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調査書の概要（調査書：はじめに：３）

３ 調査書の概要（２頁～３頁）

本調査書では、第２において、地理的環境、社会的環境、経済的環境、犯罪情勢等の観点
から、我が国を取り巻く広範なリスクについて示した上で、第３において、暴力団、特殊詐欺の
犯行グループ及び来日外国人犯罪グループといったマネー・ローンダリング等の主体、窃盗
や詐欺、薬物事犯等の主な前提犯罪並びに内国為替取引、現金取引等のマネー・ローンダン
リング等に悪用された主な取引について分析している。

さらに、第４において、取引形態の観点からは非対面取引、現金取引及び外国との取引を、
国・地域の観点からはイラン又は北朝鮮との関連を有する取引を、顧客属性の観点からは国
際テロリストや実質的支配者が不透明な法人等との取引を危険度の高い取引と評価している。

加えて、第５において、特定事業者が取り扱う商品・サービスのうち、預金取扱金融機関、資
金移動業者、暗号資産交換業者が取り扱うものを、他業態のものよりも相対的に危険度が高
いと評価している。

【評価】

犯罪収益移転危険度調査書の全体の立て付け・要約（サマリー）を新たに記載。
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評価

 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」（2021年８月30日）
において、「国のリスク評価書の刷新（令和３年末）」マネロン、テロ資金供与及び
拡散金融に対する理解を向上させるため、リスク評価手法の改善等によって、国
のリスク評価書である犯罪収益移転危険度調査書を刷新する」とされていた割に
は大きな改訂はなされていない。

 令和２年までの調査書においては、「商品・サービスの危険度」、「危険度の高い
取引」（国・地域と危険度、顧客の属性と危険度）とされ、立て付けが分かり難
かった。令和３年の調査書では、「取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」
「商品・サービスの危険度」とされてマネロン・テロ資金供与のリスクファクターの
立て付けが分かり易くなった。

 実態の不透明な法人や資金移動サービス、暗号資産がマネー・ローンダリングに
悪用された事例や、これらに係る疑わしい取引の届出に関する情報等について
の記載の追加・拡充された。

 全体的にビジュアル化された。準暴力団の実態などポンチ絵で分かり易く記載さ
れるようになった。

 野生動植物や暗号資産に関わる近時の国際的トピックを取り挙げている。
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

商品・サービス 取引形態

顧客属性 国・地域
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近時の情勢変化を踏まえた主な変更点（調査書：はじめに：４）

４ 近時の情勢変化を踏まえた主な変更点（３頁～４頁）

令和２年調査書では、我が国を取り巻くマネー・ローンダリング等に関する様々なリスクを概観するため、
我が国の環境について新たに項目を設けて記載した。このほか、新型コロナウイルス感染症の世界的な
感染拡大を踏まえ、同感染症に関連する犯罪情勢を記載するとともに、特定事業者のマネー・ローンダリ
ング等対策へのより一層の理解の促進と更なる取組の推進を図ることを目的として疑わしい取引の届出
を端緒として検挙した事件例に関し、より多様な業態の特定事業者からの届出を端緒にしたものについて
記載した。また、準暴力団や国際テロリストに関する記載を拡充した。

本年調査書では、実態の不透明な法人や資金移動サービス、暗号資産がマネー・ローンダリングに悪
用された事例や、これらに係る疑わしい取引の届出に関する情報等についての記載の追加・拡充をする
などして、マネー・ローンダリング等対策に関する具体的な着眼点を示したほか、近時の犯罪情勢を踏ま
え、サイバー犯罪に関する記載を拡充したり、国際的に関心が高まっている野生動植物の違法取引や暗
号資産をめぐる国際的な情勢について、海外レポート等を参照して紹介したりするなどした。

加えて、令和２年調査書に引き続き、特定事業者から届出が行われた疑わしい取引に関する情報が、
マネー・ローンダリング事犯及び前提犯罪の捜査等に有効活用されていることが分かるように、実際に検
挙された事件において活用された疑わしい取引に関する情報についての記載を更新しているほか、所管
行政庁が把握した実態に鑑みて、特定事業者が留意すべき主な事項や所管行政庁及び特定事業者の
マネー・ローンダリング等対策への取組についての記載を更新した。
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第４次対日相互審査報告書：勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）に対する評価（LC)

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

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

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

基準1.1

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

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

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

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

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

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

〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
国のリスク評価書の刷新（令和３年末）
• マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リスク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移
転危険度調査書を刷新する
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FATF 第４次対日相互審査報告書における指摘について（調査書第１（７頁））

【FATF第４次対日相互審査報告書における指摘について】

令和３年（2021 年）８月に公表されたFATF 第４次対日相互審査報告書においては、日本のマネー・ローンダリン
グ等・拡散金融対策の法令等の整備状況及びその有効性について、主に次の指摘があった。

 日本は、マネー・ローンダリング等についてのリスクをよく理解している。一方、国によるリスク評価等につい
て、更に改善の余地がある。

 一部の金融機関を除き、金融機関や指定非金融業者及び職業専門家（以下「指定非金融業者等」という。）
は、マネー・ローンダリング等リスクやマネー・ローンダリング等対策に係る義務に対する理解が限定的であ
る。

 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、全ての指定非金融業者等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。

 金融機関に対するマネー・ローンダリング等リスクに基づく監督上の措置は改善する必要がある。指定非金
融業者等の監督当局は、リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング等対策に係る監督を実施し
ていない。

 法人について正確かつ最新の実質的支配者情報が一様には得られていない。

 資産の追跡のために、金融インテリジェンス情報の更なる活用が求められる。

 マネー・ローンダリング罪に適用される法定刑は、日本で最も頻繁に犯罪収益を生み出している前提犯罪に
適用される法定刑よりも低い水準にある。

 国境を越えた現金密輸のリスクがある中、虚偽又は無申告での国境を越えた現金移動についての効果的な
検知と没収を行っていることを示していない。

 テロ資金提供処罰法の不備と、起訴に対する保守的なアプローチが、潜在的なテロ資金供与を起訴し、抑止
力ある形で処罰する能力を制約している。NPO 等に対するターゲットを絞ったアウトリーチが行われておらず、
日本のNPO等は、テロ資金供与の活動に巻き込まれる危険性がある。

 金融機関や暗号資産交換業者、指定非金融業者等による対象を特定した金融制裁の実施が不十分である。

こうした指摘を踏まえ、日本のマネー・ローンダリング等・拡散金融対策を強化するため、同月公表された「行動計
画」に沿って、危険度を低下させるための措置が検討され、又は実施されている。
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我が国の環境（調査書第２（８頁～12頁））

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要



13

我が国の環境（第２）①

犯罪情勢等に関して以下の記載が追加されている。

 新型コロナウィルス感染症に関連した犯罪（10頁）

緊急事態措置として行われた休業要請等に従って休業している店舗等への侵入窃盗や新型コロナウイルス感染症に関
連した詐欺等、感染拡大に伴う混乱等に乗じた犯罪が確認されているほか、感染拡大対策に関連した給付金をだまし
取る詐欺等、事業者への経済支援に乗じた犯罪も発生。

