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FATFの「４０の勧告」（第４次勧告）

勧告 内容 勧告 内容 勧告 内容

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

35 義務の不履行に対する制裁措置

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

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

37 法律上の相互援助、国際協力

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

5 テロ資金供与の犯罪化 22 DNFBPにおける顧客管理 39 犯人引渡

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

7
大量破壊兵器の拡散に関与する者への
金融制裁

24 法人の実質的所有者

8 非営利団体（NPO）の悪用防止 25 法的取極の実質的所有者

9
金融機関秘密法が勧告実施の障害とな
ることの防止

26 金融機関に対する監督義務

10 顧客管理 27 監督当局の権限の確保

11 本人確認・取引記録の保存記録 28 DNFBPに対する監督義務

12 PEP（重要な公的地位を有する者） 29 FIUの設置義務

13 コルレス銀行業務 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査

14 送金サービス提供者の規制 31 捜査関係等資料の入手義務

15 新技術の悪用防止 32
キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）への対
応

16
電信送金（送金人・受取人情報の通知義
務）

33 包括的統計の整備

17 顧客管理措置の第三者依存 34 ガイドラインの策定義務

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

確認・取引記録の保存義務）、勧告20（疑わしい取引の届出）のいずれかについて１つ以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）があ
る場合
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「法令等整備状況」（TC）と「有効性」（IO）の合格水準・不合格水準

１．法令等整備状況（TC) ※勧告ごとに４段階評価

（合格水準）

• Compliant（C)（履行)

• Largely Compliant（LC）（概ね履行）

（不合格水準）

• Partially Compliant（PC)（一部履行）

• Non Compliant（NC）（不履行）

２．有効性（IO） ※項目ごとに４段階評価

（合格水準）

• High Level（高水準）

• Substantial Level（十分な水準）

（不合格水準）

• Moderate Level（中レベル）

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

（法令等整備状況（TC))

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

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

（有効性（IO））

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

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

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

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

観察対象国（※） アイスランド、トルコ

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

相互審査

通常フォローアップ
（相互審査後３年後
にフォローアップ報告）

重点フォローアップ
（フォローアップの評価の前に
３回フォローアップ報告）

５年後に
フォロアップ

評価

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

IO.1 リスクの理解 SE

IO.2 国際協力 SE

IO.3 金融機関・DNFBPの監督 ME

IO.4 金融機関・DNFBPの予防措置 ME

IO.5 法人・法的取極の悪用防止 ME

IO.6 金融機密情報の活用 SE

IO.7 マネー・ローンダリングの捜査・訴追・制裁 ME

IO.8 犯罪収益の没収 ME

IO.9 テロ資金供与の捜査・訴追・制裁 ME

IO.10 テロ資金供与の凍結・NPOの濫用防止 ME

IO.11 拡散金融 ME

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

①１１のIOのうち、７以上のIOについて、低レベル（Low Level）または中レベル（Moderate Level）の評価を受
けた場合、または、②１１のIOのうち、４以上のIOについて、低レベル（Low Level）の評価を受けた場合には、重
点フォローアップの対象
➡１１のIOのうち８のIOにおいてMEの評価なので①の基準により重点フォローアップの対象となる。
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法令遵守状況の評価

勧
告

内容
評
価

勧
告

内容
評
価

勧
告

内容 評価

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

LC 35 義務の不履行に対する制裁措置 LC

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

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

LC 37 法律上の相互援助、国際協力 LC

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

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

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

7
大量破壊兵器の拡散に関与する者へ
の金融制裁

PC 24 法人の実質的所有者 PC

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

9
金融機関秘密法が勧告実施の障害と
なることの防止

C 26 金融機関に対する監督義務 LC

10 顧客管理 LC 27 監督当局の権限の確保 LC

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

12 PEP（重要な公的地位を有する者） PC 29 FIUの設置義務 C

13 コルレス銀行業務 LC 30 資金洗浄・テロ資金供与の捜査 C

14 送金サービス提供者の規制 LC 31 捜査関係等資料の入手義務 LC

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

16
電信送金（送金人・受取人情報の通
知義務）

LC 33 包括的統計の整備 LC

17 顧客管理措置の第三者依存 NA 34 ガイドラインの策定義務 LC

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

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

確認・取引記録の保存義務）、勧告20（疑わしい取引の届出）のいずれかについて１つ以上のNC（不履行）またはPC（一部履行）があ
る場合
➡勧告５（テロ資金供与の犯罪化）についてPCなので、重点フォローアップの対象基準に該当
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勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）（LC)の指摘されている問題点のまとめ

１．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。
２．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。

• 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。



9

勧告１（リスク評価とリスクベース・アプローチ）：予想される改正等

１．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。

➡2021年12月16日に公表された「犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）」においては次頁のよう
な変更がなされた。

２．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。

• 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。
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調査書目次

出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要版
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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。



12出所：犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）４頁
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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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2021年調査書の評価

