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日本語版翻訳者まえがき

「公認AMLスペシャリスト認定試験スタディー・ガイド 第4版」は、ACAMSが発行した「Study 
Guide for The CAMS Certification Examination Fourth Edition」を日本語に翻訳したものである。
「Study Guide for The CAMS Certification Examination」はこれまで日本語版がなく、日本語へ
の翻訳が切望されていた。本翻訳が、マネー・ローンダリング対策に関係される日本企業および海外
企業の日本法人の皆様方のお役に立てれば、幸いである。

なお、日本語の出版では、翻訳／レビューに携わった当法人のメンバーは次のとおりである。

高橋可祝 大茂幸子
黄鶯 大野陽生
仲宗根友恵 秋田絵美子
高橋幸裕 渡邉直子
鈴木俊明 松本澄子
吉野弘人 吉森真紀
木村歩美 伊藤亜梨沙

この紙面をお借りして、御礼を述べるしだいである。

 新日本有限責任監査法人
 常務理事 松村直季
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「Study Guide for The CAMS Certification Examination Fourth Edition」の日本語翻訳および
レビューは、次の翻訳担当者／レビュー担当者によりボランティアで行われたものである。誌面を借り
て、改めて深く謝意を表したい。

公認AMLスペシャリスト協会
Association of Certified Anti-Money Laundering  Specialist

日本語版 翻訳担当者
仲宗根友恵 （新日本有限責任監査法人）
秋田絵美子 （同上）
高橋幸裕 （同上）
渡邉直子 （同上）
鈴木俊明 （同上）
松本澄子 （同上）
吉森真紀 （同上）
木村歩美 （同上）
伊藤亜梨沙 （同上）

日本語版 レビュー担当者
杉浦譲治 （株式会社 三井住友銀行、総務部海外コンプライアンス室勤務：平成22年11月末現在）
中雄大輔 （株式会社 三菱東京UFJ銀行、国際コンプライアンス統括部勤務：平成22年11月末現在）
味田修一郎 （株式会社 みずほ銀行、コンプライアンス統括部勤務：平成22年11月末現在）
高橋可祝 （新日本有限責任監査法人）
大茂幸子 （同上）
黄鶯 （同上）
大野陽生 （同上）
吉野弘人 （同上）

注意事項：
「公認AMLスペシャリスト認定試験スタディー・ガイド 第4版」日本語版は、ACAMSが2007年に発行
した「Study Guide for The CAMS Certification Examination Fourth Edition」を2010年に日
本語に翻訳したものである。前掲翻訳者が訳出しを行い、これを前掲レビューアーとACAMSとで検討
し、最終的に、ACAMSによりその訳を確定した。もとより、日本語版における誤り等はすべてACAMS
の責任である。
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公認AMLスペシャリスト協会（Association of Certified 
Anti-Money Laundering Specialists）について

私たちは、現在、国際的なマネー・ローンダリング対策を必要とする新しい時代に生きていま
す。2001年9月11日の米国におけるテロリスト攻撃は、テロ支援を目的とした資金の偽装や移動とい
う、新たに発生した世界共通の脅威を浮き彫りにし、マネー・ローンダリング対策（Anti-Money 
Laundering：AML）の分野を激変させました。ほぼすべての国で政府による対応が行われた結果、
銀行をはじめとする金融機関、そして非金融業においても、かつてないほどの国内外の法的要件や厳し
い処罰に直面しています。

同様に、業界の監督当局や、刑事法を執行する法的機関や検察官も、今まで以上にそれぞれの職
務やキャリアにおいて、大きな課題と責任に直面しています。

こうした動きの結果、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の脅威から、各組織の安全を確保
する専門家の職務に対する要求はより厳しいものとなり、そのプレッシャーはより一層高くなっています。

多くの国で、AML関連規制の数が増え、複雑化しているために、認定された資格や十分な知識を持
つAMLコンプライアンス担当者や報告担当者に対する需要が劇的に増加しています。それと同時に、そ
れらの職務に不可欠なスキルを安定的に確保するための報酬や保障も重要性を増してきています。

公認AMLスペシャリスト協会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists：
ACAMS）は、AML分野で活躍するプロフェッショナルの専門知識の証明、キャリア開発、ネットワー
キング機会に対するニーズの高まりに応えて設立されました。出資者であるアラート・グローバル・メ
ディア社（Alert Global Media Inc.）は、マネー・ローンダリングに関する世界的権威であり、「マ
ネー・ローンダリング・アラート」や「Alerta de Lavado de Dinero」、www.moneylaundering.
com の出版社でもあります。アラート・グローバル・メディア社は、2001年の半ばにACAMSを設立し
ました。

AML関連の法律が急増し、金融機関や政府の期待が高まる中、マネー・ローンダリングの防止およ
び検知、そして統制に自身のキャリアを捧げる人の数が世界中で増えています。ACAMSは、専門知識
を有するAMLのスペシャリストを認定し、彼らの業務やキャリアの手助けとなる一連の学習機会や継続
的な教育効果を提供することに力を注いでいます。

ACAMSは、マネー・ローンダリングとの戦いを進める上で、様 な々分野のAMLプロフェッショナルの
専門的能力の開発を支援しています。ACAMSは、業界に関連した高品質な教育や支援を会員に提供
し、専門的な資格認定を行う、一流のプロフェッショナル会員組織です。

公認AMLスペシャリスト協会のミッション

ACAMSの主な目的は、公共および民間部門において、国際的なマネー・ローンダリングの検知およ
び防止に全力を尽くしている人材の、専門的な知識、スキル、そして経験を促進することです。ACAMS
は、優れたAMLのポリシーや手続きの構築および導入を推進しています。
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目的

ACAMSは、世界中のAML実務家のためのプロフェッショナルとしてのスタンダードを設け、キャリア
開発やネットワーキングの機会を提供しています。とりわけ、ACAMSは、

■ 最先端の教育、認定資格、トレーニングを通じて、AMLプロフェッショナルのキャリアの向
上を支援します。また専門家が戦略やアイディアを交換できる場を提供します。

■ 実務家のために、優れたAMLの実務および手続きの構築、導入、維持を支援します。
■ 急速に広がりを見せるAMLの分野で、金融機関および非金融機関が、公認AMLスペシャリ

スト（Certified Anti-Money Laundering Specialists：CAMS）を有する個人を特定し探し
出せるよう支援します。

会員制

ACAMSは、国際的な会員制組織であり、マネー・ローンダリングの防止および検知について積極的
に関心を持つ個人のために、キャリア開発やネットワーキングの機会を提供しています。

2002年2月の活動開始以来、ACAMSの会員数は毎月急速に増えています。

ACAMSの会員は、AML実務家の精鋭グループであり、豊富な知識と才能およびスキルを備えていま
す。スイス、米国、バミューダ、ケイマン諸島、コロンビア、ロシアそしてサウジアラビアの銀行員をはじ
め、各国の法執行機関の役人や銀行検査官、中国や韓国のリスク管理責任者、南米の送金サービス
業者、各国のコンプライアンス担当者やマネー・ローンダリング報告担当者、ロンドンやニューヨークの
証券会社、タンザニアの保険基金管理責任者等、今日、ACAMSの会員は世界中の様々な業種、業
界、そして政府機関の関係者で構成されています。

2002年
12月

487

2003年
12月

1,583

2004年
12月

2,202

ACAMS会員数の増加

2005年
12月

3,300

2006年
12月

5,146
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CAMS - 独自の資格認定

なぜCAMSか

ここ数年間で、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策は、ますますその重要性を増してきま
した。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与が、金融機関、非金融機関、そして実際に社会を
脅かすにつれ、AMLの専門家の人材育成への課題とニーズは高まっています。従業者が財務や金融上
の違法行為に対する数々の規程や取り組みに対応していく上で、政府と企業がどのように支援可能かに
ついて、多くの議論が行われてきました。つまり、マネー・ローンダリング防止において、公共セクター
（部門）と民間セクター（部門）がそれぞれ何をすべきかという根本的な問題は残されたままです。

マネー・ローンダラーの巧妙な手口や、強化されていく規制、そして迫りくるテロ資金供与の脅威に
対応するため、金融機関は有能なAML実務家を緊急に求めています。ACAMSは、世界的なリーダー
として、これらのニーズに対応し、公認AMLスペシャリスト（CAMS）の認定を設け、AMLに関する専
門的知識の標準化を支援しています。CAMSの認定は、厳しいテストを受け、合格した者にのみ与えら
れる資格です。試験は、世界中のAMLの専門家からのアドバイスやガイダンスをもとに、精神測定学者
（Psychometricians：心理学を試験問題に応用する専門家）から構成される独立した会社によって
作成されています。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の検知および防止を業務としている実務
家は、CAMS認定を取得することで、自らの知識を証明することが可能です。AMLスペシャリストとし
て証明された知識を有する人材の登用は、企業にとって非常に重要な課題です。現在、何百もの企業
が、AML関連業務に携わる従業者に認定を取得させるため、ACAMS を利用しています。