 特殊詐欺における高齢者被害の認知件数が高い（10頁）

高齢者の特殊詐欺の被害状況をみると、法人被害を除いた特殊詐欺の認知件数に占める高齢者被害の割合は令和２
年で 85.7％に上る。

 サイバー犯罪の検挙件数が増加傾向（11頁～12頁）

令和２年中の検挙件数（9,875件）は、過去最多。

インターネットバンキングの不正送金事犯は、被害が急増した前年よりも被害額は大幅に減少したが、発生件数はやや
減少したに留まる。被害の多くは、ＳＭＳや電子メールを用いて金融機関を装ったフィッシングサイトへ誘導する手口。
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我が国の環境（第２）②

 サイバー犯罪：ランサムウェアに感染させる事案（11頁～12頁）

令和２年中には、ソフトウェアやシステムの脆ぜい弱性を悪用した攻撃、標的型メール攻撃等を通じて
システム等を各種ランサムウェア（「身代金」を要求する不正プログラム）に感染させる事案が多数発
生しており、ランサムウェアによる被害の深刻化・手口の悪質性は全世界的に問題となっている。

国内においても令和２年11 月に、大手企業のシステムがランサムウェアに感染し、同企業が保有する
個人情報が窃取されて暗号化された上、当該情報を公開しないことと引き換えに「身代金」の支払に応
じるように脅迫を受ける、二重恐喝（ダブルエクストーション）という手口による被害に遭う事例が発生し
ている。

セキュリティ事業者が令和２年中に発表した調査*1では、日本企業のランサムウェア被害額（「身代
金」の支払を除いた、事業停止によって発生する損失や運用コスト等の損失額）は、世界で２番目に高
く、我が国におけるランサムウェア攻撃の深刻さがうかがわれる。また、警察庁が国内で検知した、サ
イバー空間における探索行為等とみられるアクセスの件数も増加の一途をたどっているなど、我が国
のサイバー空間における脅威は極めて深刻な情勢にある。
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（主体）（調査書第３．１（13～17頁））

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※令和２年（2020年）犯罪収益移転危険度調査書から大きな変更なし。
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（手口）（調査書第３．２（18～26頁））①

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※窃盗・詐欺は、令和２年（2020年）犯罪収益移転危険度調査書から大きな変更はないが分かりやすく整理。
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（手口）（調査書第３．２（18～26頁））②

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※インターネットバンキングに係る不正送金事犯、「給与ファクタリング」の記述が拡充された。また、記載が分かりやすく整理。
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（手口）（調査書第３．２（18～26頁））③

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※入管法違反は、①偽造在留カードに係る犯罪、②不芳就労助長における暴力団の関与に関する記述が追加。
※賭博罪は、暴力団の関与についての記載が追加。
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（手口）（調査書第３．２（18～26頁））④

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※風適法については大きな記載の変更なし。
※薬物事犯は経路などの記載が追加された。
①覚せい剤密輸入事犯：マレーシア、アメリカ、タイ、ベトナム、台湾、イギリス、メキシコ
②覚せい剤密輸関連事犯で検挙された外国人：韓国・朝鮮、ブラジル、ベトナム、イラン等
③大麻密輸入事犯検挙件数（仕入国・地域）：アメリカ、カナダ、イギリス、フランス
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マネー・ローンダリング事犯等の分析（疑わしい取引の届出）（調査書第３．３（26～31頁））

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

※令和２年までの犯罪収益移転危険度調査書においては、各特定事業者の疑わしい取引の届出件数の分析や疑わしい取引
の届出を端緒として検挙した事例が記載されていなかった。
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取引形態と危険度（調査書第４．１）

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

• 令和２年調査書から全体的には特筆すべき変更なし。
• 平成30年～令和２年までの間の外国送金に関する疑わしい取引の届出件数は、中国、香港、米国を送金先・送金元とする届
出が約半数。ネパール、カンボジア、ベトナム等のアジア諸国の届出が増加傾向にあることの記載が追加。

• 国際犯罪組織が外国で慣行した詐欺による詐取金等の入金口として我が国の金融機関の口座を利用し、国内にいる共犯者
が正当な取引にように送金であるかのように装って詐取金を引き出す手口の事例を紹介（ビジネスメール詐欺）

• 野生動植物の違法取引に関連するマネー・ローンダリングに関する記載をコラム（次頁）で紹介。（※第４次FATF対日相互審
査報告書において、環境犯罪に関する前提犯罪の適用範囲にわずかではあるがギャップがあるとの指摘あり。
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取引形態と危険度（調査書第４．１）

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

• 令和２年調査書から全体的には特筆すべき変更なし。
• 平成30年～令和２年までの間の外国送金に関する疑わしい取引の届出件数は、中国、香港、米国を送金先・送金元とする届
出が約半数。ネパール、カンボジア、ベトナム等のアジア諸国の届出が増加傾向にあることの記載が追加。

• 国際犯罪組織が外国で慣行した詐欺による詐取金等の入金口として我が国の金融機関の口座を利用し、国内にいる共犯者
が正当な取引にように送金であるかのように装って詐取金を引き出す手口の事例を紹介（ビジネスメール詐欺）

• 野生動植物の違法取引に関連するマネー・ローンダリングに関する記載をコラム（次頁）で紹介。（※第４次FATF対日相互審
査報告書において、環境犯罪に関する前提犯罪の適用範囲にわずかではあるがギャップがあるとの指摘あり。

32頁～35頁

36頁～38頁

39頁～44頁
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野生動植物の違法取引に関連するマネー・ローンダリング（43頁～44頁）

FATF は、令和２年（2020 年）６月に公表したレポート*1において、違法な野生動植物取引は、毎年数十億ドル
の犯罪収益を生み出す国境を越えた組織的な犯罪であり、腐敗を進行させるとともに、生物多様性への脅威とな
るほか、公衆衛生や経済への重大な影響を与えると懸念している。

また、令和３年（2021 年）６月、イギリスで開催された G７コーンウォール・サミットで採択された付属文書｢G7
2030 年自然協約｣（「G7 2030 Nature Compact」）*2の中でも、野生動植物の違法取引を深刻な組織犯罪とし、マ
ネー・ローンダリングのリスクを特定し、評価し、対処するための取組を強化する旨が盛り込まれた。

我が国では、野生動植物の違法取引がマネー・ローンダリング等として検挙された事例は認められないものの、
近年の国内における野生動植物の密輸等に関連する検挙事例として、