 「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年の調査書から追加された「我が国の環境」の項目も併せればそれなりの刷新と言
えるか。

 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。

 預金取扱金融機関、資金移動業者、暗号資産交換業者の商品・サービスが相対的に他
の特定事業者よりも危険度が高いと評価された。

 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。



15

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
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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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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）
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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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「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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勧告５（テロ資金供与の犯罪化）に対する評価（PC：一部履行)

１．評価（PC:一部履行）

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

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

• 法人に対する制裁は、比例的で説得力のあるものではない。

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

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

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

２．予想される改正

• 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。

• 「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。
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勧告６（テロリストの資産凍結）に対する評価（PC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➢ 標的性金融制裁（TFS）を遅滞なく実施していない。

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

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

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

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

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

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

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

➢ 資産凍結者としてリストされる前に締結された契約に基づく支払いに関連して、そのよ
うな支払いをするか又は受け取るために、または、資金又はその他の資産の凍結解除を
承認するために、日本が安全保障理事会にその意図を事前に通知しなければならないこ
とは明らかではない。
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（勧告６・勧告７関連）

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

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

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

資産凍結措置を行うため、告示の発出プロセスを迅速化する。
期限：実施中
担当官庁：外務省、財務省、警察庁

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

資産凍結措置の執行を強化する。
期限：令和4年秋
担当官庁：財務省、特定事業者所管行政庁

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

るための法制度の整備について検討し、所要の措置を講じる。
期限：令和4年夏
担当官庁：内閣官房、警察庁、外務省、財務省、経済産業省、その他関係省庁
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勧告10（顧客管理）に対する評価（LC)

「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

（１）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。

（２）予想される法令等の改正

• 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。

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。
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〇犯収法施行規則12条５項

５ 第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当する
ことにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうも
のとする。
一 顧客等が自然人である場合 次のいずれかに該当すること。
イ 当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。

ロ 当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等
のために当該特定取引等の任に当たっていることを証する書面を有していること。

ハ 当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧
客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者（令第十三条第一項第一号に掲げる取
引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ニ及び第十六条第二項において同
じ。）が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該
代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかである
こと。

二 前号に掲げる場合以外の場合（顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。）
次のいずれかに該当すること。
イ 前号ロに掲げること。
ロ 当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。

ハ 当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署
に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために
当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係
を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取
引等の任に当たっていることが明らかであること。
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勧告11（記録の保存）に対する評価（LC：概ね履行）

１．評価➡LC（一部履行）

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
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
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）➡PC（一部履行）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

金融庁マネロンガイドラインII-2（３）リスクの低減(ii)顧客管理【対応が求められる事項】⑦
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客について上級管理職の承認を得ることとされている。
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）：予想される法令等の改正①

１．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】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。
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）：予想される法令等の改正②

２．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職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。
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）：予想される法令等の改正③

３．「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。

• 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。
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勧告12（重要な公的地位を有する者（PEPs）：予想される法令等の改正④

４．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。

• 「国内PEPs」や「密接関係者」（顧問弁護士や顧問会計士）などの「PEP」化は可能性が低いか。

〇犯収法における外国PEPsの範囲（令１２条３項、規則１５条）
１ 以下の外国の公的地位にある者
• 国家元首
• 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
• 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
• 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
• 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
• 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は

航空幕僚副長に相当する職
• 中央銀行の役員
• 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

２ かつて上記１であった者

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

４ 法人であって、上記１～３に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある実質的支配者が上
記の者である法人との取引
※「国等」に含まれる外国政府、外国中央銀行、大使館、外国上場会社等が外国ＰＥＰsに該当することはない。
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勧告22・勧告23（DNFBPs関連）①

１．評価

 勧告22（DNFBPs（指定非金融事業者及び職業専門家））➡PC

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

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

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

 勧告23（DNFBPs：その他の措置）➡PC

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

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

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

• 弁護士は、リスクの高い国に関連する取引に適切な措置を適用することを特に要求
されていない。
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勧告22・勧告23（DNFBPs関連）②

２．予想される法令等の改正

• 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。

• 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。

➡米国弁護士会（ABA)はフォローアップでも抵抗

• 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。
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勧告24（法人の透明性及び実質的支配者）➡PC

『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。』

【マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画】

４．法人、信託の悪用防止

(2)実質的支配者情報の透明性向上

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

期限：令和6年春

担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁

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

期限：令和4年秋

担当官庁：法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁
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欧州各国・米国の制度

商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会取りまとめ（令和２年７月法務省民事局）
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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則
「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則」は2021年９月17日に公布され、2022年
（令和４年）１月31日に施行される。

同規則に基づく実質的支配者リスト制度は、株式会社（特例有限会社を含む）からの申出により、商業登記所（法
務局）の登記官が、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。

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」（実質的支配者リスト）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。

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。

実質的支配者リストの申請は、個人情報を含むプライバシー性の高い情報であるため、申出した株式会社のみ
ができ、関係当局・提出先の金融機関等の事業者は実質的支配者リストの交付申請をすることができない。