実務家、企業、事業者、そして政府は、AMLに関するコンプライアンスおよび規制要件の絶え間な
い変化に直面しています。そのため、AMLプロフェッショナルの役割や責任は多様化し、優位性を持つ
職業環境を作り出しています。同僚の中で卓越し組織の期待に一層応えるため、世界中のAML実務家
はCAMSによる認定を目指します。認定されたAMLスペシャリストとして識別されることで、自身のキャ
リアの価値が向上し、キャリアが発展していくからです。

認定の目的

CAMS認定は、AMLの分野では最も需要が高い一流の資格であり、また、キャリアアップやプロ
フェッショナルとしての信頼を得るために欠かせない財産でもあります。CAMS認定プログラムの重要な
目標の1つは、AMLという専門的職業の基準を設けることであり、CAMSの認定を受けた個人は、教
育され、認定されたスペシャリストとして、広く認識されています。

AMLスペシャリストとしてキャリア上の機会は豊富で、金融業界や政府規制機関での求人が飛躍的
に伸びています。かつてのような、誰もが“オン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）”を受け、AML業
務のポジションをこなすという時代は終わりました。組織に対する法的要件や政府の期待が高まり、複
雑化し、厳しくなるにつれ、コンプライアンス担当者やAMLスペシャリストの業務に対する要件は、より
慎重さを要し、かつ厳しいものとなっています。キャリア向上において著しい改善を図るためには、より
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高度な知識、技能、能力が必要です。CAMSの認定資格は、高度な知識を証明します。

CAMSの認定は、専門的なAML知識を有している人材に対して与えられる、世界的に認められた資
格です。

CAMS認定とキャリア向上

認定されたAMLプロフェッショナルは、有益なキャリア・チェンジにつながるような、公私にわたる幅
広いメリットに恵まれます。ここにCAMS認定の利点についていくつかご紹介します。

■ 自信：専門性が問われる今日、AMLの専門家に必要とされるのは、深い専門知識や、その
知識を組織のプロジェクトやミッションに応用するスキル、そして自身の専門知識が世界
的に認知された厳格な基準を満たしていることを認識することで生まれる自信です。AML
の専門家として、コンプライアンスおよびAML検査の実施、手続きやAMLプログラムの構
築、さらに法規制に関する課題を常に把握しておく際に、自信を持って先導的な役割を果た
す必要があります。
■…成長：認定はキャリア向上を支援し、強化します。雇用者は、認定された実務家を人格と

技術的スキルを持つ組織の資産として認識します。つまり、明らかに優秀な人材です。
■…雇用：AML分野の実務家として活躍するために、実証されたスキルを示すことが不可欠に

なってきています。金融機関、事業者、および政府機関では、AML関連の知識と資質を備
えたスペシャリストを求める傾向が強くなっています。CAMS認定は、AMLに関する仕事
を探す人にとって、強い優位性をもたらします。
■…金銭上の利益：認定取得が、雇用者からの報奨金支給や、より迅速な昇進につながること

があります。

法的責任や政府の期待が高
まり、複雑化し、そして

厳しくなるにつれ、コンプライ
アンス担当者やAMLスペシャ
リストの業務に対する要件は、
より慎重さを要し、かつ厳しい
ものとなっています。
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CAMSの認定試験はどのように作成されるのか？

ACAMSは、心理統計学者（Psychometricians：心理学を試験問題に応用する専門家）から構成
される独立した会社と契約し、世界共通のマネー・ローンダリング対策の原則、国際基準、国際AML
グループの文書、会員の専門知識を基盤に、有効かつ偏りのない国際認定試験の策定のために必要と
なる調査を、設計し実施しています。特定の国や地域の法令が、試験の基盤になることはありません。

有効な試験を開発するための第一歩は、AMLスペシャリストの活動を正確に特定し、業務内容の分
析をまとめることです。業務内容の分析には、与えられた職務における、実務者の義務、必要条件、そ
して個別具体的な重要性について詳細に明記されます。その結果、専門職である“AMLスペシャリスト”
としての詳細な定義が完成します。

ACAMSは次に、AML実務家のタスク・フォースを結成します。タスク・フォースの参加者は、AML
スペシャリストの職務に精通した、様 な々国や専門分野で活躍する人材から選抜された人々です。 

タスク・フォースの取り組みと、上記の独立した会社による作業の結果、ACAMSは2002年と2006
年に、AMLプロフェッショナルの基本的な職務構成要素を示した「業務内容の調査および分析」（Job 
Task Study and Analysis）を発表しました。この調査は、2003年から2006年の間に行われた最初
のCAMS認定試験の基盤となりました。2006年の業務内容の調査および分析では、AMLプロフェッショ
ナルに適用される4つの主要な領域と72の業務内容が明らかになりました。

2006年の調査で明らかにされた4つの主要領域は、以下のとおりです。
■ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口
■ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するコンプライアンスの基準
■ マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム
■ 調査プロセスの実施もしくは支援
上記の領域は、AML専門実務の中核を成しており、現在のCAMS認定試験とスタディー・ガイドの

基盤となっています。 

CAMSの認定試験の受験対象者は誰なのか？

ACAMS会員の半数以上がCAMSの認定を取得しています。CAMSの認定を受けたプロフェッショナ
ルは、AMLのスペシャリストとして認識される栄誉あるグループに所属することになります。認定がキャリ
ア向上につながることについて会員の認識が高まるにつれ、CAMSの認定を取得する人が増加すること
が予想されます。

CAMSの認定を受けたプロフェッショナルは、実に多様性に富んだグループです。公認AMLスペシャ
リストは、80カ国以上の国々において様々な業界で働いており、その多くは、銀行業界、政府規制当
局、法執行機関、証券会社、保険会社、資金移動業者、法律事務所、会計事務所、コンサルティン
グ会社等の分野で活躍しています。

CAMSに認定された人々は、AMLに関する知識が認定で証明されている唯一のAMLプロフェッショ
ナル集団です。ACAMSの会員は、マネー・ローンダリングの制御とテロ資金供与との闘いという2つの
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目的を共有します。CAMSの認定を受けたプロフェッショナルは、AMLの分野で活躍するリーダーとし
て、自身のそして雇用先組織の信頼性および専門性に対する社会的信頼を高めます。

CAMS認 定 試 験 の 受 験 者 は、まず「CAMS受 験 者 用 ハンドブック」（CAMS Candidate 
Handbook）に示された基準を満たす必要があります。最新のCAMS受験者用ハンドブックはwww.
ACAMS.orgでご覧いただけます。

CAMS認定試験の申請、試験日程、試験申請の締め切り、試験会場の手続き、あるいは受験資格
条件に関する詳しい情報については、info@acams.orgもしくは+1-305-373-0020にご連絡いただく
か、www.ACAMS.orgをご覧ください。

CAMS認定試験の内容

認定試験は、前述の業務内容の分析で特定され順位付けされた、必須となるAML専門知識の主
要分野に基づいています。金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）、ウォルフ
スバーグ・グループ（Wolfsberg Group）、バーゼル委員会（Basel Committee）、エグモント・グ
ループ（Egmont Group）やその他の機関の国際原則、参考文献、および文書は、公共および民間
セクター（部門）におけるAML管理の枠組みを提供しており、世界的かつ普遍的な重要性、実用性
および妥当性を持つことを目指しています。試験問題は、基本的に、これらの国際基準および一般的な
AMLの原則に関する、受験者の理解と応用力を評価するように作られています。

前述の心理統計学者から構成される独立した会社による調査は、何百という世界中のAMLスペシャ
リストに対して実施されました。その調査結果から展開された業務内容の分析に基づいて、ACAMS 
は、AMLスペシャリストに必要な知識や能力を問う、試験問題の基盤となる4つの主な試験分野を特定
しました。

1. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口
2. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するコンプライアンスの基準
3. マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム
4. 調査プロセスの実施もしくは支援
CAMS認定試験は120の選択問題によって構成されています。それぞれの問題に対して4つの解答選

択肢が与えられ、その中で最も適切な選択肢が正解となります。現在CAMS認定試験は、英語、スペイ
ン語（注1）で実施されています。試験および関連手続きについての詳しい情報については、ACAMS会員
サービス部門にご連絡ください。

CAMS受験者ハンドブックと認定試験の申し込み手続き

受験者ハンドブックには、受験資格条件やポリシー、試験内容の概要、受験申請の書類や説明を含
めたCAMS認定試験に登録するための情報が記載されています。CAMSの受験者には、試験終了まで
受験者ハンドブックを保管されることをお薦めします。受験者ハンドブックは、ACAMSのホームページ 
ACAMS.org からダウンロードすることができます。通常、試験登録の締め切りは試験の2カ月以上前