必要な承認・許可を受けることなく、生きているコツメカワウソをボストンバッグに隠匿して、タイから輸入するなど
した事例

○必要な許可を受けることなく、象牙等をスーツケース等に隠匿して、ラオスに輸出しようとした事例

○必要な登録を受けることなく、象牙の印材をインターネットオークションサイトで広告して、顧客に販売した事例

等がある。

また、上記の FATF レポートでは、外国における野生動植物の違法取引に関連するマネー・ローンダリングの
事例として、

○南アフリカでサイの角を密猟していた犯罪組織が、支払手段として主に現金を使用し、不動産や高級車を現金
購入した事例

○インドネシアでアルマジロの違法取引をしていた者が、売上金を複数の親族の口座に移転させた後、宝石等の
高級品を購入した事例

のほか、象牙を密輸するためにシェルカンパニーを設立し正規の貿易を仮装していた事例や電子決済サービス
を利用して国境を越えた送金をしていた事例等を紹介している。

*1 Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade（June 2020）

*2 外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_005342.html）参照
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国・地域と危険度（調査書第４．２（45頁～47頁）

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

• 令和２年調査書から全体的には特筆すべき変更なし。
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顧客の属性と危険度（調査書第４．３）①

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

• 「反社会的勢力（暴力団等）」に関する記載としては、「暴力団及び準暴力団の特徴」をポンチ絵で解説を追加。
• 「国際テロリスト（イスラム過激派等）」については、平成27年（2015年）以降の国際テロの発生件数、2021年８月末の駐留米
軍の撤退に伴うテロの活発化のおそれに関する記載追加。また、テロ資金供与に関する事案を追加

48頁～51頁

52頁～62頁
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暴力団・準暴力団の特徴（50頁）

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）



27

2015年以降の国際テロの発生件数、2020年の主なテロ事案

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）

（53頁）

（54頁）
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追加されたテロ資金供与に関する事例（59頁）

○テロ資金調達のための慈善事業の悪用（オーストラリア）

• 平成 27（2015）年、オーストラリアの銀行によって、「ストリート・ダワー」というグループに所
属している自称人道支援従事者の口座が凍結された。同人は、孤児や未亡人を助ける人
道援助に従事していると主張しており、40,000 ドル以上の寄付を集めたという。同人は ISIL
に所属していることを否定しているものの、ISIL のリクルーターを務めており、シドニーで市
民の誘拐・殺害をする計画に関与していたとされている別のオーストラリア人過激主義者と
連絡を取り合っており、また、SNS 上で ISIL への支持を表明していたとされる。

○銀行からローンを借り入れて紛争地域へ渡航（マレーシア）

• 平成 26（2014）年、マレーシア人 ISIL 支援者数名は、銀行から個人ローンを借り入れるこ
とで ISIL に参加するための資金を入手した。報道によれば、マレーシア兵役訓練課程の
元教官１人を含む５人以上の ISIL 支持者が銀行からローンを借り入れて渡航を企てたとさ
れる。ローンの額は最大30,000 ドルに及ぶ例もあったが、20 代前半の若い過激主義者ら
は、信用格付がまだ低いため、5,000 リンギット（約 1,400 ドル）程度のローンを申し込んで
いた。また、別の過激主義者ら２人は、入手した資金をイラク・シリアへの渡航費、物資の
調達資金、現地での生活費等として利用する予定であったとされる。
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顧客の属性と危険度（調査書第４．３）②

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要

• 「法人（実質的支配者が不透明な法人等）」に関しては、疑わしい取引の届出事例の項目が新たに追加された。

63頁

64頁～65頁

66頁～71頁



30

「法人（実質的支配者が不透明な法人等）」の疑わしい取引の届出事例（70頁）

• 本人確認書類等の資料提出を拒まれるほか、事業内容や取引目的等について説明を求
めるも明確な回答が得られないもの

• 役員や法人に関連する口座名義人が暴力団をはじめとする反社会勢力であることが判明
したもの

• 登記住所や申告された電話番号を確認するも、事務所や店舗が存在しない又は電話がつ
ながらないもの

• 登記された事業目的の数が合理的な理由なく多岐にわたり、かつ関係性が乏しいものが
列記されているもの

• 不動産業、古物商等、許認可が必要な業種にもかかわらず、許認可については未取得で
あり、事業実態も不明なもの

• 申告された事業内容が確認できず、銀行の残高が事業内容に対して極めて不相応である
もの

• 実質的に休眠会社でありながら、口座の動きが頻繁で、不明瞭な現金の入出金がみられ
るもの

• 入金した資金を代表者が同一の他法人に即時全額送金するなど、トンネル口座としての
悪用が疑われるもの

• 端数がない振込入金と法人宛の送金が反復発生しているもの

※実際にあった事例として以下の事例が追加。

• 無許可で飲食店を経営して得た不法な収益を法人設立の際の株式取得のための出資金
とし、発起人としての地位を取得した上、自らを法人の代表者として、事情を知らない司法
書士に依頼し、会社設立の登記をした。
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商品・サービスの危険度（調査書第５）①

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）②

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）③

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）④

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）⑤

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）⑥

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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商品・サービスの危険度（調査書第５）⑦

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要
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審査団が結論付けたML/TFリスクに応じたセクターごとの義務付けの重要性（73）

最も重要

銀行等預金取扱金融機関
（理由）

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

重要

暗号資産交換業者
（理由）

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

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

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

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

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

DNFBPs（指定非金融業者および職業専門家）：宅建業者、貴金属・宝石販売業者、法律・会計専門家
（理由）
• 主に実施する取引のリスクの性質や程度、およびそれら取引の一部がAML/CFT規制を受けていない(後者（職
業専門家）に対する疑わしい取引の届出の報告義務はない (TC別紙、 R.23参照))。

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

重要性が低い

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

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

• 日本の金融セクターにおける規模と取引量、マネロン・テロ資金供与の悪用に対する脆弱性が低いことを主な
理由とするその他のセクター。
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資金移動業者が取り扱う資金移動サービスの追加記載

（事例）

• ビルの一室を賃貸していた者が、その部屋で行われた賭博の売上金を賃料名目で資金移動サービス
を利用して収受していた。（107頁）

（疑わしい取引の届出）

• 資金移動業者が、顧客に対して送金目的を確認したところ、「海外サイトを通じてコンサルティング会
社の求人募集に応募すると、自己の銀行口座に送金があり、これを他国へ送金するよう指示され
た。」などとの申告があったという、いわゆるマネーミュールによるマネー・ローンダリングの疑いに関
する届出があった。（108頁）

（所管官庁の措置）

• 銀行等が提供する口座振替サービス等、他の事業者の提供するサービス と連携するサービス全体
のリスク評価を実施すること。連携先との役割分担・責任を明確化すること。リスク評価の結果を踏ま
え、連携先と協力し、利用者に係る情報を照合するほか、リスクに見合った適切かつ有効な不正防止
策を講じること。（109頁）

• マネー・ローンダリング等対策の実施の前提として、「本人特定事項（氏名・住所・生年月日）」、「取引
目的」、「職業」等の顧客情報の取引時確認の正確性を確保すること。（109頁）

• 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、数時間以内、遅くとも 24
時間以内に自らの制裁リストに取り込み、取引フィルタリングを行い、既存顧客との差分照合を直ちに
実施すること。（110頁）

