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Ⅰ．はじめに 
 

金融庁は、平成 30 年 2 月 6 日、「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「本ガイドライン」という）を策定し、あわせて、同年 1 月

12 日まで実施していた、同ガイドライン案に対するパブリックコメント手続の結果を公

表した1。 

本ガイドラインは、平成 28 年 10 月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関す

る法律の一部を改正する法律」（以下「改正犯収法」という）への対応状況に関して、昨

年実施されたモニタリングの結果等を踏まえ、また、来年に予定されている FATF（金

融活動作業部会）の第 4 次対日相互審査を見据え、金融機関等（後記Ⅱで定義する）の

実効的な態勢整備を促すために、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マ

ネー・ローンダリング等」という）に係るリスク管理の基本的な考え方を示したもので

ある。本ガイドラインでは、改正犯収法において導入された、リスクベース・アプロー

チに基づくマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（以下「AML／CFT」という）

のための態勢整備を金融機関等が講じていく上で、金融機関等において「対応が求めら

れる事項」及び「対応が期待される事項」が整理されており、金融機関等においては、

同ガイドラインに沿った検討が必要になる。 

そこで、本稿では、本ガイドラインの主な内容につき解説を行い、金融機関等におい

て取り組むべき態勢整備の準備の参考に供したい。 

 

Ⅱ．本ガイドラインの対象 
 

本ガイドラインは、犯収法 2 条 2 項に規定する特定事業者のうち、公認会計士または

監査法人を除く金融庁所管の事業者を対象としており、具体的には、以下の事業者が対

象となる。 
                                                        
1 http://www.fsa.go.jp/news/30/20180206/fsa_maneron3001.html 
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本ガイドラインの対象となる「金融機関等」 

 銀行、信用金庫、信用組合等 

 保険会社、少額短期保険業者 

 金融商品取引業者、特例業務届出者 

 信託会社 

 貸金業者 

 資金移動業者 

 仮想通貨交換業者 等 

 

Ⅲ．リスクベース・アプローチ 
 

1．リスクベース・アプローチの意義（本ガイドラインⅡ－1） 
 

リスクベース・アプローチは、リスクの高低／大小に応じて力のかけ方に濃淡を付

けるという考え方である。すなわち、リスクの低い／小さい取引への対応のためにか

けるヒト・モノ・カネを合理的に節約する代わりに、リスクの高い／大きい取引への

対応にヒト・モノ・カネを重点的かつ効率的に配分し、それにより、金融機関等が負

うリスクの全体量を低減していこうとするものであって、改正犯収法では、既に、国

際的なリスクベース・アプローチの要請も踏まえた規定の整備が実施されている。 

 本ガイドラインでも、AML／CFT 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」と述べられており、金融機関

等が改正犯収法の定めるリスクベース・アプローチを実効的に行うためのプロセスを、

大きく、（1）リスクの特定、（2）リスクの評価、（3）リスクの低減のための措置の実

施の 3 段階に分けて説明している。 

 

2．リスクの特定・評価・低減（本ガイドラインⅡ－2） 
 

（1）リスクの特定 

リスクベース・アプローチの出発点は、自らの取引がマネー・ローンダリング等に

利用されるリスクが、どういったところにあるのかを具体的に特定することにある。 

 そして、リスクの特定に当たっては、まず、国家公安員会の公表する「犯罪収益移

転危険度調査書」が挙げている項目、すなわち、「商品･サービス」、「取引形態」、「国･

地域」、「顧客属性」といった点のリスクを包括的かつ具体的に検証する必要がある。 

他方で、犯罪収益移転危険度調査書の分析は、業態毎のリスクが 大公約数的に分

析されているに過ぎない。したがって、リスクの特定に当たっては、これらに加えて、

自らの「個別具体的な特性」を考慮することが求められる。 

 具体的には、自らの組織的要素（自らの部署・拠点・グループ会社などの組織に応



 
 
 