注1： 現在、これらの他にアラビア語、中国にて実施。2010年より日本語実施。
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になります。詳しい受験申請の締め切りやその他情報については、ACAMSのホームページ ACAMS.
org をご確認ください。

CAMSの認定更新

CAMS認定の更新要件は、認定されたAMLスペシャリストのAMLに関する知識や技能の継続、維
持、向上を目的としています。CAMSに認定されたプロフェッショナルには、トレーニング、教育、その
他の専門能力の開発活動（認められた会議やセミナーの出席等、概要は受験者ハンドブックに記載さ
れています）による継続的な履修単位の取得が求められます。CAMSの認定の更新についての詳しい
情報は、ACAMSのホームページ ACAMS.org をご確認ください。

認定試験用のスタディー・ガイドについて

スタディー・ガイドの構成

認定試験用のスタディー・ガイドは、6つのセクションから構成されています。
■…イントロダクション：ミッション、目的、会員制度、CAMS認定プログラム等に関する

ACAMSの基本的な情報
■…CAMS認定試験の主要領域：2006年の業務内容の分析で特定された4つの主要領域の概要

□ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口
□ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するコンプライアンスの基準
□ マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム
□ 調査プロセスの実施もしくは支援
■…認定試験のサンプル問題：実際の試験の出題形式の紹介
■…用語集：AMLおよびCFTの分野に関する用語の定義
■…学習および受験へのアドバイスとテクニック：CAMS認定試験の受験および対策について

の説明
■…ガイダンスと参考資料：…参考資料および関連ウェブサイトのリスト

目的

CAMS認定試験のためのスタディー・ガイドは、公認AMLスペシャリスト試験で問われるAMLの概
念や原則を学習する際の有益なツールとして、受験者に提供されるものです。ACAMS試験準備セミ
ナー（各国のセミナーのスケジュールおよび場所についてはACAMSのホームページ ACAMS.org を参
照）との併用や、個人学習による受験準備の総合教材として使用することが可能です。



1 章 イントロダクション

9

対象者

このスタディー・ガイドは、様々な環境における多様な個々人を対象に作成されました。CAMSの認
定を目指す受験者には、経験豊富なAML実務家、またはAMLに興味を持つ他分野のスペシャリストや
プロフェッショナルが含まれます。CAMS 試験の準備を進める受験者は、ACAMSが提供する試験準
備セミナーにこのスタディー・ガイドを併用することで、特に有益な効果が期待できます。また、CAMS
認定に興味がない方や、認定合格者でも、AML関連の題材や内容についての知識を深める際に活用
いただけます。

個人の目的の如何にかかわらず、このスタディー・ガイドの形式と様式は、AMLの領域で活躍する人
や関係者にとって、優れた参照用の情報資源となっています。世界中のどこでも、また民間企業であれ
政府機関であれ、AMLのプロフェッショナルでも初心者でも、本書は様 な々学習ニーズに応えます。

最後に

キャリアの向上や、国際的な認知、そして同僚や上司からの高い評価につながる第一歩を踏み出しま
しょう。CAMSの認定は多くの可能性を開拓するお手伝いをします。認定試験に向けたスタディー・ガ
イドは、AMLスペシャリストになる上で重要なツールです。どうぞ使いこなしてください！AMLの分野で、
最も高い評価を受け、広く認識されているこの国際的資格の受験を決断されたことを心よりお祝い申し
上げます。本書を読んで、よく学んで、合格されることを祈念します！ 
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マネー・ローンダリングとは？

マネー・ローンダリングとは、簡潔に言うと、汚れた資金をきれいに見せかけるプロセスを指します。
多くの犯罪の目的は、犯罪行為を行う個人やグループに利益をもたらすことです。マネー・ローンダリ
ングは、これらの犯罪収益を処理するプロセスであり、違法な資金源の隠蔽を目的としています。マ
ネー・ローンダリングは、犯罪者にとって、資金源を危険にさらすことなく犯罪収益を享受するための極
めて重要なプロセスです。

密入国や、横領、保険詐欺、賄賂、麻薬密売、そして売春といった犯罪が多くの利益を生み出すた
め、マネー・ローンダリングという不正な利益を“合法化する”動機が生まれます。

犯罪行為が多大な利益を生み出す場合、犯罪者または犯罪グループは、資金源となった関連活動
や関連人物に注意を向けさせない資金管理の方法を見出さなければなりません。その方法とは、資金
の出所を隠蔽し、形を変え、資金を目立たない場所へ移動させることです。

一般的なマネー・ローンダリングの定義は、犯罪活動から得た収益の存在や、違法な収益源、もし
くは用途を隠蔽し、その後、資金源を合法的に見せかけるプロセスとされます。不正に得た収益の存在
について、隠蔽や偽装を企てることで、合法的な資金源の収益のように見せるのが、マネー・ローンダ
リングです。

マネー・ローンダリングの中核となるのが欺く行為です。規制当局の捜査の目を欺くために、合法的
に得た収益と一緒にして、合法的な手段で資産を得たように見せかけたり、もしくは、真の所有者と無
関係な第三者が所有しているように見せかけたりします。

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、国際的なマネー・ローンダリン
グ対策を促進する目的で、1989年に先進7カ国グループによって設立された、パリに本拠地を置く多国
間の枠組みです。FATFは、マネー・ローンダリングの“実用的な定義”として以下を示しています。

□ 違法な資金源の隠蔽や偽装を目的として、あるいは犯罪に加担した人物が法的責任を逃れ
るための支援を目的として、犯罪行為によって得た財産であると知りながら財産の転換や移
動を行うこと

□ 当該財産の実態、出所、所在、処分、移動、所有権について、犯罪行為によって得た財産
であると知りながら隠蔽もしくは偽装すること

□ 財産の受領時に、犯罪行為もしくは犯罪行為によって得た財産であると知りながら、その
財産を取得、所有、あるいは使用すること

マネー・ローンダリングは現金取引しか含まない、という概念を打ち破ったことは、FATF初期の成果
の1つでした。FATFは、幾つかのマネー・ローンダリングの“犯罪類型”分析を通じて、マネー・ローン
ダリングが事実上、あらゆる媒体、金融機関、もしくは事業者を介しても行われ得ることを示しました。

マネー・ローンダリングの定義において、もう1つの重要な概念は“認識”です。上記に挙げられた3
項目のすべてにおいて、“犯罪行為によって得られた財産であると知りながら”という表現が含まれていま
す。一般的には、広義の“認識”として解釈されます。マネー・ローンダリングに関する「FATFの40の
勧告」（FATF 40 Recommendations）と「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を目的とした
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金融システムの利用防止に関する欧州連合第3指令」（the 3rd European Union Directive on the 
Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money laundering and 
Terrorist Financing）によると、マネー・ローンダリング行為の実証に必要な意図および認識には、
“客観的な事実背景”から推定されるような精神状態という概念を含むことが示されています。米国では
“意図的な無関心（Willful Blindness）”という表現を、マネー・ローンダリングの立証の際に適用さ
れる法原理としており、裁判所は“事実に関する認識を故意に回避すること”もしくは“意図的な無関心”
と定義しています。裁判所において、意図的な無関心は、マネー・ローンダリング取引に係る顧客の意
図や違法な資金源を実際に知っていたことと同等に扱われます。

2001年10月に、FATFはその対象範囲をテロ資金供与へ拡大しました。通常、マネー・ローンダリ
ングの資金は、麻薬密売や詐欺行為等の犯罪活動から発生したものですが、テロ資金調達は異なりま
す。隠匿は“犯罪収益”の資金源を隠すというよりも、資金が使われた“用途”を隠すことを目的としてい
ます。テロ資金は違法な手段から発生していないこともあります。一般的に、食料や家賃等日常的な出
費に使われます。そのため、テロ資金は、テロ行為のためだけに使われるわけではありません。テロリス
トは多くの場合、合法的な組織を使って事業を行います。テロ目的で集めた慈善資金の使用は、多く
の場合、その資金調達の過程が法的な制限内で行われることになるため、従来のマネー・ローンダリン
グのシナリオの想定外でした。しかしながら、テロリストも、取引内容や資金へのアクセスに関して機密
を望みます。さらに、テロリストとマネー・ローンダラーは共に、報告を回避するため、支払いをストラ
クチャリングしたり、古くから存在する送金システムであるハワラといった地下銀行を利用したりする等、
資金移動に同じ手段を利用します。