（危険性の評価）

危険性が高まる理由として以下の事項が追加（111頁）

• 高額の為替取引を行うことが可能となる第一種資金移動業の存在

• 悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等を基に、当該預金者の名義で資金移動業
者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金
の入金（チャージ）をすることで不正な出金を行った事例も認められていること
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暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産の追加記載①

（事例）（113頁）

• 電子計算機使用詐欺によって得た暗号資産を、匿名での開設が可能な海外の暗号資産取引所のアカウントに移転していた。

• 暗号資産の取引を業とする法人の従業員に、当該法人名義の口座に振り込まれた詐欺等の犯罪収益で暗号資産を購入させ、
自己の管理する暗号資産アドレスに送信させた後、ほぼ同額の暗号資産を当該法人の暗号資産アドレスに送り返し、現金化
させた。

（疑わしい取引の届出）（114頁）

疑わしい取引の届出の増加に伴い、以下が上位に新たに入った。

• 職員の知識、経験からみて、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引（1,429 件、
6.8％）

• 多数アドレスに頻繁に暗号資産の送金を行う口座に係る取引。特に暗号資産の出金を行う直前に多額の暗号資産の入金が
行われる場合（851 件、4.0％）

• 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引（833 件、
3.9％）

（所管省庁の措置）（115頁～116頁）

• 金融庁は、暗号資産交換業者に対し、法令等遵守に加え、リスクベース・アプローチを的確に踏まえたリスク管理体制の整
備・高度化及び実効的な業務運営を求めており、顧客リスク評価と連動させた取引時確認等のリスク低減措置の取組を求め
ている。例えば、顧客の利便性向上等のためのサービスを新たに提供する場合には、銀行等他業態で用いられるリスク低減
措置では暗号資産交換業者によるサービスのリスクを適切に包含するものとなっていない可能性もあることから、暗号資産交
換業者においては、適宜適切にその固有のリスクを把握の上、必要なリスク低減措置を講じる必要があるとしている。

• 法令等の義務に関することとして、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、数時間以内、
遅くとも 24 時間以内に自らの制裁リストに取り込み、取引フィルタリングを行い、既存顧客との差分照合を直ちに実施するこ
と。

• 新たな商品・サービス提供開始の都度、特定事業者作成書面等を見直すものとしているが、一部の暗号資産交換業者は、実
態としては年１回の更新にとどまっている。最新の情報の反映が遅れないようにすること。

• ビジネス部門（第１線）においては、暗号資産の利便性や収益性のみを検討するのではなく、取扱暗号資産ごとにセキュリティ
リスクやマネー・ローンダリング等があり、リスクを評価した上で、当該リスクに応じた内部管理体制の整備を行うこと。

• リスク管理・コンプライアンス部門（第２線）においては、口座開設及び暗号資産取引に係る各種規制、暗号資産のリスク特性
を踏まえたマネー・ローンダリング等のリスク等について、第１線にアドバイスを行うために必要な専門性や能力を有する要員
の確保・育成をすること。

• 内部監査部門（第３線）においては、マネー・ローンダリング等対策、システムリスク等の監査を実施するために必要な専門
性・能力を有する監査要員の確保・育成をすること。
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暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産の追加記載②

（リスクの特定・評価）（117頁）

• 自社が提供する商品・サービスのリスク評価においては、第２線部署だけでなく、第１線部署の積極的な関与
（一次的なリスク評価の起案、リスク評価会議等への参加等）を確保する体制を構築している。

• 市場の動向を勘案し、取引チャネルの利用増減等に対し機動的に検証を実施し、顧客の属性と整合しないも
のについてはサービスの提供の一時停止を含め、柔軟なリスク低減措置を実施している。

（リスクベース・アプローチ）（117頁～118頁）

• 自社における過去の不正送金事案や疑わしい取引の届出の分析結果を踏まえて不審な取引に関連する指
標を抽出し、取引時確認の際の着眼点の設定に活用するなど、自身の事業実態を踏まえた対応の高度化を
図っている。

• IT システムと密接な関係にある暗号資産交換業は、IT システムを用いた顧客管理を比較的導入しやすいと
いう特性を生かし、事業開始時から 顧客の本人特定事項等をシステム上にデータとしても記録・保存をする、
システムを用いて移転先アドレスをはじめとした複数の電磁的データを モニタリングに活用するなど、データ
を有効に活用している。

• このほか、FATF のリスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンスや、国際決済銀行の「暗号資産
の AML 監督」（Supervising cryptoassets for anti-money laundering） 等において、我が国の暗号資産交換業
者や金融庁の取組が好事例として紹介されている。

（危険度の評価）（118頁～119頁）

• 継続的顧客管理による疑わしい取引充実した情報の届出取得や活用のほか、顧客動向の変化を捉えた機
動的なモニタリングシナリオの変更や検知を行う事業者が増加するなど、顕著な結果もみられた。

• 暗号資産取引を取り巻く環境の急激な変化に対して、適時適切な危険度の低減措置を行っていくことは容易
ではないことから、暗号資産交換業者には、あらかじめ高水準の措置を行うことが求められる。こうした措置
が不十分な場合には、暗号資産交換業者は危険度を適切に低減させることができなくなり、危険度は依然と
して高い状態となる。



42

暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産の追加記載③

【暗号資産に関する FATF レポート】（119頁）

FATF は、令和２年（2020 年）９月に公表したレポート「Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering
and Terrorist Financing」において、民間事業者が疑わしい取引であるかを検証するための着眼点や事例等を挙
げている。主な着眼点等は次のとおりである。

① マネー・ローンダリング等対策の規制が存在しない又は脆弱な国に拠点を置く暗号資産交換業者の悪用

② 海外暗号資産交換業者への迅速な暗号資産の移転

③ 複数の取引所の悪用

④ 匿名化手法の利用（インターネットのドメインネームの改竄、タンブラー、ミキサー*1、匿名通貨（プライバシー
コイン）、分散型取引所の利用等）

⑤ 被害者をマネーミュール（「運び屋」）として扱うケース（例：犯罪収益を当該被害者の銀行口座宛てに振り込
み、その後同口座の資金で暗号資産を購入するように被害者に指示）

⑥ 偽造した本人確認書類を用いて暗号資産交換業者に口座を開設するケース

また、令和３年（2021 年）７月に公表したレポート「Second 12-Month Review of Revised FATF Standards-Virtual
Assets and VASPs」では、暗号資産のピアツーピア（P2P）取引*2に関して、初の定量的な市場データを示した。こ
のデータは、暗号資産取引の非常に大きな部分がP2P ベースで行われることを示した。違法取引の比率につい
ても、少なくとも直接取引に関しては、暗号資産交換業者経由取引より、P2P 取引の方が高い傾向にあったが、
データにばらつきがあったことから、P2P セクターの市場規模やそれに関連する ML/TF リスクの規模を明示する
には至っていない。令和３年（2021 年）10 月に FATF が改訂版を公表した暗号資産分野のガイダンスにおいては、
暗号資産交換業者がこうした P2P 取引と接点を持つ際のリスク特定・評価・低減策の導入についても言及し、国
や事業者に注意喚起している。

