 「取引モニタリング」については、①リスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準の設定、②①による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・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・敷居値等の改善を図ること、③継続的な顧客管理
を踏まえ見直した顧客リスク評価の適切な反映が求められる。

• 「取引フィルタリング」については、①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、およ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、②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、遅滞なく照合すること等が求められる。
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疑わしい取引の届出
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（v） 疑わしい取引の届出
【対応が求められる事項】
① 顧客の属性、取引時の状況その他金融機関等の保有している具体的な

情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切な検
討・判断が行われる態勢を整備し、法律に基づく義務を履行するほか、届
出の状況等を自らのリスク管理態勢の強化にも必要に応じ活用すること

② 金融機関等の業務内容に応じて、IT システムや、マニュアル等も活用し

ながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知・監視・分析する態勢を構築
すること

③ 疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、外
国 PEPs 該当性、顧客が行っている事業等の顧客属性、取引に係る国・地

域、顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態様その他の事情を考
慮すること

④ 既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取
引の該当性の確認・判断を適切に行うこと

⑤ 疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直
ちに行う態勢を構築すること

⑥ 実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の実

効性を検証し、必要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見直す
こと

⑦ 疑わしい取引の届出を複数回行うなど、疑わしい取引を契機にリスクが

高いと判断した顧客について、当該リスクに見合った低減措置を適切に実
施すること

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（v） 疑わしい取引の届出
【対応が求められる事項】
① 顧客の属性、取引時の状況その他金融機関等の保有している具体的な

情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切な検
討・判断が行われる態勢を整備し、法律に基づく義務を履行するほか、届
出の状況等を自らのリスク管理態勢の強化にも必要に応じ活用すること

② 金融機関等の業務内容に応じて、IT システムや、マニュアル等も活用し

ながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知・監視・分析する態勢を構築
すること

③ 疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、疑

わしい取引の参考事例、自らの過去の疑わしい取引の届出事例等も踏ま
えつつ、外国 PEPs 該当性、顧客属性、当該顧客が行っている事業、顧客

属性・事業に照らした取引金額・回数等の取引態様その他の事情を考慮
すること

④ 既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取
引の該当性の確認・判断を適切に行うこと

⑤ 疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直
ちに行う態勢を構築すること

⑥ 実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の実

効性を検証し、必要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見直す
こと

⑦ 疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧

客リスク評価を見直すとともに、当該リスク評価に見合った低減措置を適
切に実施すること

• 疑わしい取引の該当性について、「国によるリスク評価の結果」（犯罪収益移転危険度調査書）のほか、①疑わしい取引の参考事例、②自らの過去の疑
わしい取引の届出事例等も踏まえつつ、③外国 PEPs 該当性、④顧客属性、⑤当該顧客が行っている事業、⑥顧客属性・事業に照らした取引金額・回
数等の取引態様その他の事情を考慮することが明確化。（犯収法の疑わしい取引の届出基準に追加）

• 「疑わしい取引の届出」を契機に「リスクが高い」との判断は複数回行われる場合に限らず、１回だけでもあり得る。

• 「疑わしい取引の届出」により「リスクが高いと判断した顧客」について行うべき事項として、①顧客リスク評価の見直し、②当該リスク評価に見合ったリ
スク低減措置であることを明確化。
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取引の種類 共通判断基準 追加的判断基準

新規顧客との特定業務に係る取引 ① 取引時確認の結果、顧客属性・事業に
照らした取引金額・回数等の当該取引
の態様その他の事情を勘案すること

② 犯罪収益移転危険度調査書の内容を
勘案すること

③ 一般的な取引の態様との比較（ピア・プ
ロファイリング）

④ 当該顧客との過去の取引との比較（ヒ
ストリカル・プロファイリング）

⑤ 取引時確認事項等との整合性

※改正金融庁ガイドライン
以下の事情も勘案
• 疑わしい取引の参考事例
• 自らの過去の疑わしい取引の届出事例
• 外国 PEPs 該当性
• 顧客属性
• 当該顧客が行っている事業