テロ資金供与については本章後半で述べます。

マネー・ローンダリングのサイクルにおける3つの段階

マネー・ローンダリングは、多くの場合、複雑な一連の取引が関わるため、区別することが困難です
が、一般的に3つの段階に分けることができます。
■…第1段階：プレイスメント—犯罪活動から得た現金の物理的処理
 この第1段階で、マネー・ローンダラーは、不正資金を金融システムの中に取り込みます。

多くの場合、国内外の金融機関、カジノ、商店、外貨両替所、およびその他事業等を結んだ
金融システムの流れに現金を置くことで成し遂げられます。この段階には下記のような取引
を含みます。

□ 少額に分割した大量の現金の、銀行口座への直接入金 
□ 海外の金融機関への預金を目的とした国境を越えた現金の輸送、もしくは小切手や銀

行送金決済で転売が可能な美術品および貴金属等の高額な品物の購入
■…第2段階：レイヤリング—曖昧化を目的とした金融取引の階層化による、不法収益の資金源

からの分離
 第2段階では、犯罪収益を別の形態に変えたり、金融取引の複雑な階層を作り出すことで、
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監査証跡、資金源、および所有権を曖昧にします。
 下記のような取引が含まれます。

■ ある口座に預け入れした現金の、別の口座への電信送金
■ 預け入れした現金から通貨代替物（Monetary Instrument）への交換（トラベラーズ・

チェック等）
■ 高額商品および通貨代替物の転売
■ 不動産や合法的な事業への投資
■ オフショア・ヘイブンに登記されたシェル・バンクとの電信送金の利用

■…第3段階：インテグレイション—不法収益を、一見普通の事業資金に見える形で、再び経済
活動の中へ投入することで、表面上の合法性を与えること

 マネー・ローンダリングのプロセスの最終段階である第3段階では、洗浄した資金を、再び
経済活動の中に投入することで合法に見せかけます。インテグレイションの段階まで進む
と、財産が合法なものか非合法なものか、識別するのが非常に困難になります。多くの場
合、ローンダラーは、不動産や、高級品、もしくは投機的な事業へ資金を投資することを選
びます。

マネー・ローンダリングの経済的・社会的な影響

このセクションは、2001年5月に発行された米国国務省の出版物「経済見通し」（Economic 
Perspectives）の中で紹介された、ジョン・マクドウェル（John McDowell）とゲイリー・ノヴィ

不正資金の収集不正資金の収集

高額商品の購入、金融商品投資、
商業や産業への投資

高額商品の購入、金融商品投資、
商業や産業への投資

金融システムへの不正資金の組込み金融システムへの不正資金の組込み

プレイスメントプレイスメント

インテグレーションインテグレーション

レイヤリングレイヤリング

X社の
銀行口座への
資金移動

X社の
銀行口座への
資金移動

電子送金電子送金

Y社から
X社への

虚偽請求書による
支払い

Y社から
X社への

虚偽請求書による
支払い

Y社への
貸し付け
Y社への
貸し付け

典型的なマネー・ローンダリングのスキーム

出典：国連薬物犯罪事務所(United Nations Office on Drugs and Crime) 
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ス（Gary Novis）が著した「マネー・ローンダリングと金融犯罪の影響」（The consequences 
of money laundering and financial crime）と、 世 界 銀 行（World Bank）と国 際 通 貨 基 金
（International Monetary Fund：IMF）による「マネー・ローンダリング対策（AML）および
テロ資金供与対策（CFT）に関するレファレンス・ガイド」（Reference Guide to on Anti-Money 
Laundering （AML） and Combating the Financing of Terrorism （CFT）からの引用を含んでい
ます。

マネー・ローンダリング対策に関する法規制が金融市場自由化への取り組みを台無しにする、あるい
は、金融市場の開放がマネー・ローンダリングを助長するといった考えは、事実に基づいていません。
マネー・ローンダリングは多くの国の経済および金融システムを脅かすため、国際金融界は、全面的
に、AMLへの取り組みを支援しなくてはなりません。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与は、経済、安全保障、および社会面において、計り知れ
ない影響をもたらす恐れがあります。これらの犯罪は、世界中のどの国でも発生する可能性があります
が、金融システムが脆弱な発展途上国や、新興市場および新興国においては、特に重大な経済的、
社会的影響を与えます。こうした小規模な市場は、犯罪やテロリズムの影響による混乱に脆弱なため、
マネー・ローンダリングの悪影響が増大しやすい傾向にあります。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の影響には以下が挙げられます。
■…犯罪および汚職の増加：マネー・ローンダリングがうまくいくと、犯罪活動の収益性がま

すます高まります。マネー・ローンダリングの温床と見られている国には、犯罪を犯す人々
が集まってきます。一般的に、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の温床とされる
国には以下の特徴が挙げられます。
□ マネー・ローンダリングの前提犯罪数が限られている。
□ マネー・ローンダリングの法規制の対象となる法人の定義が限定されている。
□ 法律による義務付けがほとんど無いか、処罰が軽い、もしくはマネー・ローンダリング

に関わる資産の没収や凍結を妨げる条項がある。
マネー・ローンダリングが蔓延すると、汚職も増えます。犯罪者が、非合法的事業を継続していくた

めに、政府職員、弁護士、金融機関、および非金融機関等の従業者に対して賄賂を渡そうとするから
です。
■…合法的な民間セクターの弱体化：マネー・ローンダリングの最も深刻でミクロ経済的な影

響の1つは、民間セクターに見られます。フロント企業もしくは合法的な企業を利用して、
マネー・ローンダラーが合法的な事業を行っているように見せかけることが知られています
が、実際には、犯罪者により支配されており、違法な利益を隠蔽するために、不正資金に合
法的な資金を混蔵させています。

 これらのフロント企業は、多額の不正資金を入手することができるため、市場相場以下の価
格で、その企業の商品やサービスを販売させることができます。それにより、フロント企業
は、金融市場から資本金を調達している合法的な企業に対し、競争上の優位性を得ます。そ
のため、合法的な事業者にとって、フロント企業との競争は、不可能とは言わないまでも、
非常に困難になります。こうした犯罪企業の経営原則は 、明らかに、従来の合法的な事業
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の自由市場原則と矛盾しており、マクロ経済上一層の悪影響を及ぼす結果となります。
　最後に、マネー・ローンダリングによる収益が、フロント企業やその他の合法的な企業への

投資を介して、一国の経済の業界やセクター（部門）全体を支配するために使われる場合が
あります。資産価格ならびに商品価格の人為的な歪みに起因する誤った資源配分により、財
政上、経済的な不安定性を増大させる恐れがあります。さらに、マネー・ローンダリングが
脱税手段として利用されれば、その国の収益を剥奪することにもなります。
■…金融機関の弱体化：マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与は、国の金融セクター（部

門）の健全性を脅かします。また、個々の銀行や、証券会社、および保険会社等の金融機
関の安定性に悪影響を与えます。事実、犯罪活動は、世界中の様々な銀行破綻に関連して
います。世界初のインターネット銀行であるヨーロピアン・ユニオン・バンク（European 
Union Bank）の破綻も含まれます。さらに、1990年代の多くの金融危機の際には、詐欺
や、国際商業信用銀行（Bank of Credit and Commerce International： BCCI）のマネー・
ローンダリング不祥事や、1995年のベアリングス銀行（Barings Bank）の破綻で子会社部
門のトレーダーによるリスクの高いデリバティブ・スキームが明らかになったように、数々
の犯罪的もしくは詐欺の要素が存在していました。

　犯罪収益に依存している金融機関は、資産、負債、および業務の適切な管理において、更な
る難題を抱えます。マネー・ローンダリングは、通常、風評リスク、オペレーショナル・リ
スク、法務リスク、および集中リスク等の悪い結果をもたらします。これらのリスクは相互
に関連しており、財務上、以下の悪影響をもたらします。

□ 収益の高い事業の喪失
□ 資金の引き出しによる流動性問題
□ コルレス・バンキング業務の停止
□ 調査費用と罰金
□ 資産の押収
□ 貸し倒れ
□ 金融機関の株式価値の低下

　風評リスクとは、ある銀行の取引行
為や他の組織との関係に関する悪評
が、その正確性にかかわらず、当該
銀行に対する信用不安を招く可能性
です。金融機関がマネー・ローンダ
リングに関与していると疑われた場
合、融資先や、預金者、および投資
家は、取引を停止することがありま
す。質の高い融資先を失うことは、収益性の高い貸付の減少や、貸付債権全体のリスクの増
加につながります。預金者が資金を払い出してしまうかもしれません。さらに、マネー・

犯罪収益に依存している金融機
関は、資産、負債、業務の適

切な管理において、更なる難題を抱
えます。
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ローンダラーが預け入れした資金は、銀行にとって安定した資金源にはなり得ません。多額
の洗浄資金は、大抵、電信送金による予測不可能な引き出しや、政府の押収の対象となりや
すく、流動性問題を引き起こす可能性があります。

 オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス、人、およびシステムが不適切であること、
もしくは機能しないこと、あるいは外的な事象から生じる損失の可能性です。このような損
失は、金融機関がインターバンクやコルレス・バンキング等のサービスで、コストを削減し
たり、コストを打ち切ったり、あるいはコストを引き上げた場合に生じます。借入コストや
調達コストの増加も、オペレーショナル・リスクによる損失に含まれます。

 法務リスクは、訴訟や、不利な判決、法的強制力のない契約、罰金や処罰による損失、ある
いは金融機関の支出増加等の可能性で、金融機関の閉鎖さえも含みます。マネー・ローンダ
リングは、その過程のほぼすべての局面において、犯罪者が何らかの形で関与しています。
結果として、合法的な顧客が金融犯罪の被害者になって損失を被り、金融機関に対して返済
を求める訴訟を起こす場合があります。他にも、銀行法やその他の法執行機関による調査／
捜査に伴うコストの増加や、罰金等の処罰が発生する恐れがあります。また、顧客が起こし
た詐欺の場合、犯罪者が顧客という理由から、一定の契約においては法的強制力が無い場合
もあります。

 集中リスクとは、ある1つの融資先に対する、過度の信用供与や貸付のエクスポージャーを
原因としてもたらされる損失の可能性です。通常は、法規制が、単独の融資先もしくは関連
融資先グループに対する銀行のエクスポージャーを制限しています。しかし、ある特定の顧
客に関する認識や、その顧客の背後関係に関する認識、もしくは顧客とその他融資先との関
係に関する認識が欠如すると、銀行がリスクにさらされる恐れがあります。特に懸念される
のは、取引相手と融資先がつながっており、共通の収益もしくは資産が返済に充てられてい
る場合です。法的強制力のない契約や架空の人物と契約を交わした場合にも、当然、貸し倒
れが生じます。

 こ れ ら の 理 由 か ら、 バ ー ゼ ル 銀 行 監 督 委 員 会（Basel Committee on Banking 
Supervision：BCBS）は、マネー・ローンダリング目的の犯罪者による加盟国の銀行シス
テムの乱用防止に関して、「2001年 銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」
（2001 Customer Due Diligence for Banks Paper ）等の声明を発表しています。
■…経済政策に関する意思決定における、コントロールの喪失や誤り：マネー・ローンダリン

グのプロセスには多額の資金が関わってきます。新興国市場では、マネー・ローンダリン
グによる不正収益が政府予算を小さく見せ、マクロ経済統計上の測定に誤差を生じさせるた
め、政府による経済政策のコントロールの喪失や政策の誤りにつながる恐れがあります。

　マネー・ローンダラーは、高利回りの投資先よりも、検知されにくい投資先へ資金を再投資
するため、通貨や金利にマネー・ローンダリングが悪影響を及ぼす場合があります。予測で
きない国境を越えた資金移動により、不安定な為替変動や金利変動が見受けられることもあ
ります。貨幣需要が、ある国から別の国へ移動する範囲において、マネー・ローンダリング
により誤解を与えるような通貨データがもたらされるせいで、特にドル経済では通貨供給量
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の追跡が一層不明確となり、金利や為替レートの変動性に悪影響を及ぼす恐れがあります。
そしてマネー・ローンダリングは、資産価格ならびに商品価格の人為的な歪みに起因する
誤った資源配分により、通貨の安定性に対する脅威を増大させる恐れがあります。
■…経済の歪みと不安定性：マネー・ローンダラーは、投資から利益を生み出すことに関心は

なく、むしろ、犯罪収益の保護や収益源の隠蔽に関心があります。よって、彼らの投資先
は、現在資金を置いている国から見て、必ずしも経済的に有利な国である必要はありませ
ん。さらに、マネー・ローンダリングや金融犯罪が、健全な投資先への資金の投入を、質の
低い投資先へ流用する範囲において、犯罪収益が隠蔽され、経済成長が妨げられる恐れがあ
ります。一部の国では、建設業やホテル業等の業界全体に対して融資が行われていますが、
実際の需要に基づくものではなく、マネー・ローンダラーの短期的な利益のために融資され
ています。マネー・ローンダラーは、これらの業界にうまみがなくなった時、業界を見捨て
ます。それは、セクター（部門）の崩壊と、損失に耐えられないほどの大きなダメージを経
済に与える結果となります。
■…税収入の損失：違法活動の基本的な形態のうち、おそらく最も明白にマクロ経済に影響を

及ぼすのは脱税です。マネー・ローンダリングは、政府の税収入を減らし、その結果、誠実
な納税者に間接的に損害を与えます。また、政府の徴税をより困難にします。徴税されてい
ない犯罪収益が合法化されている限り、この税収入の損失によって、通常よりも高い税率を
招きます。

 多くの国において、財政赤字は経済問題の中核であり、その是正は、多くの経済安定化計画
の主要な焦点です。IMFは、加盟国の徴税能力の向上に取り組んできました。中小企業セク
ター（部門）は経済成長を促進しますが、同時に、脱税と深いつながりがあります。経済発
展の初期段階にある多くの国では、脱税および脱税関連のマネー・ローンダリングが生じや
すい傾向があります。
■…民営化の取り組みへのリスク：マネー・ローンダリングは、民営化を通じた経済再編に取

り組む地域にとって脅威となります。犯罪組織は、合法的な購入者よりも高値で元国有事業
を買い付けることができます。また、民営化の構造が経済的に有益であるため、マネー・
ローンダリングに利用されることもあります。過去には、犯罪者が犯罪収益を隠蔽して、さ
らなる犯罪活動を行うために、マリーナ、リゾート地、カジノ、銀行等を購入していたこと
があります。
■…国の風評リスク：マネー・ローンダリングもしくはテロ資金供与の温床という風評は、国

の発展や経済成長に悪影響を及ぼす恐れがあります。海外の金融機関は、マネー・ローンダ
リングの温床とされる国の金融機関と取引をする場合、追加調査によるコストが高くつくた
めに、取引を制限するでしょう。つまり、その国のグローバルでの合法的なビジネス機会は
損なわれることになります。マネー・ローンダリングの温床となっている地域の合法的な事
業者は、所有者や管理態勢に対する厳しい検査により、世界市場へのアクセス制限（もしく
は余分な調達コストの支払） に苦しむ場合があります。ひとたび、国の金融上の評価が傷つ
くと、回復は非常に困難で、適切なマネー・ローンダリング対策があれば防止できたような
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問題を是正するために、莫大な政府の資源を必要とします。その他の影響として、国際機関
や他国により具体的な対応策が実施されたり、政府支援を受けるための資格条件を緩和する
ことがあります。
■…社会的費用：マネー・ローンダリングには、深刻な社会的費用そして深刻な社会的リスク

がつきものです。マネー・ローンダリングは、犯罪に価値を生じさせるために不可欠なプロ
セスであり、麻薬密売者や、麻薬密輸入者、そして他の犯罪者の運営拡大を可能にします。
これにより、結果的に生じた深刻な状況と戦うため、法的措置や医療支出へのニーズが増加
し（例えば、麻薬中毒者の治療のため等）政府の出費を跳ね上がらせます。

　犯罪者がマネー・ローンダリングによって獲得した資金の全体規模は、社会の全要素が崩れ
ゆくほどの威力を持っています。合法的な政府が、乗っ取られる事態が起こり得るかもしれ
ません。また、その他の社会経済上の悪影響として、マネー・ローンダリングが、市場や、
政府、そして民間から、犯罪者へと経済力を移転させることも挙げられます。

マネー・ローンダリングの手口
 
マネー・ローンダリングは進化する活動であるため、対策を適時かつ効果的なものとするために、継続
的に、様々な形式で、モニタリングすべきです。不正な資金は、オフショアの事業者や、電信送金、
信託、ハワラ、証券ディーラー、自動車販売業者、コルレス口座等を介して移動します。不正な金は、
まるで水のように、最も抵抗が少ないルートを探し出します。世界中の各国政府が、銀行セクター（部
門）に対するマネー・ローンダリング対策を義務化してきたため、マネー・ローンダリング活動が従来
の銀行セクター（部門）から、銀行以外の金融セクター（部門）や金融以外の事業や職業へと著しく
移行してきています。銀行に限らず、銀行以外の金融機関や金融以外の事業や職業も、不正利益を通
常の金融チャネルに還流させるための魅力的な手段となっています。

FATFは、“マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の根本的な構造の理解を深めそして変化を観察
する”ために、年次の犯罪類型分析を実施しています。目的は“各分野における主要な手口と傾向”につい
て報告し、また、FATFの40の勧告およびテロ資金供与に関する特別勧告が、引き続き有効かつ適切で
あるかについて確認することです。この犯罪類型は、マネー・ローンダリングが異なる状況でどのように行
われるかに関する良い事例となりますので、この章では、しばしばこの犯罪類型について触れていきます。