 
FINANCIAL REGULATION BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 
 

じて、それぞれどういったリスクがあるか）、人的要素（内部的には役職員、外部的

には顧客層など、人に応じてどういったリスクがあるか）、業務的要素（業務フロー

の各場面でどういったリスクがあるか、新規の業務フローの導入や業務フローの変更

などに応じてどういったリスクが生じるか）、環境的要素（自らが置かれている企業

環境、近時の犯罪傾向などに応じてどういったリスクがあるか）、固有的要素（自ら

の事業戦略・計画、地域性、システムの堅牢さなどに応じてどういったリスクがある

か）を考慮して、独自のリスク項目を設けることが望ましいだろう。 

 このようなリスクの特定に当たっては、全社的なリスクの洗い出しが必要となる。

その際、AML／CFT の所管部署が全体を俯瞰的に見てリスクを把握することに加え

て、その他の各部署・営業店・グループ会社でも、自分たちが担当する業務などにど

のようなリスクが内在するかをピックアップし、報告を受けた所管部署がこれをとり

まとめるという作業も重要となる。 

 

（2）リスクの評価 

次に、特定された自らの商品・サービスがマネー・ローンダリング等に利用される

リスクの程度を評価していく必要がある。具体的には、特定事業者作成書面等（リス

ク評価書）の作成・見直しを通じてリスク評価を行うことになる。本ガイドラインで

は、「リスクの評価は、リスク低減措置の具体的内容と資源配分の見直し等の検証に

直結するものであることから、経営陣の関与の下で、全社的に実施することが必要で

ある」とされている。具体的には、リスク評価書の策定・見直しを取締役会の承認事

項とする等して、経営陣がリスク評価に主体的に関与する仕組みとすることが考えら

れる。 

 なお、犯収法では、特定事業者作成書面等の作成は努力義務とはされている。しか

し、改正犯収法施行に伴う監督指針等の改正に関するパブリックコメントでも、特定

事業者作成書面の作成時期に特段の定めはないが、作成に努めていないと評価される

場合には不適切と判断されることもある旨述べられており2、施行から約 1 年半が経

過する現時点で未整備の金融機関等においては、速やかに作成することが求められる。 

 

 リスクの評価に当たっては、前記（1）のとおり特定されたリスクについて、自ら

の事業環境・経営戦略の特徴を反映し、具体的かつ客観的な根拠に基づき評価するこ

とが求められる。このため、自社におけるこれまでの不正取引や疑わしい取引の事例、

所管部署によるモニタリングの結果、内部監査結果報告、FATF や OFAC（米国財務

省外国資産管理局）が公表するテロリスト等の情報、金融庁・財務局等による検査の

結果、金融庁や警察庁等からのフィードバック、外部研修や他社との情報交換によっ

て得た情報等を総合的に勘案して評価する必要があるだろう。 

 以上のとおり、リスクの特定・評価は自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映した

ものでなければならないから、リスク評価書の内容は、自ずと事業者毎に様々な体裁

                                                        
2 平成 28 年 7 月 27 日金融庁パブリックコメント No.6 
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や内容になるはずで、ひな型的なものを使用することとは本来は相容れないはずであ

る。また、犯罪収益移転危険度調査書の内容に沿ったリスク評価をしているだけでは、

リスクの特定・評価として不十分ということになるだろう。 

 また、具体的なリスク評価書の作成に当たっては、リスクの評価の結果は、後記（3）

のリスクの低減措置等の具体的な対応を基礎づけるものであるから、高・中・低など

とレベル分けする等しておき、これら一連の作業の結果をリスクマップとしてビジュ

アル化すると、全体像の把握もしやすくなるだろう。 

 なお、リスク評価のための手法が確立されていなかったり、リスク評価のためのリ

ソースが自社内において十分に確保できないような場合には、外部専門家等によるコ

ンサルティング・監査を活用することにより、具体性・客観性を確保することも考え

られる。 

 

（3）リスクの低減 

前記（1）（2）のリスクの特定・評価を踏まえ、それぞれのリスクに対し、どのよ

うな対応策を講じればリスクを低減することができるか、検討を要する。 

 本ガイドラインでは、リスク低減措置の具体的方法として、（i）顧客管理や、（ii）

異常取引や制裁取引を検知するためのモニタリング・フィルタリングといった方法が

挙げられている。これらの具体的な方法について、以下詳述する。 

 

3．リスク低減措置の具体的な取組み（本ガイドラインⅡ－2（3）） 

     