実質的支配者リストに記載する実質的支配者の情報は申出日から１か月以内の情報である必要がある。

申請した株子会社は、商業登記所に対して、実質的支配者リストの写しの交付申請を無料で行うことができ、再
交付の申請もできる。

ただし、保存されている実質的支配者リストに記載されている会社の商号、本店又は作成者である会社の代表
者が変更されている場合には，再交付の申出をすることができない。この場合には、新たに実質的支配者リストを
作成して，申出をすることになる。

なお、本制度は，任意の申出に基づいて実質的支配者リストの写しを発行するものであるので，実質的支配者
リストに記載されている情報に変更があった場合であっても，変更後の実質的支配者リストの保管及び写しの交
付の申出をするかどうかも任意となる。新たな情報が記載された実質的支配者リストの写しを必要とする場合に
は改めて申出をすることとなる。金融機関としては、継続的顧客管理の観点で最新の法人顧客の実質的支配者
リストを求める場合には、当該法人顧客に対して、実質的支配者リストの保管及び写しの交付の申出を再度する
ことを求めることが考えられる。
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実質的支配者リストの作成方法・必要書類

実質的支配者リストの保管の申出は、会社の代表者又は代理人が申出法人の本店所在地
の法務局に対して行う。手数料は無料で郵送による申出も可能である。

申出書（「実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書」）には、(i)申出年月日、(ii)会
社法人等番号、(iii)商号、(iv)本店所在地、(v)申出人の表示、(vi)（代理人がいる場合は）代理
人の表示、(vii)必要な写しの通数・交付方法（「窓口で受取」・「郵送」の別）、(viii)利用目的（「金
融機関への提出」・「その他」の別）を記載する。

実質的支配者リストには、①実質的支配者の住居、②氏名、③国籍等、④生年月日、⑤議
決権保有割合（間接保有が有る場合には別紙に支配関係図を記載）、⑥添付書面、⑦本人確
認書面（記載は任意）を記載する。実質的支配者が複数人いる場合は、議決権保有の多い順
に記載する（最大３名）。

必ず添付しなければならない添付書面としては「申出会社の申出日における株主名簿の写
し」である。株主名簿の写しに代えて、申告受理及び認証証明書（公証人発行，設立後最初の
事業年度を経過していない場合に限る。）又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し（申
出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの）を添付することも認められる。実質的支
配者リストの記載と株主名簿の写し等の記載とで内容が合致しない場合（例えば、議決権保有
割合が25％超でも支配する意思・能力を有しないことが明らかな者がいる場合）には，その理
由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

任意に添付できる添付書面としては、運転免許証の表裏両面のコピー，住民票の写し 等の
実質的支配者の本人確認書面、支配法人の申出日における株主名簿の写し等がある。

その他、申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き，申出書に記載した申
出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。また、代
理人によって申出をする場合には委任状等の代理権限を証する書面を添付を要する。
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申出書（みほん）

出所：法務省「実質的支配者リスト制度の創設（令和４年１月３１日運用開始）」
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実質的支配者リスト（第１面）

出所：法務省「実質的支配者リスト制度の創設（令和４年１月３１日運用開始）」
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実質的支配者リスト（第２面）

出所：法務省「実質的支配者リスト制度の創設（令和４年１月３１日運用開始）」
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実質的支配者の該当性の基準（実質的支配者リストとの関係）
マネロン・テロ資金供与対策のための法律の一つである犯罪収益移転防止法においては、金融機関等が法人顧
客に対する取引時確認の一つとして実質的支配者の本人特定事項（氏名、住居、生年月日）の確認が求められ
る。

法人顧客が株式会社である場合は、以下の（１）⇒（２）⇒（３）⇒（４）の順に実質的支配者が判定される。

（１）法人顧客の50％超の議決権を直接・間接に保有する自然人

（２）（１）がいない場合は、法人顧客の議決権の25％超の議決権を直接・間接に保有する自然人

（３）（１）・（３）に該当する自然人がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人顧客の事業
活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合は、当該自然人

（４）（１）から（３）に該当する自然人がいない場合は、当該法人顧客の業務執行をする代表者である自然人

（１）・（２）の基準に該当しても、その自然人が法人顧客の事業経営を実質的に支配する意思または能力を有して
いないことが明らかな場合（例えば意思能力がない場合など）は実質的支配者に該当しない。

「直接保有」とは、例えば，自然人Ａが、法人顧客であるＢ社の議決権株式を自ら直接有していることをいう。「間
接保有」とは、自然人Ａが法人顧客であるＢ社の株主であるＤ社を介して間接的に甲株式会社の議決権株式を有
していることをいう。この場合、間接保有というためには、自然人Ａは、Ｄ社の50％超の議決権を有していることが
要件となる。

実質的支配者に該当するのは原則として自然人であり法人は該当しないが、国、地方公共団体、上場会社また
はその子会社は自然人とみなされるため、（１）・（２）の基準に該当する場合は実質的支配者に該当する。