*1 取引を複数の他者による取引と混合して一つに集約した後、各々の移転先に再配分することにより、取引が
記録されるブロックチェーン上で、移転元とのつながりを不明瞭にする技術。匿名化サービスは「ミキサー」と、匿
名 化 の 仲 介 者 は 「 タ ン ブ ラ ー 」 と 、 そ れ ぞ れ 呼 ば れ る 。
https://www.fsa.go.jp/policy/bgin/ResearchPaper_MRI_ja.pdf（3.2.1.1.2 ミキシング）参照

*2 暗号資産交換業者その他のマネー・ローンダリング等対策に係る義務を負う特定事業者を関与させない暗号
資産の個人間取引をいう。
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Ａｖａｃｕｓ株式会社に対する行政処分について（令和２年12月24日東海財務局）

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

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

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

６条に定める確認記録の作成を行っていない等の法令違反行為及びマネー・ローンダリング
及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに係る不十分な措置が認められる等、経営管
理態勢、マネー･ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢に問題が認められ
た。
このため、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
（１） 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

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

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

※金融庁によるAML/CFTガイドラインの態勢整備違反に基づく行政処分は現時点では本件のみ
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両替業者が取り扱う外貨両替の追加記載

【危険度の要因・特徴】（120頁）

• 近年、外貨両替を取り扱う預金取扱金融機関数は減少傾向であり、外貨両替を取り扱う預金取扱金融機関
においても外貨両替取扱店舗数や取扱通貨の減少等、外貨両替事業を縮小する傾向が認められる。また、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う訪日外国人や海外渡航者の減少等により、最近は、外貨両替
の取引件数や金額が減少している。

【事例】（121頁）

• 複数の来日外国人が、国内の窃盗事件により得た日本円を、偽名を用いた上で、取引時確認を逃れるため、
複数回の取引に分けて外国通貨に両替した。

【危険度の低減措置】（122頁）

• 令和３年７月には、外国為替検査ガイドラインを改正し、外貨両替業者に対し、①自らのサービス等の特性を
踏まえた特定事業者作成書面等を作成すること、②顧客のリスクに応じた頻度で顧客の情報を継続的に精
査すること、③顧客の情報に含まれる実質的支配者の確認は信頼に足る証跡を求めて行うこと、④顧客が
経済制裁対象者かどうかを確認すること等を求めている。
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宝石・貴金属等取扱事業者が取り扱う宝石・貴金属の追加記載

【危険度の要因】

・金地金密輸のスキーム図を追加（137頁）

【事例】（138頁）

• 窃盗により得た貴金属をリサイクルショップに売却する際に、他人になりすまして売却した。

【疑わしい取引の届出事例】（138頁）

• １回当たりの購入額が少額であっても頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入となる場合（72件、5.8％）

【危険度の低減措置】（139頁）

• 財務省と共に犯罪収益移転防止法に基づく遵守事項等の説明を行ったほか、令和２年２月には、一般社団法人日本ジュエリー協会と共催した宝石
取扱事業者対象の説明会で、警察庁と共に犯罪収益移転防止法に基づく遵守事項等の説明を行った。令和２年度については、新型コロナウイルス
感染症の影響で研修会等を開催することができなかったが、犯罪収益移転防止法に基づく遵守事項等をまとめた資料の周知等を通じて、犯罪収益
移転防止法の理解度の向上等を図った。

• 一般消費者に金地金取引時の本人確認書類の提示を周知する経済産業省の後援名義を得たポスター等の会員への配布、ウェブサイトでの広報、
経済産業省職員、財務省職員等を講師とした会員実務者向け研修会の開催

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）



46

法律・会計専門家が取り扱う法律・会計関係サービスの追加記載

【危険度の低減措置】

(ｲ) 所管行政庁及び自主規制団体の措置

a. 日弁連・弁護士会（153頁）

• 会員専用ウェブサイトにおいて随時、国際テロリスト公告の更新情報や新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に伴う非対面での取引における本人確認の留意点等を周知

b. 日行連（155頁）

• 日行連は、平成 30 年 1 月から現在まで行政書士会員用の VOD 研修サイトにおいて、研修講座「犯
罪収益移転防止法における本人確認について」を掲載し、犯罪収益の移転を防止するため、本人確
認、取引記録等の作成等を適切に行うよう、全会員に対し周知徹底を図っているほか、同サイトを通じ
て全会員に対し平成 30 年４月から令和２年３月までマネー・ローンダリング等の対策に係る現状やそ
の重要性、行政書士業務に関連するリスク認識等について周知徹底を図った。

• また、平成 30 年４月には、マネー・ローンダリング等に関して、関係省庁からの指示を仰ぐとともに、
全国の行政書士に対して特定取引実施の有無、ハイリスク取引の有無、特定取引で本人確認ができ
ないため謝絶をしたこと の有無等、犯罪収益移転防止法に基づく行政書士の業務に関する調査を書
面 により実施した。

d. 公認会計士協会（156頁）

• 公認会計士法や公認会計士協会が定める倫理規則の規定に基づく業務 制限により、公認会計士・監
査法人が行える特定業務には制限があること。
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新たな技術を活用した商品・サービス：電子マネーといわれる商品・サービスの追加記載

【事例】（159頁～160頁）

• 詐欺により得た電子マネーを現金化するため、インターネットオークションサイトに出品した
架空の商品を架空人になりすまして落札し、落札代金を同電子マネーで支払う架空取引を
行い、サイト運営会社から自己の管理する口座に正規の売却代金として振込送金させた。

• 特殊詐欺により得た詐取金が振り込まれた口座から現金を引き出し、電子マネーギフト
カードを購入して、同ギフトカードのプリペイド番号を詐欺グループへ伝達した。

• 不正に入手したクレジットカード情報を利用して、オンラインで作成した他人名義のバー
チャルプリペイドカードに電子マネーをチャージし、生活費等の決済に使用していたほか、
新たに作成した他人名義のバーチャルプリペイドカードに送信した。



48出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第４回）事務局資料



49出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第３回）事務局資料



50出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第３回）事務局資料



51出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第３回）事務局資料



52出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第４回）事務局資料



53出所：金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」（第４回）事務局資料
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今後の取組み①（169頁）

• 本調査結果を踏まえ、今後、所管行政庁は、特定事業者に法令上の義務の履行を徹底させる取組を継続す
るとともに、所管する業態や特定事業者におけるマネー・ローンダリング等のリスクを的確に把握し、当該リス
クに応じた指導・監督等を深化させていく必要がある。また、所管行政庁は、取組が低調な特定事業者に対
して、行政指導も含めた適切な指導・監督を行うとともに、疑わしい取引の届出、体制整備等のマネー・ロー
ンダリング等対策に関しての業界全体の底上げを図るために、業界団体等と連携して、特定事業者に取組に
必要な情報や対応事例等を提供した上、所管する業態のマネー・ローンダリング等対策への取組の定着度
を引き続き把握していく必要がある。