銀行とその他の預金機関

歴史的に、銀行には犯罪収益の処理に利用される重要な機能が存在しています。ここでは、銀行や
他の預金機関を介したマネー・ローンダリングにおいて、特に警戒すべき範囲を挙げます。

資金の電子的移動

資金の電子的移動とは、電子端末、電話、コンピューター、ATM、もしくは磁気テープ等の、電子
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的な方法による資金移動を指します。通常、ある銀行口座から他の銀行口座へ資金を移動する場合に
は、電信振替あるいは電信送金で送られます。国内外を問わず、毎日、何兆ドルもの資金が、世界の
電信を通して送られています。

電子資金決済システムは、マネー・ローンダラーに、国や口座をまたいで、迅速に資金を移動させる
手段を提供します。不正資金の送金は、毎日行われる何百万件という合法的な送金の中に、容易に隠
されてしまいます。Fedwire、SWIFT、およびCHIPSのようなシステムは、多くの電信やメッセージを送っ
ています。マネー・ローンダラーは、資金の電子的移動を、ローンダリングのプロセスの第2段階である
レイヤリングで用いています。彼らのゴールは、資金を口座から口座へ、銀行から銀行へ、法域（司法
権の異なる国や地域）から法域へ移動させることで、取締機関や捜査当局による資金源の追跡を一層
困難にすることです。

マネー・ローンダラーは検知されないよう、送金額の変更や、可能な限り小口での送金、できれば
一流の金融機関を使う等、基本的な予防策をとります。それぞれ異なる法域（司法権の異なる国や地
域）にある口座間での素早い資金移動は、特に身元不明の一見顧客が、同様に、身元不明の第三者
へ送金する場合に、より捜査や資金源の追跡を複雑にします。

資金の電子的移動に対する検査は強化されています。多くのソフトウェア・プロバイダーは、資金の
電子的移動を利用したマネー・ローンダリングを検知するための高度なアルゴリズムを有しています。

資金の電子的移動を利用したマネー・ローンダリングの兆候には以下が挙げられます。
■ 資金移動が金融機関の機密保持が強い地域（Financial Secrecy Havens）もしくは高リス

ク地域を介して行われ、ビジネス上の明白な理由がない、あるいは取引が顧客の事業や履歴
と一致しない場合

■ 海外顧客の代理として多額の資金移動を受領した際に、明確な理由がない、もしくは理由
が十分でない場合

■ 多数の少額送金の受領や、小切手やマネー・オーダー（Money Order）による入金がある
場合。ほぼ同時に、顧客の事業や履歴と矛盾する方法で、全額あるいはほぼ全額の送金もし
くは預金が、他の都市や国へ電信で送られる場合

■ 資金の動きに説明がつかない場合や何度も繰り返す場合、もしくは不自然なパターンを示
す場合

■ 合法的な契約や商品、もしくはサービスの受領等と、明確なつながりのない資金の支払い
や受領があった場合

■ 資金移動が、同じ人物の名義の異なる口座間で行われる場合

コルレス・バンキング

コルレス口座に関わるマネー・ローンダリングの初期の例は、1999年8月にニューヨーク銀行で発覚
した、ロシアのコルレス・バンキングを悪用した事件でした。305ページにも及ぶ報告書は、「コルレ
ス・バンキング：マネー・ローンダリングへのゲートウェイ」（ Correspondent Banking: A Gateway 
to Money Laundering）と題され、一部の米国や海外の大手銀行の不注意で手ぬるい手続きを通し
て、米国へ様 な々犯罪収益が容易に流入していたことが明らかになりました。
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FATFはマネー・ローンダリングの犯罪類型報告書 2001−2002年で次のように述べています。
コルレス・バンキングは、ある銀行（‘コルレス銀行’）からある別の銀行（‘コルレス先銀行’）への

銀行業務の提供です。世界中に多数のコルレス関係を築くことで、銀行は物理的な拠点を持たない法
域（司法権の異なる国や地域）において、銀行自身のためにそして顧客のために国際金融取引を引き
受けることができます。大手の国際的な銀行は、典型的に、世界中にある何千という他の銀行に対し
てコルレス銀行の役割を果たしています。コルレス先銀行は、コルレス関係を通して、キャッシュ・マネ
ジメント（例えば、様々な通貨での利子付口座等）や、国際電信送金、小切手交換決済（クリアリン
グ）、ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）、および外国為替サービス等の
幅広いサービスを受けることができます。コルレス銀行が、比較的小規模で知名度が低い銀行へサービ
ス提供する場合は、与信が発生しないキャッシュ・マネジメント・サービスに限定することがあります。
しかし、コルレス先銀行の信用リスクが健全であると判断した場合は、与信取引に関する商品を多数提
供することがあります（例えば、信用状取引や、クレジット・カード取引に使われる業務用口座等）。

主に以下の2点の理由から、コルレス・バンキングはマネー・ローンダリングに対して脆弱であると言
えます。

1. コルレス・バンキングは、その性質上、ある金融機関が、別の金融機関の顧客の代理とし
て、金融取引を行う状況をつくります。この間接的な関係は、コルレス銀行が、コルレス先
銀行の顧客の本人確認もせず、顧客から直接情報を尋ねることもできない状況の下で、サー
ビスを提供することを意味します。

2. コルレス口座を介したマネー・ローンダリングは、犯罪収益を洗浄する顧客よりも、金融機
関に大きな脅威を及ぼします。それは、コルレス関係では、桁外れに巨額な資金が様々な方
向から流れ込んでくるためです。

コルレス銀行に生じるその他のリスクには以下が挙げられます。
■ コルレス銀行はコルレス先銀行へ適用される法律について調べることはできますが、コ

ルレス先銀行の監督体制のレベルや有効性を見極めることは非常に困難です。
■ コルレス業務を提供する銀行の一部は、コルレス先に対して、どの程度のコルレス業務

を他の金融機関に対して行うか（“ネスティング”）について尋ねない場合があります。こ
れは一層のリスクをもたらし、コルレス銀行がこれらのサブのコルレス先の身元や、事業
活動、あるいは金融サービスの種類についてさえ、知らないままでいることを意味しま
す。

米国にコルレス口座を持つ約9,000の外国金融機関の蜜月時代は終わりました。十数年に及び事
実上検査を受けることもなく高収益をもたらした関係でしたが、2001年10月の米国愛国者法（USA 
Patriot Act）が、コルレス銀行が外国機関に提供しているマネー・ローンダリングの“出入り口
（Gateway）”に対していくつかの条項を出しました。例えば、第312条では、特定の外国銀行が保
有するコルレス口座に対するマネー・ローンダリング管理基準の重要性を示しています。これは、オフ
ショアバンキングのライセンスを受けた外国銀行のコルレス口座、もしくはマネー・ローンダリングの懸念
対象とされる法域（司法権の異なる国や地域）で認可を受けた外国銀行のコルレス口座に対して、そ
の外国銀行の所有者の確認、マネー・ローンダリングを防ぐためのコルレス口座に対するさらに厳格な
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精査の実施、その外国銀行が他の外国銀行にコルレス口座を提供しているかどうかの確認、もし提供
していれば適切かつ関連する顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）を行ったかどうかの確認
等、金融機関が妥当な措置を取ることを求めています。第313条を含めたその他の条項では、米国の
金融機関が外国のシェル・バンクに、コルレス口座を開設することも維持することも禁止しており、外国
銀行のコルレス口座が、シェル・バンクへの銀行業務提供のため、間接的に利用されることのないよう
“適切な処置”を取ることを要求しています。第319条では、米国の金融機関に対して、コルレス口座を
保有している外国銀行の所有者の名前および連絡先情報等の記録の保持を求めています。また、この
条項では、外国銀行のためにコルレス口座の記録に関して、米国で法的な手続き業務を行う権限を米
国政府から与えられているエージェントの名前および住所を、米国の金融機関が保存することを定めて
います。米国愛国者法についての詳細は、国際的に影響する米国の法規制に関する取組みについて記
載している章をご覧ください。

銀行はコルレス口座を開設する前に、コルレス先銀行の所有者や当局による監督上の履歴等を含
む、基本的な質問に回答できなければなりません。

例
　　2004年に香港の投資家グループがABNアムロ（ABN Amro）のニューヨーク支店に対

して起こした訴訟は、北キプロス・トルコ共和国にあるファースト・マーチャント銀行
（First Merchant Bank）の詐欺行為を防止しなかった責任を問うものでした。