（1）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD） 

本ガイドラインの挙げるリスク低減措置のうち、顧客管理とは、特に個々の顧客に

着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が

行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低

減措置を判断・実施する一連の流れをいう。 

 例えば、取引開始時の反社データベースとの照合や定期的なスクリーニングといっ

た手法は顧客管理の一例であると考えられるが、本ガイドラインでは、マネー・ロー

ンダリング等の防止の観点から、類型的・具体的にリスクが高いと思われる顧客につ

いては、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ている。 

 ただし、本ガイドラインでは、犯収法において求められる各種の義務は、あくまで、

金融機関等が講ずべき 低限の水準（ミニマム・スタンダード）であることが示され

ている。すなわち、本ガイドラインにおいても、リスクが低い顧客との取引であって

も、法令上の義務を緩和することまで許容するものではない点には、留意する必要が

ある。 

 顧客管理の具体的な方法は、そのリスクの内容・程度に応じて検討する必要がある
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が、例えば、取引開始時には、犯収法で義務づけられている水準よりも、取引時確認

の確認書類を増やしたり、取引目的等の確認内容を詳細化・具体化するなどの方法や、

取引開始後の継続的顧客管理には、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る検知基

準を厳格化するといった方法が考えられる。 

 こうした顧客管理を実施するにあたっては、取引開始時にいかなる顧客情報を取得

する必要があるか、継続的な取引を行うに当たって顧客情報をいかにしてアップデー

トしていくか、さらには、これらの顧客情報をどのように一元的に管理していくかと

いった点について検討が必要になると思われる。特に、顧客情報の管理の点について

は、取得した顧客情報を有効に活用する前提として、顧客情報のデータベース化等の

検討が必要になるだろう（本ガイドラインⅡ－2（3）（vii）参照）。 

 

（2）モニタリング・フィルタリング 

また、モニタリング・フィルタリングの手法として、取引そのものに着目し、金融

機関等における取引状況の分析、異常取引や制裁取引の検知等を通じてリスクを低減

する方法が挙げられている。 

 現在も、銀行等が行う海外送金等の取引については、外国為替及び外国貿易法 17

条の適法性の確認義務の履行のため、資産凍結等経済制裁対象の送金ではないことを

確認する方法として、自動照合システムによる取引のフィルタリングやモニタリング

を行うことが外国為替検査マニュアルで求められているが、本ガイドラインを踏まえ

ると、海外送金等に限らず、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと思われる取

引類型を検討の上、これらの取引を検知するためフィルタリングやモニタリングを実

施することが求められている。 

 金融機関等の事業規模やリスクの状況等にもよるが、フィルタリングやモニタリン

グの対象となる取引量によっては、IT システムの導入等が必要となることも考えら

れ、本ガイドラインでも、「自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入

の必要性を検討しについても検討」することが求められている（本ガイドラインⅡ－

2（3）（vi）参照）。また、こうした手続きによる業務負荷の軽減の観点からは、Fintech

分野の新技術を活用すること等を前向きに検討することが期待されている（本ガイド

ラインⅡ－2（5）参照）。 

 

Ⅳ．管理態勢 
 

1．PDCA サイクルによる管理態勢の構築（本ガイドラインⅢ－1） 
 

金融機関等の組織、人員構成、業務の内容・種類・方法・フロー、取り巻く環境、

事業戦略・計画その他の事情は固定されているわけではなく、時期等に応じて変化す

るものであり、前記Ⅲ－2（1）で述べた自らの組織的要素、人的要素、業務的要素、

環境的要素、固有的要素も変わり得るものである。したがって、それらを考慮して作
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成するリスク評価書も、一旦作ったら終わりではなく、必要に応じて見直しや変更を

行う必要がある。また、リスク低減措置における顧客管理やモニタリング・フィルタ

リングの方法も、リスクの特定・評価に応じて見直しを行い、必要に応じて改善を図

っていく必要がある。 

 これら全体の取組みは、現状で十分なレベルに達しているか、内部監査部門による

定期的又は必要に応じた検証を経て、見直しがなされるべきであり、それによって

PDCA サイクルを機能させ、より強固なマネー・ローンダリング等の防止態勢が作り

上げられていくという好循環を生むことが重要となる。 

 