• 特定事業者は、法令上の義務を履行することは当然のことながら、法令違反等の有無を形式的に確認する
だけでなく、疑わしい取引の届出を行う場合に該当しないか留意する ほか、引き続き、自らの業務の特性と
それに伴うリスクを包括的かつ具体的に想定して、直面するリスクを特定し、実質的な対応を行う必要がある。
特に、マネー・ローンダリング等に悪用される危険度が、他の業態よりも相対的に高い又は高まっていると認
められている商品・サービスについては、それぞれのリスクに応じた実質的なマネー・ローンダリング等対策
を適切に行い、危険度の低減措置を確実に図る必要がある。

• FATF 第４次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府一体となってマネー・ローンダリング等対策を強
力に進めるべく、令和３年８月に警察庁及び財務省を共同議長とする「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対
策政策会議」が設置されるとともに、今後３ 年間の行動計画が策定・公表をされた。この行動計画は、マ
ネー・ローンダリング等対策や拡散金融対策に関する法整備や執行面での改善を目指すもので、具体的に
は、国のリスク評価書の刷新、金融機関等の監督強化、実質的支配者情報の透明性向上、マネー・ローンダ
リング罪の起訴率の向上のためのタスクフォースの設置やこれを踏まえた捜査・訴追の実施、NPO の悪用
防止等が掲げられている。今後、調査書で特定されたリスクを踏まえ、行動計画を着実に実施していくことが
重要である。また、FATF の勧告を踏まえた法整備の検討を着実に行うため、内閣官房に「FATF 勧告関係
法整備検討室」が設置された。
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今後の取組み②（169頁）

• さらに、国全体としてマネー・ローンダリング等対策の一層の推進を図るため には、所管行政庁や特定事業
者等が連携して、国民にマネー・ローンダリング等対策について周知し、その重要性を理解してもらい、特定
事業者等が行うマネー・ローンダリング等対策のための措置について協力を得る必要がある。そのためにも、
所管行政庁及び特定事業者は、様々な手段・方法により、国民に対する広報活動を継続的かつ強力に推進
していく必要がある。

• 今後、経済活動のグローバル化や新たな技術の普及等により、犯罪収益やテロ資金の流れがますます多様
化することが見込まれる。このような中で、犯罪収益の移転やテロ資金供与の防止を効果的に行い、引き続
き国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するためには、所管行政庁及
び特定事業者が、上記のそれぞれの役割を十分に理解した上で、本調査書の内容や国内外の情勢変化を
踏まえ、官民一体となってマネー・ローンダリング等対策に取り組んでいく必要がある。
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リスク評価書の策定・見直し
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リスク評価書（特定事業者作成書面等）を作成・更新する上での留意点

• NRA（国によるリスク評価）のリスク評価を過度に重視しない。

• 自社の商品・サービスの説明、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経
営戦略のあり方を最初に記載。

• 疑わしい取引の届出状況等の分析を記載。届出件数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。

• リスク低減措置を講じた後の「残存リスク」は「低リスク」となるようにする。

• リスク評価書は定期的に見直す。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、リス
ク評価書は随時見直す。

• リスク評価書の策定・見直しにあたっては経営陣（取締役会・経営会議・コンプラ
会議等）の承認を得る。ただし、個別のリスク評価は柔軟にできるよう決裁権限を
委任したりする。

• リスク評価書に基づき、顧客受入方針等について、リスク格付けをする場合には、
実情にあわして随時見直しを行う。

• リスク評価書によりつつも、個々の顧客・取引ごとにリスク評価をし、リスク評価を
最新化する。
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リスクの特定：自らの営業地域の地理的特性・事業環境（FAQ22頁）

【対応が求められる事項】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

【Ｑ】

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」を考慮するとありますが、
具体的に何が求められているのでしょうか。

【Ａ】

• 「自らの営業地域の地理的特性」については、当該地域の地理的な要素の特性を意味しています。例えば、
自らの営業地域が、貿易が盛んな地域に所在するといった場合や、反社会的勢力による活発な活動が認め
られる場合、反社会的勢力の本拠が所在している場合に、当該地域の独自の特性を考慮する必要があると
考えます。

• 実際に地理的特性を考慮してリスクを検証する際には、例えば、貿易が盛んな地域に自らの営業地域が存
在している場合、貿易や水産物を取り扱うなどの取引先が多いと考えられますので、取扱商品や輸出・輸入
先の把握を通じた経済制裁等への対応等、地域的特性から精緻に検証し、リスク項目を洗い出すことが必要
になるものと考えます。

• 「事業環境」については、マネロン・テロ資金供与に関する規制の状況、競合他社のマネロン・テロ資金供与
対策の動向等、自らの事業に関する要素を考慮する必要があると考えます。

• 例えば、競合他社が参入する場合（基本的には、自らの競合他社が参入する場合）には、新たな競合他社の
参入により、競争の激化やサービスの変化、取引量の増減等によるマネロン・テロ資金供与の固有リスクが
変化する可能性があります。したがって、例えば、新たな競合他社の参入により市場全体のマネロン・テロ資
金供与に関するリスクが影響を受ける場合には、新たに検証すべきリスク項目がないかについて、年に１回
程度予定されている定期的なリスク評価書の改訂を待つのではなく、可能な限り早い段階で洗い出す必要が
あると考えます。

• なお、顧客が海外との取引を行っている場合、その相手先の国・地域のマネロン・テロ資金供与リスクも踏ま
えた顧客リスク評価を行うことが求められています。
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リスクの特定：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（FAQ25頁～26頁）

Ⅱ－２（１）リスクの特定
【対応が求められる事項】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（Q1）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（Q2）

【Ｑ２】
「当該商品・サービス等の提供前に（中略）マネロン・テロ資金供与リスクを検証すること」について、留意すべき事項を教
えてください。
【Ａ】
• これまで取扱いがなかった商品・サービス等の提供を開始する場合のほか、例えば、国内外の事業を買収すること

や業務提携等により、新たな商品・サービスの取扱いが発生する場合、直面するリスクが変化することから、営業部
門と管理部門とが連携して、事前にマネロン・テロ資金供与リスクを分析・検証することが求められます。

• これまで取扱いがなかった商品・サービス等の提供を開始する場合として、例えば、他業態の事業者と提携して、取
引時確認業務を当該他業態の事業者に依拠して新たな商品・サービスを提供する場合に、当該他の事業者のマネ
ロン・テロ資金供与リスク管理態勢の有効性を確認することが考えられます。また、その他にも、例えば、金融機関等
が顧客に対して法人口座に紐づく入金専用の仮想口座（バーチャル口座）等を提供することを検討している場合に、
仮想口座を利用する事業者等の利用目的やマネロン・テロ資金供与リスクを検証することが考えられます。

• 加えて、提携先等がどのようなマネロン・テロ資金供与リスクに直面し、その提携等している業務のリスクに対して、ど
のようなマネロン・テロ資金供与リスク管理を行っているかを把握し、リスクに応じて継続的にモニタリングすることが
求められます。