実質的支配者リストの対象となる実質的支配者は（１）・（２）の基準に該当する自然人に限られ、（３）・（４）の基準
に該当する自然人は対象とならない。

実質的支配者リストが適用される法人顧客は株式会社（特例有限会社を含む）に限られ、一般社団法人・財団法
人、医療法人、学校法人、合同会社などの法人については、犯罪収益移転防止法上は実質的支配者である自然
人の確認が必要となるが、実質的支配者リスト制度の対象とならない。ただし、上場会社である株式会社である
法人顧客については実質的支配者の確認は求められない。
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実質的支配者の該当性の基準

出所：法務省「実質的支配者リスト制度の創設（令和４年１月３１日運用開始）」
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実質的支配者リストを要求すべき場合

犯罪収益移転防止法において、取引時確認の際の実施的支配者の本人特定事項の確認は、
法人顧客の代表者や取引担当者の申告により行われており、その信用性が担保されていない。

今回創設される実質的支配者リスト制度も、法人顧客の申告により作成されるものであるが、
法務局に虚偽の事実を記載した実質的支配者リストを申告すると公正証書原本不実記載罪に
問われる可能性があるので、その内容について一定程度信用性を担保することができる。

新規の法人顧客が預貯金口座を開設する際には、契約自由の原則により顧客に対して追加
の書類を徴求することも可能であるので、当該法人顧客に対して実質的支配者リストの写しの
提出を求めることにより、信用性の高い実質的支配者情報を把握することが期待できる。

また、既存の法人顧客から新規融資の申込があった際の査書類の一部として実質的支配者
リストの写しを求めることで、企業の健全性を推し量ることができる。

さらに、既存の法人顧客について、継続的顧客管理の中でリスクに応じて適切に顧客の実質
的支配者の本人確認事項を確認することが求められているが、一定程度リスクが高いと判断
した顧客については、「信頼に足る証跡」として、実質的支配者リストの写しの提出を求めるこ
とが考えられる。

本制度は，任意の申出に基づいて実質的支配者リストの写しを発行するものであるので，実
質的支配者リストに記載されている情報に変更があった場合であっても，変更後の実質的支
配者リストの保管及び写しの交付の申出をするかどうかも任意となる。

もっとも、金融機関としては、継続的顧客管理の観点で最新の法人顧客の実質的支配者リス
トを求める場合には、当該法人顧客に対して、実質的支配者リストの保管及び写しの交付の
申出を再度することを求めることが考えられる。
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実質的支配者リストの見方
実質的支配者リストには、任意ではあるものの運転免許証の両面の写しなどの実質的支配者の
本人確認書面が添付書面として提出される場合もあるため、実質的支配者の本人特定事項（氏名、
住居、生年月日）について正確な情報を知ることができる。

実質的支配者リストは国籍情報も求めているため、外国籍の実質的支配者の情報もある程度正
確に知ることができる。

実質的支配者について、議決権保有割合の中に間接支配の部分がある場合には、別紙に支配関
係図を記載することが求められるため、株主の支配関係について正確な情報を知ることができる。

実質的支配者が支配株主を介して間接的に25％超の議決権を保有している場合には、任意では
あるが支配株主の株主名簿の写し等が提出されれば、支配株主の支配構造も知ることができる。

金融機関の担当者は実質的支配者リストの写しから、その企業の大株主実質的支配者の本人特
定事項（氏名、住居、生年月日）を把握することができ、その情報を基に自行庫の反社データベース
と照合することにより、反社会的勢力とのつながりをより高精度にチェックできる。

法人顧客に対して、実質的支配者リストの写しの提出を求めたところ、当該法人顧客の代表者が
実質的支配者であるとの申告がある場合には、当日時点の株主名簿の写しや法人税確定申告書
別表二の明細書の写し（申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの）の提出を求め、実
質的支配者となり得る25％超の議決権株式を保有する者がいないか確認することが考えられる。も
し、25％超の議決権保有者がいる場合にその者を実質的支配者として申告しない場合は、法人の
代表者や取引担当者に質問をして合理的な回答をしない場合は取引を謝絶することも検討する必
要がある。

本制度は，任意の申出に基づいて実質的支配者リストの写しを発行するものであるので，実質的
支配者リストに記載されている情報に変更があった場合であっても，変更後の実質的支配者リスト
の保管及び写しの交付の申出をするかどうかも任意となる。新たな情報が記載された実質的支配者
リストの写しを必要とする場合には，改めて申出をすることとなる。金融機関としては、継続的顧客
管理の観点で最新の法人顧客の実質的支配者リストを求める場合には、当該法人顧客に対して、
実質的支配者リストの保管及び写しの交付の申出を再度することを求めることが考えられる。
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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共同機関の設立

