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１ マネー・ローンダリング対策法案の国会への提出 

 平成 26年 10 月 10 日に「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

案」（以下「犯罪収益移転防止法改正案」という。）及び「国際連合安全保障理事会決議第

千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別

措置法案」（以下「国際テロリストの財産凍結法案」という。）が閣議決定され、第 187 回

国会（臨時会）に提出された（衆議院先議）1。いずれの法案も警察庁が所管省庁である。 

また、これに先立つ平成 26 年９月 29 日には、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金

の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」（以下「テロ資金提供処罰法改正案」

2という。）が国会に平成 25 年通常国会に続き再提出されている（衆議院先議）。同法案は法

務省が所管省庁である。 

なお、野党の反対が強く過去３度提出したものの成立しなかった国際組織犯罪防止条約

（パレルモ条約）を批准するための国内担保法案（「共謀罪」創設のための組織犯罪処罰法

改正案等）は、官邸の判断で臨時国会への提出は見送られたが、平成 27年中の成立を目指

す模様である。 

なお、「犯罪収益移転防止法改正法案」及び「国際テロリストの財産凍結法案」は、衆議

院・参議院ともに内閣委員会において審議される予定であるが、内閣委員会においては「特

                                                   
1 警察庁の国会提出法案のページを参照のこと

（http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/index.htm） 
2 法務省の国会提出法案のページを参照のこと

（http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00006.html） 



2 
 

定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」（いわゆる IR 推進法案・カジノ法案）

や「女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案」などの

重要法案が審議されることになっており、審議日程の関係もあり法案成立は予断を許さな

い状況である。 

 

２ 法案提出の背景 

 政府が、マネー・ローンダリング対策法案の成立を急ぐ背景には、マネー・ローンダリ

ング対策・テロ資金供与対策の政府間会合である FATF（The Financial Action Task Force、

金融活動作業部会）が 2014 年（平成 26 年）６月の総会において、「FATF は日本に対してマ

ネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に関する十分な立法をすることを要請す

る」との声明（下記）を公表したことがある3。 

 

FATF は、2008 年 10 月の第３次相互審査報告書において指摘された多数かつ重大な不備を、

ハイレベルな政治的コミットメントにも関わらず日本が是正していないことについて憂慮

している。最も重大な不備は以下のとおりである。 

 テロリストへの資金供与の犯罪化が不十分であること。 

 金融分野及び非金融分野に適用される予防措置としての顧客管理その他の措置が不十

分であること。 

 テロリストの資産凍結のメカニズムが不十分であること。 

 パレルモ条約の批准及び完全な施行をしていないこと。 

FATF は、日本が、必要な法案を成立させることを含め、マネロン及びテロ資金供与対策の

不備に迅速に対処することを促す。 

 

 警察庁は、「犯罪収益移転防止法改正案」及び「国際テロリストの財産凍結法案」の概要

ペーパー4において、「わが国は FATF 勧告遵守の取組について最も遅れた国の一つ」であり、

課題は「顧客管理の強化」及び「テロリストの資産凍結」としている。 

そして、「仮に、これらの課題について法整備がなされない場合」においては、「本年（＊

2014 年）10 月及び来年２月の FATF 会合において、日本がマネロン・テロ資金供与対策の

ハイリスク国として国名公表される可能性が高い」と共に「我が国がマネロン・テロ資金

供与対策の抜け穴になる可能性」があるとしている。 

平成 26 年（2014 年）６月現在において、「イラク、スーダン、ジンバブエ、キューバな

                                                   
3 “FATF calls on Japan to enact adequate anti-money laundering and counter terrorist 
financing legislation”
（http://www.fatf-gafi.org/countries/j-m/japan/documents/japan-aml-cft-deficiencies.ht
ml） 
4 「FATF 勧告に対する必要性」

（http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/261010_2/06_sankou1.pdf） 
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ど」が FATF のグレーリストにおいてハイリスク国として指定されている。ハイリスク国と