既存顧客との特定業務に係る取引 〇当該顧客等の確認記録、当該顧客
等に係る取引記録等、特定事業者作
成書面等による情報収集・分析等によ
り得た情報その他の当該取引に関す
る情報を精査すること

高リスク取引
〇なりすまし・偽りの疑いがある場
合

〇イラン・北朝鮮に居住・所在する
者との特定取引

〇外国ＰＥＰｓとの間の特定取引
〇顧客管理を行う上で特別の注意
を要する取引

〇犯罪収益移転危険度調査書の
内容を勘案してリスクの高い取引

（既存顧客との特定業務に係る取引に
ついては上記の追加的判断事項も行
う）
〇顧客・取引担当者への質問その他
の必要な調査
〇統括管理者・これに相当する者の疑
わしい点があるかの確認

疑わしい取引の判断基準
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ITシステムの活用①
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
（略）

また、IT システムの的確な運用により、異常な取引の自動的な検知や、
顧客・取引の傾向分析、顧客のリスク格付等が可能となるほか、検知の 前
提となるシナリオの設定・追加や、敷居値の柔軟な変更等、金融機関 等の
マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の強化が容易となる。
（略）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を 検

討し、システム対応については、後記②から⑦の事項を実施すること
② 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定する

など、自らの IT システムを取引モニタリング等のマネロン・テロ資金供与
対策の有効な実施に積極的に活用すること

③ 自らが導入しているマネロン・テロ資金供与対策に係る IT システム の設

計・運用等が、自らが行うリスクの評価に見合ったものとなっているか定
期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ IT システムやその設計・
運用等について改善を図ること

④ 取引の特徴（業種・地域等）や抽出基準（シナリオ・敷居値等）別の 検知

件数・疑わしい取引の届出件数等について分析を行い、システム検知以
外の方法で得られた情報も踏まえながら、シナリオ・敷居値等の抽 出基
準について改善を図ること

⑤ 取引フィルタリングシステムについては、送金先や輸出入品目等につい

ての制裁リストが最新のものとなっているか検証するなど、的確な運用
を図ること

⑥ 内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有効性
を検証すること

⑦ 他の金融機関等と共通の委託先に外部委託する場合や、共同システム
を利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等に

ついて分析を行い、当該分析結果を反映した委託業務の実施状況の検
証、必要に応じた独自の追加的対応の検討等を行うこと

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用

（略）
また、IT システムの的確な運用により、大量の取引の中から、異常な取引

を自動的かつ迅速に検知することや、その前提となるシナリオや敷居値をリ
スクに応じて柔軟に設定、変更等することが可能となるなど、リスク管理の
改善が図られる可能性がある。

（略）
【対応が求められる事項】
① 自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を検

討し、システム対応については、後記②から⑤の事項を実施すること
② 経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析

し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、IT システムの活用の可能
性を検討すること

③ マネロン・テロ資金供与対策に係る IT システムの導入に当たっては、IT 

システムの設計・運用等が、マネロン・テロ資金供与リスクの動向に的確
に 対応し、自らが行うリスク管理に見合ったものとなっているか検証する

とともに、導入後も定期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ改
善を図 ること

（削除）

（削除）

④ 内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有効性
を検証すること

⑤ 外部委託する場合や共同システムを利用する場合であっても、自らの取
引の特徴やそれに伴うリスク等に ついて分析を行い、必要に応じ、独自
の追加的対応の検討等を行うこと
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ITシステムの活用②
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
【先進的な取組み事例】

以下のように、リスク評価やリスク格付の機動的修正・更新等を可能とす
る IT システムの長所を有効に活用し、低減措置の機動性・実効性を高めて
いる事例。

具体的には、リスク評価やリスク格付を担当する部門内に、データ分析の
専門的知見を有する者を配置し、個々の顧客情報や取引情報をリアルタイ
ムに反映するなど、リスク評価やリスク格付の結果を機動的に修正・更新で
きる態勢を構築している。