• また、新たな商品・サービス等の提供後に、当該商品・サービス等の内容の変更等により、事前に分析・検証したも
のと異なるリスクを検知した場合には、リスクの見直しを行った上で、見直し後のリスクを低減させるための措置を講
ずる必要があります。

• なお、提携先、連携先、委託先等については、例えば、これらの実質的支配者を含む必要な関係者を確認し、反社会
的勢力でないか、あるいは制裁対象者でないかといった検証が必要になるものと考えます。

• さらに、当該提携先等と連携して提供する業務が特定業務（犯収法別表及び同法施行令第６条）に該当する場合に
は、特定業務に係る取引を行った場合の取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出を行う義務があり、加えて、
取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の措置を的確に実施するための態勢整備を行う必要があります（犯収法
第11条、同法施行規則第32条第１項各号参照。）。
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リスクの特定：リスクの把握の鍵となる主要な指標の特定（FAQ28頁）

Ⅱ－２（１）リスクの特定

【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

【Ｑ】

「リスクの把握の鍵となる主要な指標を特定」とありますが、具体的な指標の例を教えてください。例えば、
外為送金の取引件数や非対面による取引件数、非居住者の取引件数、疑わしい取引の届出件数等は該
当しますか。

【Ａ】

• リスクの特定・評価に係る主要な指標には、ご指摘の指標も含まれ得るところ、具体的にいかなる指
標を用いて、定量的な分析を行うかについては、各金融機関等の事業環境・経営戦略・リスク特性等
を踏まえて、判断されることとなります。

• 報告徴求命令で年に１回報告していただいている計数は継続的に報告する項目であるため、これらの
項目のいくつかの項目や他の指標がリスクの把握の鍵となる主要な指標となるか、金融機関等ごとに
判断していただくのが望ましいものと考えます。
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リスクの評価：リスクの客観的根拠に基づく評価の実施・文書化（FAQ29頁～30頁）

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
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（Q1）（Q2）すること

【Ｑ１】
「具体的かつ客観的な根拠に基づき（中略）評価を実施」や「リスク評価の結果を文書化」について、留意すべき事項を教
えてください。
【Ａ】
• 「具体的かつ客観的な根拠に基づき（中略）評価を実施」する場合については、具体的かつ客観的な実際の取引分

析や評価、顧客属性、疑わしい取引の届出の内容や傾向、自らの金融犯罪被害の状況や手口の分析等を踏まえた
評価とすることなどが考えられます。

• こうした評価をするに当たっては、例えば、取引量（金額、取引件数等）・影響の発生率・影響度等の検証結果や、自
らの事業環境・経営戦略・リスク特性等を踏まえる必要があると考えます。

• なお、「影響の発生率」とは、有形無形の損失が発生する可能性の程度を示しています。また、「影響度」は、想定さ
れる有形無形の損失の金額等を指します。「有形無形の損失」の例としては、外国当局による制裁金や、コルレス関
係解消、レピュテーションリスク等が含まれるものと考えます。

• 以上のような要素をどのように考慮し、どのように評価を行うかなどについては、各金融機関等において、事前に文
書化しておく必要があると考えます。

• NRA 等の国によるリスク評価や業界団体によるリスク評価、分析レポート、FATF によるリスク評価（注）といった評価
手法を踏まえ、これらに含まれる業界、国におけるリスク認識とも整合性が取れるかといった点も考慮することが考え
られます。

• また、以上の分析を踏まえたリスク評価の結果を文書化する必要があり、「リスク評価の結果を文書化」することとは、
このような文書化の作業を意味します。「リスク評価の結果を文書化する」過程においては、講じられているリスク低
減措置（類型毎のリスク評価結果等に基づいた具体的な措置の詳細等）や、随時・定期的な有効性検証の実施内容
及び評価等について記載することが求められます。

（ 注） FATF が公表しているメソドロジー（ Methodology ） 、勧告（Recommendations）、解釈ノート(Interpretive Notes)、セ
クターごとのガイダンス(Guidance)等
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リスクの評価：疑わしい取引の届出の状況「等」（FAQ31頁）

Ⅱ－２（２）リスクの評価

【対応が求められる事項】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（Q1）の分析等
を考慮すること

【Ｑ１】

「疑わしい取引の届出の状況等」の「等」について、具体的な内容を教えてください。

【Ａ】

例えば、自らの口座の不正利用状況や、捜査機関等からの外部照会の状況を分析
するほか、特殊詐欺等の金融犯罪が発生している場合に、警察からの凍結要請、顧
客の申告状況、顧客に関する報道等の公知情報等から、その手口や被害状況等を
分析して、リスクの評価に活用することが考えられます。
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リスクの評価：疑わしい取引の届出の分析（FAQ31頁）

【対応が求められる事項】③
疑わしい取引の届出の状況等の分析（Q2）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
【Ｑ２】
疑わしい取引の届出はどのように分析することが求められるのでしょうか。また、届出件数が少数で
ある場合における分析、検証は、どのように行うことが求められるのでしょうか。
【Ａ】
• 疑わしい取引の届出の分析として、疑わしい取引の届出を実施した顧客の顧客リスク評価を見

直すのみならず、届出をした疑わしい取引に関して、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客
属性、届出理由、発覚経緯等といった要素に着目し整理を行った上で、自らの行っているリスク
の特定、評価、低減措置、顧客リスク評価の見直しに活用することが求められます。例えば、取
引モニタリングの敷居値を設定する際に、疑わしい取引の届出状況を分析した結果を踏まえ、
一定の顧客属性や取引パターンについては、そのリスク評価を見直し、敷居値を下げることによ
り通常より検知感度を上げることなどが考えられます。

• 疑わしい取引の届出がある場合には、当該届出を分析することで、金融機関等におけるリスク
評価の精度の向上等に活用することを求めたものであり、たとえ届出件数が少数であっても、例
えば、届出の理由等が他の取引等（当該顧客との取引や、他の顧客との同種取引も含みますが
これに限りません。）にも妥当する可能性がある場合には、過去において類似事案が発生してい
ないかを確認し、本来届け出るべきものを検証するなどして当該取引に係る疑わしさの調査や
届出判断の手続を見直すと共に検証の結果をリスク評価に反映し、より実効的な対応が出来る
よう改善することなどが考えられます。

• また、国のリスク評価書であるNRA に記載されている業態別の疑わしい取引の届出件数や、疑
わしい取引の参考事例等に照らして届出件数が少数である場合には、本来届出を行うべき取引
が検知されない、又は検知されたものの提出に至っていない可能性があるため、このような場合
には、疑わしい取引の届出を行うための態勢について、第３線が検証を行うこともあり得ます。
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リスクの評価：定期的なリスク評価の見直し（FAQ33頁）

Ⅱ－２（２）リスクの評価

【対応が求められる事項】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

【Ｑ】

「定期的にリスク評価を見直す」とありますが、「定期的」の目安は１年に１度程度と考えて
良いでしょうか。

【Ａ】

• 定期的な見直しについては、少なくとも１年に１回は見直しを検討することが必要であ
るほか、新たなリスクが生じたり、新たな規制が導入されたりするなど、商品・サービス、
取引形態、国・地域、顧客属性等のリスクが変化した場合等に、随時見直すことが考
えられます。