して指定されると「我が国の金融機関の海外取引に支障が生じる可能性」がある。具体的

には、邦銀が海外の金融機関から外国為替業務に係るコルレス契約を解除されることや、

コンプライアンス上の手続のため海外送金に遅延が生じることが危惧される。特に、コル

レス契約は、海外送金、信用状の授受、手形取立などに必要不可欠であることから、その

契約解除は、邦銀の取引先企業における輸出入などの海外事業活動に非常に大きな影響を

及ぼす5。平成 24 年（2012 年）に米国上院議会の報告書でマネー・ローンダリング対策上

の指摘を受けたある地方銀行は当時、16 カ国・29行からコルレス契約を解除されたという

6。 

なお、犯罪収益移転防止法改正案は、平成 24 年（2012 年）２月 16 日に公表された改訂

FATF 勧告7への対応も含まれている。第４次 FATF 勧告への対応は、今後実施される第４次

相互審査における基準となる。 

他の FATF 加盟国は第四次相互審査への対応の段階に入っているが、日本は未だに旧 FATF

勧告（「40 の勧告」及び「９の特別勧告」）に基づく第３次相互審査の追試を受けている状

況と言えよう。もっとも、FATF の第３次相互審査をクリアした国の中には、FATF 勧告の内

容をそのまま国内法化した立法化しただけであり、法執行や金融機関等の顧客管理の遵守

の点では不十分である国も多いようである。 

 

３ 犯罪収益移転防止法改正法案 

（１）「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書 

 わが国は、FATF の第３次相互審査により指摘されたマネー・ローンダリング対策上の顧

客管理等の不備への対応として、「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」（平成 23年６月 24 日法律第 74号、平成 25 年４月１日施行）による対応を行った

ところであるが、以前として FATF の求める水準との間には開きがある旨の指摘を受けてい

たところである。また、平成 24 年（2012 年）２月には第４次 FATF 勧告が採択され、国際

的にもマネー・ローンダリング対策等はさらに強化が進められている。 

 これを受けて、警察庁では「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」（以下「懇

談会」という。）を設けて、平成 25 年６月 12 日から同年 12 月３日までの５回の会合を行

い報告書案の検討を行った。 

 FATF とのやりとりの中で報告書案の方向性に明確な異論が示されなかったこと、また、

上記２のとおり、平成 26 年（2014 年）６月に FATF が日本のマネロン及びテロ資金供与対

                                                   
5 日本商工会議所の平成 26 年 10 月 17 日付の声明「企業の円滑な海外事業活動を確保する

ためマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策に係る早急な法整備を求める」を参照

（http://www.jcci.or.jp/money.pdf）。 
6 「マネロン対策で４法案」（ニッキン 2014 年 10 月 17 日号・一面） 
7 和訳も含め、財務省のページを参照のこと

（http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf-40_240216.htm）。 
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策に対する懸念の声明を出したことを受けて、同年７月 14日に報告書が公表された8。 

 同報告書においては、第３次 FATF 勧告の履行という観点での欠陥として以下の点につい

ての対応について検討がなされている。 

○どのような場合に顧客情報を取得するかという点 

 関連する複数の取引が敷居値を超える場合の取扱いを明らかにするように求められて

いること。 

○顧客情報の取得などに関連する点 

 写真なし証明書の取扱い 

 取引担当者への権限の委任の確認 

 法人の実質的支配者 

 PEPs の取扱い 

○継続的な顧客管理という点 

 継続的な取引における顧客管理 

 リスクの高い取引／リスクの低い取引の取扱い 

 既存顧客 

 また、第４次 FATF 勧告において考え方が明示的に取り入れられた「リスクベース・アプ

ローチ」についても検討がなされている。 

 もっとも、今回の犯罪収益移転防止法改正案（以下３において「改正法案」という。）は、

「国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表」、「疑わしい取引の判断

方法の明確化」、「コルレス契約締結時の厳格な確認」、「特定事業者が行う体制整備等の努

力義務の拡充」の４点の改正に限定されている。このうち、「国家公安委員会による犯罪収

益移転危険度調査書の作成・公表」、「疑わしい取引の判断方法の明確化」は、第４次 FATF

勧告の「リスクベース・アプローチ」に対応したものと考えられるが、「コルレス契約締結

時の厳格な確認」及び「事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充」は第３次 FATF 勧告か

ら求められていた事項であり、金融庁の監督指針等ガイドラインレベルではこれまでも規

定されていたものを法律レベルで明文化したものであると考えられる。 

 その他の事項の改正は、犯罪収益移転防止法の政省令の改正としてなされるものと考え

られる。 

 