これらの修正・更新を通じて、検知する異常取引の範囲や数量等を調整
する、振込禁止設定等により一定の取引を制限するなど、マネロン・テロ資
金供与リスクの程度に応じて、低減措置を機動的に変更している。

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（３）リスクの低減
（vi） ITシステムの活用
【先進的な取組み事例】

顧客リスク評価を担当する部門内に、データ分析の専門的知見を有する
者を配置し、個々の顧客情報や取引情報をリアルタイムに反映している事
例。

• 「ITシステムの活用」として顧客リスク格付けの明記をやめる。
• 経営陣がマネロン・テロ資金供与対策に係るITシステムの活用の可能性を検討すること

を明記。
• 「取引モニタリング・フィルタリング」に関する事項を「（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリン

グ」に統合。
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FinTech等の活用
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（５）FinTech 等の活用
（略）

こうした新技術のマネロン・テロ資金供与対策への活用は、今後も大きな
進展 が見込まれるところであり、金融機関等においては、当該新技術の有
効性を積 極的に検討し、他の金融機関等の動向や、新技術導入に係る課
題の有無等も 踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対策の高度化や効率
化の観点から、こう した新技術を活用する余地がないか、前向きに検討を
行っていくことが期待される。
（略）
【対応が期待される事項】

a. 新技術の有効性を積極的に検討し、他の金融機関等の動向や、新技
術 導入に係る課題の有無等も踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対
策 の高度化や効率化の観点から、こうした新技術を活用する余地がな
いか、 前向きに検討を行うこと

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（５）FinTech 等の活用

（略）
こうした新技術のマネロン・テロ資金供与対策への活用は、今後も大きな

進展 が見込まれるところであり、金融機関等においては、当該新技術の有
効性を積 極的に検討し、他の金融機関等の動向や、新技術導入に係る課
題の有無等も 踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対策の高度化や効率
化の観点から、こう した新技術を活用する余地がないか、その有効性も含
めて必要に応じ、検討を行っていくことが期待される。
（略）
【対応が期待される事項】

a. 新技術の有効性を積極的に検討し、他の金融機関等の動向や、新技
術 導入に係る課題の有無等も踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対
策 の高度化や効率化の観点から、こうした新技術を活用する余地がな
いか、 その有効性も含めて必要に応じ、検討を行うこと

• 「FinTech等の活用」について、「対応が期待される事項」とされている点については変更はないが、

「前向きに」から「その有効性も含めて必要に応じ」という表現に変わることにより、より積極的に
FinTechを活用することが期待される。
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海外送金等を行う場合の留意点（海外送金等）
現行 改正案

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（４）海外送金等を行う場合の留意点
（新設）
（略）
【対応が求められる事項】
① 海外送金等をマネロン・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

みの下で位置付け、リスクベース・アプローチに基づく 必要な措置を講ずること
② 海外送金等のリスクを送金先等の金融機関等が認識できるよう、仕 向・中継金融機

関等が、送金人及び受取人の情報を国際的な標準も踏まえて中継・被仕向金融機
関等に伝達し、当該金融機関等は、こうした情 報が欠落している場合等にリスクに
応じた措置を講ずることを検討すること

③ 自ら海外送金等を行うためにコルレス契約を締結する場合には、犯収 法第９条、第
11 条及び同法施行規則第 28 条、第 32 条に掲げる措置を 実施するほか、コルレス
先におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理 態勢を確認するための態勢を整備し、
定期的に監視すること

（新設）

（新設）

④ コルレス先が架空銀行であった場合又はコルレス先がその保有する 口座を架空銀行
に利用されることを許容していた場合、当該コルレス先 との契約の締結・維持をしな
いこと

⑤ 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取引時確認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

（新設）

⑥ 他の金融機関等に海外送金等を委託等する場合においても、当該海外 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
位置付け、リスクの特定・評価・低減の措置を 着実に実行すること

【対応が期待される事項】
a. 様々なコルレス先について、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、現地当局の監督等を踏まえた 上でリスク格付を行い、リス
クの高低に応じて定期的な監視の頻度等に 差異を設けること

Ⅱリスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（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 海外送金等をマネロン・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

みの下で位置付け、リスクベース・アプローチに基づく 必要な措置を講ずること
② 海外送金等のリスクを送金先等の金融機関等が認識できるよう、仕 向・中継金融機

関等が、送金人及び受取人の情報を国際的な標準も踏まえて中継・被仕向金融機
関等に伝達し、当該金融機関等は、こうした情 報が欠落している場合等にリスクに
応じた措置を講ずることを検討すること

③ 自ら海外送金等を行うためにコルレス契約を締結する場合には、犯収 法第９条、第
11 条及び同法施行規則第 28 条、第 32 条に掲げる措置を 実施するほか、コルレス
先におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理 態勢を確認するための態勢を整備し、
定期的に監視すること

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 コルレス先が架空銀行であった場合又はコルレス先がその保有する 口座を架空銀行
に利用されることを許容していた場合、当該コルレス先 との契約の締結・維持をしな
いこと

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

⑨他の金融機関等に海外送金等を委託等する場合においても、当該海外 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位
置付け、リスクの特定・評価・低減の措置を 着実に実行すること

（削除）
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海外送金等を行う場合の留意点（海外送金等）

【現行】

【対応が期待される事項】

a. 様々なコルレス先について、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
地当局の監督等を踏まえた 上でリスク格付を行い、リスクの高低に応じて定期的な監視の頻度等に差異を設けるこ
と

【改正後】

【対応が求められる事項】
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

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

※現行規定では、「対応が期待される事項」とされている事項を「対応が求められる事項」として、かつ、求
められる事項も追加。

・「コルレス先」のほか、「委託元金融機関等」（地域金融機関）についてもリスク評価の対象とする。

・「リスク格付」ではなく、より広義の「リスク評価」に表現を変える。

・継続的な顧客管理の中でリスクが高まったと想定される事象が発生した場合は、リスク評価を見直し

・リスク評価の結果、特にリスクが高いコルレス先や委託元金融機関等をモニタリング。

・送金人・受取人が金融機関の直接の顧客でない場合も、制裁リスト等の照合のみならず、コルレス先
や委託元金融機関等と連携（情報収集）しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を実施。
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海外送金等を行う場合の留意点（輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等）
現行 改正案

Ⅱ リスクベース・アプロー
チ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・
低減

（４）海外送金等を行う場合
の留意点
（新設）

Ⅱ リスクベース・アプローチ
Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減
（４）海外送金等を行う場合の留意点
（ⅱ） 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等

輸出入取引は、国内の取引に比べ、実地確認が困難なケースもあることを悪用し、輸出入取引を仮装し
たり、実際の取引価格に金額を上乗せして支払うなどして犯罪による収益を移転したりすることが容易で
ある。また、輸出入関係書類の虚偽記載等によって、軍事転用物資や違法薬物の取引等にも利用される
危険性を有している。

金融機関等においては、輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等がこうしたリスクにも直面
していることを踏まえながら、特有のリスクの特定・評価・低減を的確に行う必要がある。
【対応が求められる事項】
① 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等に係るリスクの特定・評価に当たっては、輸出入

取引に係る国・地域のリスクのみならず、取引等の対象となる商品、契約内容、輸送経路、利用する船
舶等、取引関係者等（実質的支配者を含む）のリスクも勘案すること

【対応が期待される事項】

a. 取引対象となる商品の類型ごとにリスクの把握の鍵となる主要な指標等を整理することや、取扱いを
制限する商品及び顧客の属性をリスト化することを通じて、リスクが高い取引を的確に検知すること

b. 商品の価格が市場価格に照らして差異がないか確認し、根拠なく差異が生じている場合には、追加
的な情報を入手するなど、更なる実態把握等を実施すること

c. 書類受付時に通常とは異なる取引パターンであることが確認された場合、書類受付時と取引実行時
に一定の時差がある場合あるいは書類受付時から取引実行時までの間に貿易書類等が修正された
場合には、書類受付時のみならず、修正時及び取引実行時に、制裁リスト等と改めて照合すること

d. 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等の管理のために、ITシステム・データベースの導
入の必要性について、当該金融機関が、この分野において有しているリスクに応じて検討すること