2．経営陣の関与・理解（本ガイドラインⅢ－2） 
 

AML／CFT の管理態勢の構築に当たっては、経営陣は、全社的な方針の決定や対外

表明、組織体制（部署の設置、人員の配置を含む）など内部管理態勢の枠組みの構築

にコミットして行く必要がある。それがトップダウンで具体化されていく過程におい

て、全役職員に対し AML／CFT に対する意識を浸透させこととなる。 

 本ガイドラインでも、「金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスクは、自らの経営

戦略等を踏まえた業務運営により増減するものであり、その評価は、経営戦略全体の

中でのリスク許容度、資源配分方針の検証・見直し等の一環として、考慮・検討され

るべきもの」と述べられている（本ガイドラインⅢ－2 参照）。また、上記Ⅱ－2（2）

でも述べたとおり、マネー・ローンダリング等のリスクの評価は、リスク低減措置の

具体的内容と資源配分の見直し等の検証に直結するものとされており、積極的に経営

陣が関与していくことが求められている。 

 

3．経営管理（三つの防衛線等）（本ガイドラインⅢ－3） 
 

前記 2.で述べたとおり、AML／CFT の管理態勢の構築に当たっては、経営陣が組織

体制や管理態勢の構築に積極的に関与していく中で、営業部門（第 1 の防衛線）、管理

部門（第 2 の防衛線）、監査部門（第 3 の防衛線）の担う役割・責任を明確化するこ

とが必要となる。 

 まず、営業部門は、顧客と直接対面することから、マネー・ローンダリング等のリ

スクに 初に直面し、これを防止する役割を担うこととなる。このため、リスクベー

ス・アプローチの実践においては、営業担当者によるマネー・ローンダリング等のリ

スクのある取引への「気づき」が重要となるのであって、取引時確認や疑わしい取引

の届出のルールやマニュアルを形式的に遵守するだけに留まらず、マネー・ローンダ

リング等の防止の重要性や各手続の履行が義務付けられる意味等についても、理解の

浸透を図ることが重要になるだろう。 

 次に、管理部門においては、営業部門への牽制機能を確保するとともに、営業部門

への情報の提供や質疑への応答、具体的な対応方針等についての協議といった対応が
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求められる。AML／CFT の管理に当たっては、取引時確認や疑わしい取引といった犯

収法の手続きに限らず、海外送金を行う際の外為法上の手続き、反社会的勢力への対

応、金融犯罪への対応等を統合的に管理することが重要となる。このため、各対策の

主管部門が分かれているような場合には、これらを統括的に管理する責任を担う部署

や責任者の選定等も検討する必要があると思われる。 

 そして、監査部門においては、営業部門及び管理部門が適切に機能をしているか、

独立した立場から、定期的に又は必要に応じた検証を経て、見直しがなされるべきで

あり、それによって PDCA サイクルを機能させていくことが求められる。 

 なお、これらの組織体制の構築に当たっては、研修等を通じて、専門性・適合性等

を有する職員を必要な役割に応じ確保・育成していくことが求められる（本ガイドラ

インⅢ－5 参照）。 

 

4．グループベースの管理態勢（本ガイドラインⅢ－4） 
 

金融機関等がグループを形成している場合には、グループ全体としての AML／CFT

に係る方針・手続・計画等を策定し、グループ全体に整合的な形で、必要に応じ傘下

事業者等の業態等による違いも踏まえながら、これを実施することが求められている。 

 

Ⅴ．おわりに 
 

リスクベース・アプローチによる実効的な AML／CFT は、金融機関等に求められる国

際的要請である。前記Ⅰで述べたとおり、本ガイドラインは、来年に予定されている FATF

による第 4 次対日相互審査を見据えたものである。第 4 次対日相互審査では、従前の相

互審査において実施されていた書面審査に加えて、オンサイトでの審査が行われること

となっており、金融機関等においては、本年中に AML／CFT に関する管理態勢の構築に

道筋をつけることが求められるだろう。 

特に、本ガイドラインで「対応が求められる事項」については、その内容と現状の態

勢を比較の上、改善のためのロードマップを策定し、事業の特性や規模等を踏まえた管

理態勢の整備に計画的に取り組んでいく必要がある。 
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