• また、定期的に見直す場合にはその時期や期間、随時に見直す場合にはその見直し
が必要となる状況等を、事前に検討して文書化しておくことで、より実効性が確保され
るものと考えます。

• なお、顧客リスク評価についても、リスクに応じた頻度で定期的にリスク評価を見直す
とともに、顧客のリスク評価に影響を及ぼすような事象が発生した場合には、直ちにリ
スク評価の見直しを行う必要がありますので、リスク評価に影響を及ぼす事象の検知
方法、判断基準、手続等を事前に文書化し、第１線を含む関係部署に周知徹底してお
くことが必要と考えます。
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リスクの評価：経営陣の関与（FAQ34頁）

Ⅱ－２（２）リスクの評価

【対応が求められる事項】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

【Ｑ】

「リスク評価の過程に経営陣が関与し」とありますが、具体的にどのような事項に対し
て、どこまで経営陣が関与すべきなのか、対応例等を教えてください。

【Ａ】

• マネロン・テロ資金供与リスクの評価段階で、経営陣に求められている対応として
は、①組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与リスクを評価するための
枠組みの確保、②経営レベルでの各部門の利害調整、③円滑かつ実効的にマネ
ロン・テロ資金供与リスクの評価を実施するための指導・支援を行うとともに、④
それらを可能とする経営資源の配分に関する機関決定を主導的に実施するであ
ると考えます。

• 対応例としては、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う役員が、評価手
法の検討・実施について承認し、リスク評価のプロセスが適切に行われるよう態
勢を整備した上で確認を行い、必要に応じて、遅滞なくこれらの評価手法やその
実施態勢について改善を図り、経営陣が、リスク評価の過程で、担当部署から随
時報告を受け、リスク評価の結果について議論の上承認を行い、最終的なリスク
評価を確定させる対応が考えられます。
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リスクの評価：リスク評価の結果の「見える化」（FAQ35頁）

Ⅱ－２（２）リスクの評価

【対応が期待される事項】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

【Ｑ】

全社的リスク評価の結果を「見える化」する意義は、どのようなところにあるのでしょう
か。

【Ａ】

本ガイドラインⅡ－２（２）【対応が期待される事項】a.は、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お
いて、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場合を想定
しています。さらに、これら評価結果を総合して、全社的リスク評価の結果を文書化し、
経営陣や業務執行部内にも分かりやすく「見える化」することにより、全社的な理解と
取組みを促進することが考えられます。
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リスクの低減措置の意義（FAQ36頁）

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減

（３）リスクの低減

（ⅰ）リスク低減措置の意義

【対応が求められる事項】①

自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し（Q1）、この結果を
当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること

【Ｑ１】

「個々の顧客・取引の内容等を調査」する場合において、留意すべき事項を教えてください。

【Ａ】

• 「個々の顧客・取引の内容等を調査」する方法としては、様々なものが考えられます。例え
ば、個々の顧客が利用する商品・サービスの内容や取引の状況を検証し、個々の顧客に
対して、申告を求めたり、リスクに応じて信頼に足る証跡を求めたりするほか、個々の顧客
に接触しなくとも、顧客に関する不芳情報（ネガティブ・ニュース）を取得したり、当該不芳情
報が当該顧客のリスク評価に影響を与える場合、その背景・実態を追加調査したり、顧客
の取引の内容について、過去の取引の態様、職業や取引目的等との整合性を確認したり
するなどが考えられます。

• いずれにせよ、「個々の顧客・取引の内容等を調査」する方法については、対象となる顧客
や取引の特性等に応じて、個別具体的に判断することになります。
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リスクの低減措置：顧客リスク評価の最新化（FAQ36頁）

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減

（３）リスクの低減

（ⅰ）リスク低減措置の意義

【対応が求められる事項】①

自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リ
スクの評価結果と照らして（Q２)、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること

【Ｑ２】

「個々の顧客・取引の内容等」の調査「結果を当該リスクの評価結果と照らして」に関して、留
意すべき事項を教えてください。

【Ａ】

• まず、自らが保有している顧客や取引の内容等の情報を基に、仮の顧客リスク評価を実施
した上、さらに、最新の顧客や取引の内容等の情報を考慮することにより、顧客リスク評価
を最新にすることが必要です。

• 顧客リスク評価を適切に実施することにより、適切なリスク低減措置を判断・実施すること
ができるものと考えています。
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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）（FAQ107頁）

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】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

【Ｑ】

「リスク低減措置を講じてもなお残存するリスク」について、どのように検討すれば良いでしょうか。

【Ａ】

残存リスクは、リスク低減措置によって各金融機関のリスク許容度の範囲内で可能な限り小さくすることが求められてお
り、残存リスクが高いまま、その商品・サービスを継続させることは困難であるものと考えます。残存リスクがゼロになるこ
とはないことを前提にしつつも、高リスクから中リスク、中リスクから低リスクへとリスク低減措置の改善を図るため、疑わ
しい取引の届出の分析結果により敷居値やシナリオの改善等を行うなどしてリスク低減を図ることができないかを定期的
に検証する機会を持ち、経営陣を含めて検討する必要があります。

なお、取引開始後に反社会的勢力であると判明した顧客に対して、取引解消までの間、厳格な管理を行いつつ最低限の
生活口座として存続させることを許容した場合の普通預金口座取引等は、リスク低減措置を講じてもなおリスクが残存す
る例の一つと考えられます。
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参考：リスク評価（固有・残存リスク）

区分 リスク要因 固有
リスク

リスク低減措置
（概要）

残存
リスク

商品・ｻｰﾋﾞｽ

高 低

中 低

中 低

中 低

低 低

取引形態

非対面取引 高 低

現金取引（200万円超） 高 低

外国との取引 中 低

中 低

国・地域
イラン・北朝鮮に居住する者との取引

特に
高い

低

ＦＡＴＦ声明を踏まえて注意を要する国・地
域

高 低

顧客属性

反社会的勢力 高 低

国際テロリスト 高 低

非居住者 高 低

外国PEPs 高 低

実質的な支配者が不透明な
法人

高 低

特殊詐欺等の犯罪者 高 低

• 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。
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

商品・サービス 取引形態

顧客属性 国・地域
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顧客・取引のリスクを考慮する上での４つの要素（検証点）

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

取引形態
• 遠隔地の支店の顧客

• 多額の現金取引（現金入金後１
週間後の口座取引）

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

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

• 法人の役員・実質的支配者に
制裁対象者と同じ名前

• 留学生・短期在留者
• 外国PEPs

国・地域
• イラン・北朝鮮

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

• 中国東北３省（遼寧・吉林・黒竜
江省）

• トルコ（テロ周辺国）

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

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

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

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

（例）「相続」の根拠となる遺産分割協議書や遺言書を求める。

• 取引について営業店の上席者や本部に報告する。

✓ 疑わしい取引の届出をするか判断を仰ぐ。

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

金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」