• 海外送金において、輸出入取引がマネー・ローンダリングの仮装として利用されていることから、その特有のリ
スクの特定・評価・低減措置を行うことを求めている。

• 評価の観点として、「国・地域」のリスクのほか、「取引対象となる商品」「契約内容」「輸送経路」「利用する船
舶」「取引関係者等（実質的支配者を含む）」のリスクも検討することが求められる。

• 「対応が期待される事項」には、輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与のリスク評価について有用
な観点が列挙されている。

• 暗号資産等の取引にも参考になるのではないか。
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「不自然な送金が実行された事例」（事例１）（2018年８月・金融庁）

＜概 要＞

約１か月の間、複数回にわたり、金融機関の個人口座に現金で持ち込まれた多額の現金が、十分な確認を経ず、外国
銀行の海外法人口座に送金された。

＜事案の経過＞

顧客がこれまで個人取引を行っていた支店や他の支店に、複数回にわたって現金を持参し、その都度、口座への入金
及び全額の海外への送金を依頼。資料を提示しながら海外法人への貸付目的と説明した。

送金依頼を受けた金融機関は、当該送金人の住所・氏名・送金目的を示す資料が揃っていることから、犯収法等の違
反はないとして送金取引を実行。送金に当たって、海外送金責任者に速やかに情報が報告されず、管理部門にも情報伝
達が行われなかった。

＜課 題＞

多額の現金を持参して口座に入金し、海外法人に対して、貸付金の名目でその全額を送金するといった、当該顧客に
とって、これまでにない不自然な取引形態であったにも拘らず、犯収法等で規定された最低限の資料の確認（本人確認
等）に止まり、送金目的の合理性、送金先企業の実態・代表者の属性、資金源等、送金のリスクについて実質的に検証が
行われず、複数回の高額送金が看過された。

短期間のうちに頻繁に、多額の、取引直前の現金入金による送金が続いた点等を踏まえ、営業店又は管理部門で危険
性を検知し、取引実行の前に、以下のような点を確認すべきであった。

－ 検証すべきだったポイントの例 －

✓ 取引直前の現金入金に基づく多額の現金送金の合理性

✓ 短期間に頻繁に多額の送金が行われる事情

✓ 個人の生活口座を通じ海外企業に送金することの合理性

✓ 貸付の経緯、送金の資金源

✓ 入金申込のあった支店で取引を行う合理的な理由

さらに、外部からの指摘を受けるまで問題意識を持たず、再発防止策や態勢見直し等の対応を行っていないほか、海外
の送金先口座からの資金の移動状況を、送金先銀行に確認するなどの情報収集を行っていないなどの課題が見られた。
具体的な対策の実施と併せて、ガバナンスの強化や関連部署間の連携が重要となる。
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「不自然な送金が実行された事例」（事例１）（2018年８月・金融庁）

 送金取引を受け付けるに当たって、営業店等の職員が、個々の顧客及び取引に不自然・
不合理な点がないか等につき、下記その他自らの定める検証点に沿って、確認・調査する
こととしているか。

• 送金申込みのあった支店で取引を行うことについて、合理的な理由があるか

• 顧客又はその実質的支配者は、マネロン・テロ資金供与リスクが高いとされる国・地域に
拠点を置いていないか

• 短期間のうちに頻繁に行われる送金に当たらないか

• 顧客の年齢や職業・事業内容等に照らして、送金目的や送金金額に不合理な点がない
か

• 口座開設時の取引目的と送金依頼時の送金目的に齟齬がないか

• これまで資金の動きがない口座に突如多額の入出金が行われる等、取引頻度及び金額
に不合理な点がないか

 上記の検証点に該当する場合、その他自らが定める高リスク類型に該当する取引につい
て、営業店等の職員が顧客に聞き取りを行い、信頼に足る証跡を求める等により、追加で
顧客・取引に関する実態確認・調査をすることとしているか。また、当該確認・調査結果等
を営業店等の長や本部の所管部門長等に報告し、個別に取引の承認を得ることとしている
か。