【FATF第４次対日相互審査報告書】（2021年８月30日）

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。

【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）

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

(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

【金融庁・金融審議会 資金決済ワーキング・グループ報告】（2022年１月11日）

銀行等のAML/CFT業務（取引モニタリング・取引フィルタリング）の共同化に関して、①業規制のあり方
（参入規制・兼業規制・個人情報の取扱いに係る体制整備義務、検査・監督）、②個人情報の適正な取扱
い等について検討。

➡同報告書に示された考え方に基づき、令和４年（2022年）通常国会に関連法案が提出される模様。
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共同機関に対する業規制の基本的考え方

出所：第３回 金融審議会資金決済ワーキング・グループ事務局資料
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想定される取扱い事例

出所：第３回 金融審議会資金決済ワーキング・グループ事務局資料
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取引フィルタリング・取引モニタリング業務の共同機関と個人情報の取扱い（金融審・資金決済WG報告）①

１．一般論

共同機関による、①政府機関等からの制裁対象者リストの取得等については、その利用目的をあ
らかじめ公表した上で取得し（個人情報保護法18条【21条】１項）、利用することができる（なお、
当該リストの情報が要配慮個人情報に該当する場合であっても、同法17条【20条】２項２号（人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
とき）又は５号（当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている
場合）に該当し、あらかじめ本人の同意を得ることなく取得し、利用することができる）、また、
②共同機関を利用する銀行等への取得したリストの提供については、同法23条【27条】１項２号
（人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき）に該当し、あらかじめ本人の同意を得ることなく提供することができるものと考えら
れる。

２．銀行等の利用者に対する利用目的の特定・通知又は公表と共同機関への情報提供との関係

銀行等による共同機関への利用者の個人情報等の提供と個人情報保護法で求められる銀行等によ
るその利用者への利用目的の特定・通知又は公表との関係については、現行の銀行等の実務では、
銀行等は個人情報を犯収法に基づく取引時確認等に利用するとしていることから、一般論としては、
現在、銀行等において利用者に通知・公表されている利用目的の範囲内となるものと考えられる。

※銀行等は、一般に、AML/CFT 業務の実施のために必要な個人情報の取扱いに関して、犯収法に基
づく取引時確認等や、金融商品やサービスを利用する資格等の確認のために利用する旨を利用目的
としてウェブサイト等で公表等し、各利用者の個人情報を取得している。
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取引フィルタリング・取引モニタリング業務の共同機関と個人情報の取扱い（金融審・資金決済WG報告）②

ウ．共同機関における個人情報の分別管理と本人の同意の要否

共同機関が、①各銀行等から提供を受けた個人データを、各銀行等から委託された業務の範囲内
でのみ取り扱い、各銀行等別に分別管理する（他の銀行等のものと混ぜない）、②各銀行等の取引
等を分析した結果（個人データを含む）は、委託元の各銀行等にのみ通知する（他の銀行等と共有
しない）場合には、一般論として、銀行等の行為は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人
データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」（個人
情報保護法23条【27条】５項１号）に該当すると考えられ、銀行等は、あらかじめその利用者の同
意を得ることなく、当該個人データを共同機関に提供することができると考えられる。

エ．機械学習の学習済みパラメータの共有

共同機関における分析能力の向上を図る観点から、上記イに加え、共同機関が、ある一つの銀行
等からの委託を受けて、当該銀行等の利用者の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用
いて、当該銀行等のために生成した学習済みパラメータ（重み係数）（学習済みモデルにおいて、
特定の出力を行うために調整された処理・計算用の係数）を、共同機関内で共有し、他の銀行等か
らの委託を受けて行う分析にも活用する場合には、一般論として、当該パラメータと特定の個人と
の対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人情報」にも該当しないと考えられ、銀行等は、
あらかじめその利用者の同意を得ることなく、当該パラメータを共同機関内で共有し、他の銀行等
の分析に活用することができると考えられる。

Ｑ１－７－２ 複数人の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用いて生成した学習済みパラメータは、個人情報に当たりますか。

Ａ１－７－２
• 複数人の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用いて生成した学習済みパラメータ（重み係数）は、学習済みモデルにおいて、特

定の出力を行うために調整された処理・計算用の係数であり、当該パラメータと特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては「
個人に関する情報」に該当するものではないため、「個人情報」にも該当しないと考えられます。 （令和３年６月追加）
※提供元基準との関係で整理が十分と言えるか？

〇「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ
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提供元基準（制度改正大綱）

 個人情報保護法は、それぞれの個人情報取扱事業者が個人情報を適切に取り扱
うことを求めている。このため、外部に提供する際、提供する部分単独では個人情
報を成していなくても、当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易
に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」
場合には、提供元に対して、個人情報としての管理の下で適切に提供することを
求めている。

 これは、提供先で個人情報として認識できないとしても、個人情報を取得した事業
者に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課すという基本的発想から、
提供元において、上記のような情報についても個人情報として扱うことを求めるも
のである（一般に「提供元基準」と呼ばれている。）。

 しかし、最近問題となっている「提供元においては個人データに該当しないが、提
供先においては個人データに該当する場合」に関しては必ずしも考え方が明らか
になっていなかった。