（２）国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表 

 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の

移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の

種類ごとに、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及び

分析の結果を記載した「犯罪収益移転危険度調査書」を作成し、公表するものとされた（改

                                                   
8 報告書を含め、懇談会の関連資料については警察庁の下記のページを参照のこと

（http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/kondankai.htm）。 
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正法案３条３項）。 

 国家公安委員会は、かかる情報の集約、整理及び分析並びに調査及び分析を行うため必

要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者その他の関係者に対し、資料の提出、

意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるものとされた（改正法案３条４

項）。 

 これは、FATF 第４次勧告に沿ったリスクベース・アプローチを実現するためには、まず、

国がリスク評価を行うことが必要であるとの懇談会報告書の指摘に沿ったものである。 

 懇談会報告書では、「国が行うリスク評価」においては、「FATF 勧告等に掲げられている

項目等を参考にしつつ、我が国においてどのような取引がマネー・ローンダリングに利用

されているか、またそのおそれがあるかについて幅広く評価するべきである。また、リス

ク評価はリスクの高さという観点に限らず、我が国においてどのような取引はマネー・ロ

ーンダリングのリスクが低いかという観点からも行うべきである。」とされている。 

 なお、懇談会報告書では、第４次 FATF 勧告に基づくリスクベース・アプローチの制度設

計について以下のような考え方を示している。 

①国が行うリスク評価結果と整合的な顧客管理が事業者に求められるような制度でなけれ

ばならない。具体的には、国がリスクが高いと評価した取引については、その評価結果

に応じて犯罪収益移転防止法第４条第２項の厳格な取引時確認あるいは継続的な顧客管

理における厳格な措置の対象とする必要がある。他方、国がリスクが低いと評価した取

引については、義務の軽減・解除が望ましい。 

②リスクが高いとされた取引に対して事業者に対しどのような措置を求めるかについて

は、一律ではなく、国によるリスク評価の結果を踏まえて取引の類型ごとにきめ細かく

定められるべきである。さらに、同一の類型に属する取引であっても個々の取引ごとに

リスクは異なるものであることから、事業者においてどのような措置をとるかについて

ある程度選択的であるような制度となることが望ましい。 

③リスクベース・アプローチの考え方は、制度設計全体を通じて実現しなければならない。

とりわけ、継続的な顧客管理に関する新たな制度を設計する際には、その基本的な考え

方とならなければならない。 

 

 今回の法案においては、取引時確認に関して定めた犯罪収益移転防止法４条の改正はな

されていない。同法の政省令における改正において上記の制度設計について定められるも

のと考えられる。具体的には、高リスク取引（犯罪収益移転防止法４条２項）として、PEPs

（第４次勧告で対象とされた国内 PEPs を含む。）との取引、１億円以上の資産を有する者

とのプライベートバンキング取引、犯罪収益移転危険度調査書において高リスク取引とさ

れている取引などが指定されるのではなかろうか。 

一定の低リスク取引について簡易な顧客管理措置を取る方法や事業者の選択による顧客

管理措置がどのように条文上定められるのか興味深い。 
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（３）疑わしい取引の判断方法の明確化 

 特定事業者（司法書士等の士業者を除く。）による疑わしい取引の届出の提出の判断方法

として、現在は「取引時確認の結果その他の事情を勘案」することとされています（犯罪

収益移転防止法８条１項）が、「取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情第３条第

３項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目

に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める

方法により行わなければならない」（改正法案８条２項）とされ、疑わしい取引の判断方法

が明確化されている。 

 

（４）コルレス契約締結時の厳格な確認 

 銀行などの特定事業者が、海外の銀行などの外国所在為替取引業者との間で、コルレス

契約（為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約）を締結するに際して

は、次に掲げる事項を確認しなければならないとの規定が追加された（改正法案９条）。 

 当該外国所在為替取引業者が、犯罪収益移転防止法４条（取引時確認）、６条（確認記

録の作成義務）、７条（取引記録の作成義務）、８条（疑わしい取引の届出）、10 条（外

国為替取引に係る通知義務）の規定による措置に相当する措置（「取引時確認等相当措

置」）を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実

施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以

外の外国に置いていること。（１号） 

 取引時確認相当措置の実施に関し、犯罪収益移転防止法 15 条から 18 条までの行政庁

の職務（報告、立入検査、指導等、是正命令）に相当する職務を行う当該所在する国

又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態（「監督を受けている状態」）にあ

ること。（１号） 

 その他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定め

る基準に適合する体制を整備していること。（１号） 

 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている

状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約

を締結していないこと。（２号） 

 