　　訴訟によると、ABNアムロは、1998年にニューヨーク支店で開設した、ファースト・
マーチャント銀行の6つのコルレス口座に対する数回にわたる警告を無視しました。その
直後、ニューヨーク支店は、2通の警告通知を受け取り、うち1通はキプロス中央銀行か
らの通知で、ファースト・マーチャント銀行を含む団体とビジネスを行うことで被る財務
リスクや風評リスクに関して警告されていました。後日、更なる警告通知が複数送られて
きましたが、ABNアムロはファースト・マーチャント銀行の口座を2000年春まで閉鎖し
ませんでした。

　　この訴訟では、ABNアムロがファースト・マーチャント銀行とその口座に対して適切
なデュー・デリジェンスを行わず、下記に挙げられているようないくつものレッド・フ
ラッグを無視したことが非難されました。
■ ファースト・マーチャント銀行は、北キプロスのオフショア・バンキングのライセン

スしか受けていなかった。
■ 北キプロスに所在する小規模な事務所の他に、銀行の物理的拠点はなかった。
■ ニューヨークでは、銀行業務のライセンスも証券業務のライセンスも持っていなかっ

た。
■ 会長兼常務取締役であったハッキ・ヤマン・ナムリ（Hakki Yaman Namli）は、5

千万ドルを洗浄した疑いで、イタリア当局より捜査されていた。
　その後ABNアムロは、米国連邦準備銀行（Federal Reserve）から、ニューヨークのコル



2 章 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口

23

レス口座と決済サービス部門におけるAML管理を強化するよう命令を受け、書面による
同意を結びました。

ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）

一部のコルレス取引では、外国銀行の現地顧客が、外国銀行の米国のコルレス口座を通して、電信
送金や、預金引き出し、および当座預金口座（Checking Account）の維持等の取引を行うことが許
されています。これらはペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）と呼ばれます。

これらの口座には、大抵の場合、実質的に、数限りないサブ口座保有者が存在し、個人、営利事
業者、金融機関、両替店、もしくはカサ・デ・カンビオ（Casa de Cambio）、さらには外国銀行をも
含みます。こうした“サブ口座保有者”へ提供されるサービスやペイヤブル・スルー口座（PTA ）の条件
は、米国内の銀行と海外の銀行が同意し署名した契約書に定められています。

ペイヤブル・スルー口座（PTA）は外国銀行の名義で開設され、多くの場合、外国銀行の顧客の
口座であるサブ口座を識別するため、その口座番号や数字コードを暗号化してチェックを行います。しか
し、いつもそうであるとは限らず、国内の銀行にサブ口座保有者が確認されていない場合もあります。

国内銀行のマネー・ローンダリング対策を脅かすペイヤブル・スルー口座（PTA）関連の要素には
以下が挙げられます。

■ オフショアの金融サービス・セクター（部門）で認可された外国金融機関のペイヤブル・
スルー口座（PTA）に関して、認可に係わる法規制が脆弱な場合、もしくは銀行への監督が
皆無である場合

■ ペイヤブル・スルー口座（PTA）の取り決めに関して、ある国内銀行がある外国銀行を単
独の顧客ととらえて、外国銀行の顧客に対する顧客確認（Know Your Customer：KYC）
のポリシーと手続きの適用を怠った場合

■ ペイヤブル・スルー口座（PTA）の取り決めに、サブ口座保有者の現金の預け入れや引き
出しに関する特約がある場合

■ 外国銀行の子会社、代表事務所、もしくは国内事務所と連携して使用しているペイヤブ
ル・スルー口座（PTA）を、当局の監督を免れて、そのまま外国銀行の支店のサービスとし
て提供した場合

例
　　ロンバード銀行（Lombard Bank）—　多くの専門家がタックス・ヘイブンおよびマ

ネー・ローンダリングの温床であると考えている南太平洋の島国バヌアツで認可を受けた
銀行　—　がペイヤブル・スルー口座（PTA）を、マイアミ所在のアメリカン・エクスプ
レス・インターナショナル銀行（American Express Bank International：AEBI）に開設
しました。

　　このバヌアツの銀行は、中米諸国の自行の顧客に対して、事実上すべての銀行サービ
スを、アメリカン・エクスプレス銀行のペイヤブル・スルー口座（PTA）を通して提供し
ていました。顧客は小切手帳を交付されており、この小切手帳を使用して、ロンバード銀
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行名義ののペイヤブル・スルー口座（PTA）への預け入れおよび引き出しを行っていまし
た。ロンバード銀行は、その口座に複数の署名を登録することを許可されていました。ロ
ンバード銀行名義の顧客はアメリカン・エクスプレス・インターナショナル銀行とは無関
係でした。そのため、サブ口座保有者として、中米の4カ国にあるロンバード銀行の代表
事務所に、現金預金をすることになりました。その現金を、アメリカン・エクスプレス・
インターナショナル銀行のペイヤブル・スルー口座（PTA）の預金とするため、ロンバー
ド銀行のクーリエ便が、マイアミの関連会社であるロンバード・クレジット・コーポレー
ション（Lombard Credit Corporation）へ運びました。

　　ロンバード銀行の顧客も、ロンバード銀行のマイアミの関連会社に現金を持ち込みまし
たが、その関連会社はアメリカン・エクスプレス銀行と同じビル内にありました。この現
金も、アメリカン・エクスプレス・インターナショナル銀行のペイヤブル・スルー口座
（PTA）に預金されていました。1993年6月までの2年間、200,000ドルもの現金が104
回に渡ってマイアミにあるロンバード銀行の関連会社に受領されました。この事例は小規
模で、結果は限定されたものでしたが、ペイヤブル・スルー口座（PTA）に伴う危険につ
いて、銀行員に警鐘を鳴らすものとなりました。

集中口座

集中口座とは、銀行内で、複数もしくは個別の顧客取引の処理および決済を、円滑に進めるため
に開設される内部口座で、通常同日中に処理されます。集中口座は、特殊用途（Special-Use）
口座、オムニバス（Omnibus）口座、決済（Settlement）口座、一時（Suspense）口座、日中
（Intraday）口座、スウィープ（Sweep）口座、コレクション（Collection）口座とも呼ばれます。
集中口座は、プライベート・バンキングの取引や、信託口座および資産保管（Custody）口座における
取引、資金移動、そして海外の関連会社の取引を処理するためによく利用されます。

例
　　スパイ組織の元リーダーであり、アルベルト・フジモリ（Alberto Fujimori）元ペルー

大統領の側近でもあったブラディミロ・モンテシノス（Vladimiro Montesinos）は、
ニューヨーク銀行（Bank of New York）に自己名義で少なくとも2つの口座を保有して
おり、“集中”口座を含んでいました。モンテシノスはペルーの国家情報部長として在任
中、この集中口座を使用して、賄賂の受領先へ資金をつぎ込んでいました。

集中口座におけるマネー・ローンダリングのリスクは、名前や、取引額、および口座番号等の、顧客
の本人確認情報が金融取引から分離されている場合に発生します。本人確認情報が取引から分離され
ると、監査証跡が失われ、口座が悪用される、もしくは不適切に管理される恐れがあります。集中口座
を使用する銀行は、こうした口座の運用や記録管理に対応した、適切なポリシーや、手続き、およびプ
ロセスを導入する必要があります。

ここで集中口座に関するマネー・ローンダリング対策の実践例を挙げます。
■ 総勘定元帳チケット（General Ledger Ticket）に連記式署名を必要とする。
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■ 集中口座に顧客が直接アクセスすることを禁止する。
■ 顧客口座明細書に顧客の取引を記録する。
■ 集中口座に関する情報を顧客に提供したり、顧客が従業者に指図して集中口座から取引

を行うことを禁止する。
■ 取引記録および顧客確認に関する適切な情報を保管する。
■ 頻繁な口座の照合確認を取引に関係しない者が行う。
■ 適時に不一致を解決するプロセスを確立する。
■ 繰り返し見られる顧客名を特定する。

プライベート・バンキング

プライベート・バンキングでの問題は、マネー・ローンダリングの分野における副次的な問題ではあ
りません。プライベート・バンキング業は、非常に利益率が高く、競争力があり、そして世界中に顧客
を持つ産業であり、近年、ほぼすべての主要なマネー・ローンダリングの事件で被害を受けています。
1990年代初めに、元メキシコ大統領のカルロス・サリナス（Carlos Salinas）の兄ラウル・サリナス
（Raul Salinas）が所有していた何百万ドルもの不正資金に絡んだスキャンダル報道で、プライベー
ト・バンキングは好ましくない注目を集めました。彼の財産の大部分は、メキシコシティ、ニューヨー
ク、ロンドン、ジェネーブのシティバンク（Citibank）で雇われていたプライベート・バンカーによって
管理されていました。