 そこで、前述のいわゆる提供元基準を基本としつつ、提供元では個人データに該
当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報について、
個人データの第三者提供を制限する規律を適用する。
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匿名化情報に関する従来の考え方

（提供元基準）➡個人情報保護委員会はこちらの考え方を採用
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供元で判断する。A社（提供元）において容易に照合できる限りは、A社に
よる情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当し、X（本人）の事
前の同意の取得が必要。

（提供先基準）
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供先で判断する。B社（提供先）において容易に照合できない限りは、A社
による情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当せず、X（本
人）の事前の同意の取得は不要。

A社 B社

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）
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第三者に該当しない場合（委託先が取得した個人データの独自利用）

Ｑ５－26－６ 広告配信の委託を受け、これに伴って提供された氏名・メールアドレス等の個人データを利用し
て広告配信を行い、当該広告に対する本人の反応等の別の個人データを取得しました。取得した別の個人
データを自社のために利用することができますか。（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点か
ら、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26－６として追加）

Ａ５－26－６
個人データの取扱いの委託を受けた者は、当該個人データのみならず、当該個人データを利用して取得した
個人データについても、委託された業務以外に取り扱うことはできません。したがって、当該広告に対する本
人の反応等の別の個人データを委託先が自社のために利用することはできません。
（令和３年９月追加）

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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第三者に該当しない場合（委託先事業者による統計情報の独自作成）

Ｑ７－38 委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために統計情報に加工した上で利
用することはできますか。（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点から、先んじて標記
Ｑ＆Ａ５－26－４として追加）

Ａ７－38 委託先は、委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元から提供された個人データを
、委託された業務の範囲内でのみ取り扱わなければなりません。委託先が当該個人データを統計情報
に加工することが委託された業務の範囲内である場合には、委託先は当該加工を行うことができます
が、委託された業務の範囲外で委託先が当該加工を行い、作成された統計情報を自社のために用いる
ことはできません。
（令和３年９月追加）

• 個人データの取扱いの委託をする場合において、委託元と委託先の事業者との契約において、委託
業務以外に、委託先の事業者において統計情報を作成することを許容する条項を入れている場合が
あるが、このような取扱いが認められなくなる。

• 令和２年９月の改正で、委託先の事業者において独自に匿名加工情報を作成することができないＱ
＆Ａ11-13-3が追加されたが、この場合よりも実務上の影響が大きいと考えられる。

• 実務上の対応としては、委託先の事業者は委託元の事業者との契約を改正し、委託元の事業者のた
めに統計情報を作成することとする必要がある。なお、この場合、複数の委託先の事業者から受け
た個人データを本人ごとに突合して統計情報を作成することはできない。これに対して、それぞれ
の委託元の事業者からの指示に基づき、①本人ごとに突合することなく、②サンプルとなるデータ
を増やす目的で、１つの統計情報を作成して、委託元の事業者に提供することはできる（ＱＡ７－
４３）。

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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参考：委託先の事業者による匿名加工情報の独自作成

Ｑ11－13－３ 委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために匿名加工情報に加工し
た上で利用することはできますか。

Ａ11－13－３ 委託先は、委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元から提供された個人デー
タを、委託された業務の範囲内でのみ取り扱わなければなりません。委託先が当該個人データを匿名
加工情報に加工することが委託された業務の範囲内である場合には、委託先は当該加工を行うことが
できますが、委託された業務の範囲外で委託先が当該加工を行い、作成された匿名加工情報を自社の
ために用いることはできません。
（令和２年９月追加）

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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第三者に該当しない場合（委託元から統計情報の作成の委託を受ける場合）

Ｑ７－43 A 社及び B 社から統計情報の作成の委託を受ける場合に、以下の取扱いをすることはできますか。
①A 社及び B 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って
提供を受けた個人データを本人ごとに突合することで、本人ごとに個人データの項目を増やす等した上で統計
情報を作成し、これを A 社及び B 社に提供すること
②A 社及び B 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って
提供を受けた個人データを本人ごとに突合することなく、サンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて１
つの統計情報を作成し、これを A 社及び B社に提供すること
（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点から、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26 －７として追加）

Ａ７－43 
①個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、複数の委託を受ける委託先は、各委託
元から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することはできません。したがって、A 社から
委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合
することはできず、突合して得られた個人データから統計情報を作成することもできません。
外部事業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において提供を受けた個人デー
タを本人ごとに突合して統計情報を作成する場合には、A 社及び B 社においてそれぞれに対する第三者提
供に関する本人の同意を取得する等の対応を行う必要があります。
②A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人
ごとに突合していないため、委託先において A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委
託に伴って提供を受けた個人データをサンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて１つの統計情報を作
成することができます。
（令和３年９月追加）

※共同機関においても、複数の金融機関から委託を受けたデータを本人ごとに突合することはしない
方向性が示されている。

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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第三者に該当しない場合（委託先による独自に取得した個人データ・個人関連情報の本人との突合）