 現在の犯罪収益移転防止法施行規則 25 条においても、コルレス先と契約をする際に体制

整備をする努力義務が定められ、具体的な体制整備については、下記のとおり、金融庁の

監督指針に今回の改正法案の内容に近い事項が定められている（主要行等向けの総合的な

監督指針Ⅲ－３－１－３－１－２（１）②、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

Ⅱ－３－１－３－１－２（１）②）。 

イ．コルレス先の顧客基盤、業務内容、テロ資金供与やマネー・ローンダリングを防止す
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るための体制整備の状況及び現地における監督当局の当該コルレス先に対する監督体制等

について情報収集に努め、コルレス先を適正に評価した上で、上級管理職による意思決定

を含め、コルレス契約の締結・継続を適切に審査・判断しているか。  

ロ．コルレス先とのテロ資金供与やマネー・ローンダリングの防止に関する責任分担につ

いて文書化する等して明確にするよう努めているか。  

ハ．コルレス先が営業実態のない架空銀行（いわゆるシェルバンク）でないこと、及びコ

ルレス先がその保有する口座を架空銀行に利用させないことについて確認することとして

いるか。 また、確認の結果、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・継続を遮断することとしているか。 

 

 今回の改正は、コルレス契約締結時の厳格な確認について、「努力義務」から「法的義務」

に厳格化するとともに、監督指針に定められた体制整備に関する事項を法律レベルで定め

たものと考えられる。 

 地銀等においてコルレス先の確認が未だ不十分であることや、監督指針のようなガイド

ラインレベルの手当では不十分とする FATF の指摘を受けたものであると考えられる。 

 

（５）特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充 

 特定事業者の体制整備としては、現在の犯罪収益移転防止法 10 条においては、「使用人

に対する教育訓練その他の必要な体制整備」が努力義務とされているが、今回の改正では

以下のとおり明確化（拡充）がなされている。 

①使用人に対する教育訓練の実施 

②取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 

③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 

④犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置 

 内部規程の作成（②）や統括責任者の選任（③）については、金融庁の監督指針におい

ては定められているが、その他の業者については定められていないこと、また、監督指針

レベルでの対応では不十分であるとの FATF の指摘に対応したものと考えられる。 

 「犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措

置」を講ずる点は、上記（２）のとおり、リスクベース・アプローチを継続的顧客管理に

も反映させるための規定ではないかと考えられる。 

 FATF からは体制整備について「法的義務」ではなく「努力義務」としている点について

も問題視されているが、この点について「努力義務」のままである点については欠陥の是

正がなされていないと指摘されてもやむを得ないと考えられる。 
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（６）施行時期 

 上記（２）の国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表は改正法の

公布の日から施行されることとされている。上記（３）から（５）までの改正は、公布の

日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされて

いる（改正法案附則１条）。 

 なお、（３）の疑わしい取引に関する判断基準は、法律の施行の日以後に行われる取引に

ついて適用され、施行日前に行われた取引については、なお従前の例によることとされて

いる（改正法案附則２条）。 

 

４ 国際テロリストの財産凍結法案 

（１）対日相互審査報告書における指摘 

 平成 20年（2008 年）の FATF の第３次相互審査報告書において、「テロリストの資産凍結

に関し、日本は外国為替及び外国貿易法において一定の取引を事前許可制とするメカニズ

ムを確立している。しかしながら、この許可制は、（i）外貨建取引、日本にいる非居住者

や海外との取引がなされる場合が対象であるため、それ以外の場合に国内資産が利用可能

となる可能性があること、（ii）居住者による指定されたテロリストに対する支援を対象に

していないことから、テロリストの資産が遅滞なく凍結されない。」9との指摘がなされた。 

 ○我が国に対する評価 

対外取引⇒外為法  ○ 

国内取引⇒規制なし × 

 

 また、第３次相互審査報告書においては、「国連安保理決議第 1267 号、第 1373 号はいず

れも、部分的に実施されているが、外国為替規制に基づくものであり、また、資金が限定

されている」との指摘がなされた。 

 国連安保理決議第 1267 号（及びその後の後継決議）は、安保理制裁委員会が指定するも

のであり、アル・カーイダ関係者、タリバーン関係者が指定されている。国連安保理決議

第 1373 号は、決議に基づき各国が指定するもので、日本においては、センデロ・ルミノソ

やコロンビア革命軍などが指定されている10。 

 「国際テロリストの財産凍結法案」（以下４において「本法案」という。）はこれらの FATF

の指摘に対応して立法化がなされたものである。 

 