 その他、防止体制等、IT システムによる取引検知、疑わしい取引の届出、他の金融機関等
を通じた送金取引、教育・研修等
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海外送金にする顧客へのお願（A信用金庫）

当金庫では、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資⾦供与への対策に取り
組んでおります。犯罪・テロ組織への資金流出を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを
維持するため、海外送金について下記の通り取扱うことといたしました。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

◆海外送金（仕向送金・被仕向送金）をお取扱いする際、法令等に基づき、お取引の目的等をお伺
いさせていただくほか、お客さまに内容のご説明や資料のご提⽰をお願いいたします。当⾦庫か
らの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によってはお取引をお断りさ
せていただくことがございますのでご了承ください。

個人のお客さま 事業者さま

お取扱いできない取引 □現金によるお取引（１週間以内に口座に現金入金した場合も同様）
□当金庫に預金口座をお持ちでない方
□仮想通貨交換業者・資金移動業者・オンラインカジノ業者が関与するお取引
□真の「送金依頼人・受取人」と送金手続き上の「送金依頼人・受取人」が異なるお取引

お伺いする項目 □ご職業・勤務先・収入等
□送金目的
□送金相手とのご関係
□相手先の生年月日・国籍等
□送金原資

□事業内容
□送金概要（商品・仕向地・原産地等）
□送金相手の事業概要等
□商流（資金・商品の流れ）
□送金原資

ご提示いただく書類 □送金原資のわかるもの
□送金相手とのご関係を証明するもの

□決算書・確定申告書等
□送金に関わる書類（INVOICE,B/L（船荷証券）,原産
地証明,輸入許可証等）
□許認可証（許認可業種の場合のみ）

※必要に応じてお伺いする内容やご提⽰いただく書類を追加することがございます
※確認作業に時間をいただくことがありますので、時間に余裕をもったお取引をお願いいたします
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「外国為替及び外国貿易法」に関する顧客へのお願（A信用金庫）

平素より当金庫をご利用いただきありがとうございます。

さて、ご高承の通り、現在「外国為替及び外国貿易法」（以下「外為法」という）の規定により、北朝鮮ならびにイランに対
する支払等の規制が実施されております。

当金庫におきましても、お客さまとの外国送金や輸出入等のお取引が、北朝鮮ならびにイラン関連規制等に該当しない
お取引であることを、外為法第１７条に基づき確認させていただいております。

つきましては、外国送金をお申込みいただく場合は、ご送金目的等を確認させていただき、ご送金目的が輸入代金・仲
介貿易代金の場合には、併せて商品名・原産地・船積地（国名及び地域・都市名）・仕向地などを確認させていただきます。

また、外国送金をお受取いただく場合も、お受取理由等を確認させていただき、お受取理由が輸出代金・仲介貿易代金
の場合には、併せて商品名・船積地（国名及び地域・都市名）・仕向地等を確認させていただきます。

なお、お申出の内容について、当金庫から確認のご連絡をさせていただく場合や、資料のご提示等をお願いする場合も
ございます。当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によってはお取引をお断りさせ
ていただくことがございますのでご了承ください。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

＜北朝鮮ならびにイランに対する支払等規制＞
◎北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入および仲介貿易の代金の支払等 ◎北朝鮮を仕向地とす

る貨物の輸出および仲介貿易の代金の支払等
◎北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る資産の移転等に関する支払等
◎北朝鮮に住所や居所を有する自然人への支払
◎北朝鮮に主たる事務所を有する法人・団体及びその実質支配下にある法人・団体への支払
◎イランの核活動等に関連する活動、またはイランの大型通常兵器等の供給等に関連する活動に 寄与する目

的で行う支払等