Ｑ７－41 委託に伴って提供された個人データを、委託先が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本
人ごとに突合することはできますか。（令和２年改正法関連：2022年４月１日施行）

Ａ７－41 
• 個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、委託先は、委託に伴って委託元から提

供された個人データを、独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはでき
ません。

• したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできま
せん。
事例１）既存顧客のメールアドレスを含む個人データを委託に伴って SNS 運営事業者に提供し、当該

SNS 運営事業者において提供を受けたメールアドレスを当該 SNS 運営事業者が保有するユー
ザーのメールアドレスと突合し、両者が一致した場合に当該ユーザーに対し当該 SNS 上で広告
を表示すること

事例２）既存顧客のリストを委託に伴ってポイントサービス運営事業者等の外部事業者に提供し、当該外
部事業者において提供を受けた既存顧客のリストをポイント会員のリストと突合して既存顧客を除
外した上で、ポイント会員にダイレクトメールを送付すること

• これらの取扱いをする場合には、①外部事業者に対する個人データの第三者提供と整理した上で、原則
本人の同意を得て提供し、提供先である当該外部事業者の利用目的の範囲内で取り扱うか、②外部事
業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において本人の同意を取得する等の
対応を行う必要があります。

（令和３年９月追加）

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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第三者に該当しない場合（委託先による独自に取得した個人データ・個人関連情報の本人との突合）

Ｑ７－42 委託に伴って提供された個人データを、委託先が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本
人ごとに突合し、新たな項目を付加して又は内容を修正して委託元に戻すことはできますか。（令和２年改正
法関連：2022年４月１日施行）

Ａ７－42 
• 個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、委託先は、委託に伴って委託元から提

供された個人データを、独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはでき
ず、委託先で新たな項目を付加して又は内容を修正して委託元に戻すこともできません。

• したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできま
せん。
事例１）顧客情報を外部事業者に委託に伴って提供し、当該外部事業者において提供を受けた顧客情報

に含まれる住所について、当該外部事業者が独自に取得した住所を含む個人データと突合して誤り
のある住所を修正し、当該顧客情報を委託元に戻すこと

事例２）顧客情報をデータ・マネジメント・プラットフォーム等の外部事業者に委託に伴って提供し、当該外
部事業者において、提供を受けた顧客情報に、当該外部事業者が独自に取得したウェブサイトの閲
覧履歴等の個人関連情報を付加し、当該顧客情報を委託元に戻すこと

• これらの取扱いをする場合には、委託先において本人の同意を取得する等、付加・修正する情報を委託
元に適法に提供するための対応を行う必要があります。なお、事例１）については、当該外部事業者が住
所を含む個人データについて、法第 23 条第２項に従って個人情報保護委員会への届出等を行っており
、オプトアウトによる第三者提供が可能である場合には、あらかじめ本人の同意を取得することなく、当該
顧客情報を委託元に戻すことができます。

（令和３年９月追加）

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等
の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ （個人情報保護委員会）
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前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規律（金融審・資金決済WG報告）①

【現状】

我が国におけるデジタルマネー・電子マネーの発行については、銀行業・資金移動業によるもののほか、
小口決済等に幅広く使われている前払式支払手段を活用したものがある。前払式支払手段については、原
則として利用者に対する払戻しが行えないこと等も背景として、銀行・資金移動業者と異なり、犯収法上
の取引時確認（本人確認）義務や疑わしい取引の届出義務等が課されておらず、また、資金決済法上、利
用者ごとの発行額の上限も設けられていない。

【第三者型前払式支払手段のIC型・サーバ型の利用実態】

• 多くは、交通系 IC カード等、電子的に譲渡・移転できず、少額のチャージ上限の下で、小口決済に使
われている（小口決済型）。

• 一方、電子的な譲渡・移転が可能なもの（電子移転可能型）として、残高譲渡型（発行者が管理する仕
組みの中でアカウント間での前払式支払手段の残高譲渡が可能なもの）と番号通知型（メール等で通知
可能な前払式支払手段（ID 番号等）を用いてアカウントにチャージする電子ギフト券等）が提供され
ている。

• この電子移転可能型の中には、アカウントのチャージ可能額の上限額が高額となるもの（チャージ上限
設定のないものを含む：高額電子移転可能型）もある。実際に高額のチャージや残高譲渡型において多
額の譲渡をしている利用者はかなり限られると見られるが、例えば、国際ブランドのプリペイドカード
において数千万円のチャージが可能なサービスも提供されている。

【前払式支払手段を巡るAML/CFTに関する環境の変化】

• 前払式支払手段は払戻しが認められておらず、マネー・ローンダリング等に係るリスクは相対的に限定
されているとの考え方は、我が国で幅広く利用され、電子的に譲渡・移転ができず、チャージ上限を少
額に設定する小口決済型の前払式支払手段（例：交通系 IC カード）には当てはまるものの、それ以外
の前払式支払手段には当てはまらないと考えられる。リスクに応じた対応を検討する必要がある。