（２）公告及び指定 

ア 国連安保理決議第 1267 号等に基づく公告 

                                                   
9 https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf_201030.htm 
10 「国連安保理決議第１３７３号に基づく資産凍結措置対象リスト」（平成 26 年 10 月 17
日現在）（http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000052718.pdf） 



9 
 

 国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第1267号（その後の後継決議を含む。）

等によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが同決議

等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、その者の氏名又は名称

その他の事項を官報により公告する（本法案３条）。 

イ 国連安保理決議第 1373 号に基づく指定及び公告 

 国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社

会の取組に我が国として寄与するため、次のいずれにも該当する者を、国際連合安全保

障理事会決議第1373号によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際

テロリストとして指定し、その氏名又は名称その他の事項を公告する（本法案４条）。 

① 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をし

ようとする居住者又は非居住者等であるとしたならば、同項の規定により許可を受け

る義務を課せられることとなる者 

② 次のいずれかに該当する者 

(ｱ) 公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、行おうとし、又は助けたと認められる者であ

って、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあ

ると認めるに足りる十分な理由があるもの等 

(ｲ) 我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している国により国際連合安全

保障理事会決議第 1373 号が求める国際テロリストの財産の凍結等の措置がとられ

ている者 

 

 日本弁護士連合会は、「本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議

第 1267 号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストを

そのまま公告する方法と、国連安保理決議第１３７３号決議を受けて、国家公安委員会が

独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度

には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。 

すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法 16 条１項の規定によ

り、閣議決定（同法 10 条）か主務大臣の判断（同法 16 条）によって、本邦から外国へ向

けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的

の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行

為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人そ

の他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロ

リストとして指定できる。 

しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪

行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第１条に

規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、

国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定さ
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れたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている（2002

年４月 20 日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律

（案）」に対する意見書」）。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案において

も、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。」11と意見表明をしている。 

 

（３）行為の制限 

ア 公告国際テロリストに対する行為の制限 

 上記（２）により公告される者は、以下の行為をしようとするときは、都道府県公安

委員会の許可を受けなければならない（本法案９条）。 

① 金銭、有価証券、貴金属、土地、建物、自動車その他これらに類する財産として政

令で定めるもの（その価額が政令で定める額を超えるものに限る。以下「規制対象財

産」という。）の贈与を受けること 

② 規制対象財産の貸付けを受けること 

③ 規制対象財産（金銭を除く）の売却、貸付けその他の処分の対価の支払を受けるこ

と 

④ 預貯金に係る債務その他の政令で定める金銭債務の履行を受けること 

⑤ 本条（③・④に係る部分に限る）の規定により債務の履行を受けることについて許

可を受けなければならない金銭債権を譲り渡すこと 

 

イ 公告国際テロリストを相手方とする行為の制限 

 何人も、上記（２）により公告されている者がアの許可を受けていないときは、その

者がするアの行為の相手方となってはならない（本法案 15条）。 

 

ウ 仮領置 

 都道府県公安委員会は、上記（２）により公告されている者に対し、その者が所持し

ている財産の一部の提出を命じ、これを仮領置することができる（本法案 17 条）。 

 

エ 金融機関の実務への影響 

 本法案は、金融機関の預貯金取引や貸金取引に一定の影響を与える可能性がある。 

 ただし、上記アの対象行為のとおり、内国為替取引（内国送金）は許可を要する対象

行為となっていない点に留意する必要がある。 

伝え聞くところによると、全銀ネットや ATM のシステムの再構築を要するなど、金融

                                                   
11 日本弁護士連合会「国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明」（平成 26 年 10
月 10 日）

（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/141010.html） 
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実務に多大な影響を与えるおそれがあることから、金融機関からの強い反対で、内国為

替取引を対象とすることが見送られたとのことである。 

もっとも、将来的には法案が改正され、内国為替取引も対象とされる可能性が高いと

思われる。 

 

（４） 施行期日 

 本法案は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する

（本法案附則１条）。 

 

 