• リスクベース・アプローチの下、利用者利便の観点や、前払式支払手段がキャッシュレス化やイノベー
ション創出に果たしている役割にも配慮しつつ、取引時確認（本人確認）や疑わしい取引の届出義務等
が必要となる高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲を定めることが考えられる。
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前払式支払手段の発行者に関する制度的対応案

出所：第５回 金融審議会資金決済ワーキング・グループ参考資料
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前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規律（金融審・資金決済WG報告）②

【「高額電子移転可能型前払式支払手段」の範囲】

• 高額の水準の考え方について、現金を持ち込んで銀行送金する場合は、10 万円超の送金に対して取引
時確認（本人確認）を求める犯収法の考え方を参考に、１回当たりの譲渡額・チャージ額を10万円超と
する。

• また、同一の機能・リスクに対しては同一のルールという考え方に基づき、電子移転可能型前払式支払
手段と機能が類似する資金移動業者・クレジットカード事業者に関する制度や利用実態等を踏まえ、１
か月当たりの譲渡額・チャージ額の累計額を 30 万円超とする。

【「「高額電子移転可能型前払式支払手段」の定義】

以下のア～オの全ての要件を満たす前払式支払手段を「高額電子移転可能型前払式支払手段」と定義する。

ア 第三者型前払式支払手段（電子機器その他の物に電磁的方法により記録されるものに限る）

イ 電子情報処理組織を用いて譲渡・移転することができるもの

ウ アカウント（発行者が前払式支払手段に係る未使用残高を記載し、又は記録する口座をいう）において
管理されるもの

エ 上記ウのアカウントは繰り返しのチャージ（リチャージ）が行えるものに限る

オ 次の(a)～(c)に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める要件のいずれかに該当するもの

(a)残高譲渡型の場合

・ 他のアカウントに移転できる額が一定の範囲を超えるもの（例：１回当たりの譲渡額が10万円超、又は、
１か月当たりの譲渡額の累計額が 30 万円超のいずれかに該当）

(b)番号通知型（狭義）の場合

・ メール等で通知可能な前払式支払手段（ID 番号等）によりアカウントにチャージする額が一定の範囲
を超えるもの（例：１回当たりのチャージ額が 10 万円超、又は、１か月当たりのチャージ額の累計額
が 30 万円超のいずれかに該当）

(c)上記(b)に準ずるものの場合

・ アカウントへのチャージ額・利用額159が一定の範囲を超えるもの（例：１か月当たりのチャージ額の
累計額、１か月当たりの利用額の累計額のいずれもが 30 万円超）

※ ただし、上記(a)～(c)のいずれかに該当するものであっても、アカウントに係る未使用残高の上限額が
一定額以下に制限されているもの（例：30 万円以内）は、対象外（高額電子移転可能型前払式支払手
段には該当しない）。
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前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規律（金融審・資金決済WG報告）③

【「高額電子移転可能型前払式支払手段」への対応】

• 高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者に対し、資金決済法上の登録申請
書への記載や、業務実施計画の届出を求め、当局によるモニタリングを強化す
る。この業務実施計画においては、利用者保護等の観点を踏まえ、商品性、シ
ステムによる対応事項、モニタリング手法、不正利用等が生じた場合の利用者
に対する対処方針等の記載を求める。

• 発行者においては、高額電子移転可能型であるものと高額電子移転可能型でな
いものの両方を発行する場合が考えられる。この場合、制度上、両者は別々の
前払式支払手段と位置付けられるが、実務上は、利用者が同一のアプリ等にお
いてシームレスに高額電子移転可能型に移行できるような仕組みを可能とする。

• 上記の内容を前提として、オンラインで完結する本人確認方法があること等も
踏まえつつ、犯収法に基づく取引時確認（本人確認）や疑わしい取引の届出等
の規律の具体的な適用関係を検討すべき。
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国民年金手帳制度の廃止後の本人確認書類としての取扱い（FYI）

• 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（令和２
年法律第40号）により、国民年金法13条（国民年金手帳）の規定が令和４年
（2022年）４月１日付けで削除され、国民年金手帳制度が廃止される。

• これに伴い、2022年４月以降も既に交付されている国民年金手帳が犯収法上の
本人確認書類として利用できるかが問題となるが、弊職が金融庁に確認したと
ころ、2022年４月以降も国民年金手帳は犯収法上の本人確認書類として利用で
きるとのことである。

• 2022年４月以降国民年金手帳の代わりに交付される「基礎年金番号通知書」は、
犯収法施行規則７条１号ホの「イからニ以外の官公庁から発行され、又は発給
された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日
の記載があるもの」に該当しないと本人確認書類にならないと考えられるが、
「基礎年金番号通知書」には住所欄はないので本人確認書類には該当しないと
考えられる。

• 基礎年金番号の告知を受けること自体が、国民年金法で禁止されるので、基礎
年金番号を通知することを目的とする基礎年金番号通知書はそもそも利用でき
ないと考えられる。