プライベート・バンキングは、富裕層顧客を対象に、個々人の要求に合わせた、機密性の高い商品
やサービスを提供しており、その手数料は通常“運用資産額”を基に支払われます。プライベート・バン
キングは、多くの場合、銀行の他部門からは半ば独立的に運営され、機密性と顧客本人専用のサービ
スを好む富裕層顧客をターゲットにしています。

プライベート・バンカーの間における、主要顧客である富裕顧客の激しい獲得競争は、世界中の政
府から規制強化の標的となっています。 競争は顧客担当者とマーケティング担当者に対して、新規顧客
獲得、 運用資産の増加、組織の営業利益の増加といった様 な々圧力をかけてきます。また、プライベー
ト・バンキングの多くの“顧客担当者”へ支払われる報酬は、主に自社に持ち込む“運用資産額”に基づ
いています。

例
　　米国のアメリカン・エクスプレス・インターナショナル銀行の事例では、元従業者で

あった2人のプライベート・バンカーが、マネー・ローンダリングで有罪判決を受けまし
た。2人は、この分野における競争性、報酬制度、“国際的な投資銀行家への新規顧客獲
得の圧力、および、利益を上げることができる者に対する職業および金銭上の成功”につ
いて証言しました。

プライベート・バンキングに関するマネー・ローンダリングの脆弱性の一因となる要素を挙げます。
■ 認知された高い収益性と激しい競争
■ プライベート・バンキングであるが故の高い機密性
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■ 顧客担当者と顧客との間で築かれた親密な信頼関係
■ 顧客担当者への手数料ベースの報酬

大抵の場合、プライベート・バンキングの顧客は“非居住者の外国人”です。多くの場合、資産は海
外に移され、機密性が高い国の銀行が設立した会社名義で所有されます。個人投資会社（Private 
Investment Companies：PIC）は、マネー・ローンダリングに利用される傾向にあり、近年注目を浴
びたマネー・ローンダリング事例の多くと関わっています。個人投資会社（PIC）は、顧客の機密性の
保護や税務および信託上の理由から、個々の銀行顧客等により、資産を所有する目的で、オフショア
の法域（司法権の異なる国や地域）に設立された“シェル会社”です。個人投資会社（PIC）が設立さ
れることの多いオフショア・ヘイブンにおける秘密法（Secrecy Laws）は、多くの場合、PICの真の受
益者の身元を隠します。多くのプライベート・バンクが、顧客のために、機密性が高いオフショア・ヘイ
ブンにある関連信託会社を介して個人投資会社（PIC）を設立しています。

プライベート・バンキングにおけるもう1つの危険な領域は、腐敗した“重要な公的地位を有する者
（Politically Exposed Person：PEP）”です。彼らは、多くの金融機関によって温かく迎えられます。

例
■ 米国麻薬取締局（U.S. Drug Enforcement Agency）によると、メキシコのキンタナロー

州の元州知事マリオ・ビジェヌエバ（Mario Villanueva）は、米国への200トンのコカイ
ン密輸に協力し、2001年までの5年間でメキシコの麻薬密輸者から受け取った2千万ドル
相当の賄賂を、ニューヨーク市のリーマン・ブラザーズのプライベート・バンキング口座
に保管していたことが明らかになりました。

■ リグズ銀行（Riggs Bank）の事例は、独裁者であるチリのアウグスト・ピノチェト
（Augusto Pinochet）と赤道ギニアのテオドロ・オビアン・ンゲマ（Teodoro Obiang 
Nguema）との、数年間に及ぶ何億ドルもの入り組んだ取引網を明らかにしました。口座
は何十年もの間、リグズ銀行の専門商品であった大使館向け銀行ポートフォリオの一部を
構成していました。

■ ペルーの元大統領アルベルト・フジモリ（Alberto Fujimori）の側近であったブラディ
ミロ・モンテシノス（Vladimiro Montesinos）が保有していたニューヨーク市所在の
ニューヨーク銀行（Bank of New York）の口座には、麻薬密輸者からの相当な金額の賄
賂が保管されていました。その他ニューヨークの銀行である、アメリカン・エクスプレス
銀行（American Express Bank）、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）、バー
クレイズ（Barklays）、UBS AG等にも、同氏に関わる口座がありました。

■ ニカラグア共和国の元大統領アルノルド・アレマン（Arnoldo Aleman）と同国税務局長
のバイロン・へレス（Byron Jerez）は、マイアミのテラ銀行（Terrabank N.A.）に口座
を保有し、犯罪収益と疑われる資金で、数百万ドルの譲渡性預金証書と南フロリダの豪華
なコンドミニアムを購入していました。

■ 米国でマネー・ローンダリングの嫌疑をかけられた元ウクライナ首相パーヴェル・
ラザレンコ（Pavel Lazarenko）は、サンフランシスコのバンク・オブ・アメリカ
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（Bank of America）、コマーシャル・バンク（Commercial Bank）、パシフィック・
バンク（Pacific Bank）、ウェストアメリカ・バンク（WestAmerica Bank）や、証券
会社のフリートボストン・ロバートソン・スティーブンス（Fleet Boston Robertson 
& Stephens）、ハンブレクト・アンド・キスト（Hambrecht & Quist）、メリルリンチ
（Merrill Lynch）に口座を保有し、ウクライナ首相時代に恐喝して不当に得たとされる
数百万ドルもの資金を保管していました。

■ ペルーの陸軍士官ビクター・ベネロ・ガリド（Victor Venero Garrido）は、米国FBIに
よるとブラディミロ・モンテシノス（Vladimiro Montesinos）の“最も信頼された取立屋
／黒幕の手先（Most Trusted Bag/Straw Man）”と表現された人物で、マイアミのシティ
バンクとカルフォルニアのノーザン・トラスト（Northern Trust）に口座を持ち、1,500
万ドルの賄賂と恐喝で得た収益を保管していました。

■ メキシコの元副司法長官で麻薬密輸訴訟担当だったマリオ・ルイス・マシュー（Mario 
Ruiz Massieu）は、1990年代中頃にヒューストンにあるテキサス商業銀行（Texas 
Commerce Bank）にプライベート・バンキング口座を保有し、麻薬密輸者から得た900
万ドルもの賄賂を、13カ月間預金していました。

スマーフィング／ストラクチャリング

取引報告や記録保存の対象にならないよう、取引を工夫することを“ストラクチャリング”と言います。
ストラクチャリングもしくはスマーフィングは、恐らく最も広く知られているマネー・ローンダリングの手口
です。この手口は、多くの国において犯罪行為であり、疑わしい取引の届出の提出により当局に報告さ
れなければなりません。ストラクチャリングに関わる者は、マネー・ローンダラーに雇われた使い走りで
あり、“スマーフ”というニックネームで呼ばれます。漫画家アル・キャップ（Al Capp）によって描かれ
た、何でも言われた通りに行動する青い小さなキャラクターの“スマーフ”を連想させるためです。彼ら
は、報告対象額を下回る額面で、現金の入金や通貨代替物（Monetary Instrument）の購入を行う
ために、銀行間を行き来します。

スマーフィングは、銀行や、送金、およびカジノ等、様 な々状況や業界で行われます。

例
■…1人の顧客が、高額の取引を、2件以上の少額取引に分割する場合
　リックは18,000ユーロの現金取引を行いたいのですが、10,000ユーロ以上の現金取引は

報告対象額を超えるため、3つの銀行で6,000ユーロずつ入金します。
■…2人以上の顧客が、高額の取引を、2つ以上の少額の取引に小分けする場合
　ジェニファーは、5,000ユーロを送金したいのですが、彼女の国では3,000ユーロ以上の

送金は記録対象とされるため、彼女自身で2,500ユーロを送金し、彼女の友達に残りの
2,500ユーロの送金を頼みます。
■…実例：アイザック・カッテン（Isaac Kattan）は、社会的信用のある旅行代理業を営む

ビジネスマンで、洗練され世慣れた賢い男でした。彼は、イスラエルの首相に似ていた
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ため“ベギン（Begin）”というあだ名で呼ばれていました。エルナン・ボテロ（Hernan 
Botero）は、コロンビアのメデリンにて会計事務所を経営し、豪華なホテルといくつか
の銀行の一定割合を所有していました。また、ボテロは街の誇りであるメデリンの名門
サッカーチームの経営権を保有していました。彼は最高のスポーツ・プロモーターであ
り名士でした。アルベルト・バレラ（Alberto Barrera）は、プールや、高価な東洋の敷
物、最先端の電子機器等の設備のある400,000ドルの家を南フロリダに所有していまし
た。ボテロの家族もそこに住み、一家でコロンビアからの海外駐在者として快適な生活を
楽しんでいました。ボテロはその家から、彼のために銀行へ現金入金を行う“スマーフ”の
小隊を指揮していました。ボテロはスマーフの親分でした。3人は全員どこへ行っても人
気がありました。彼らは取締役会やカントリークラブで悠々自適に過ごしていました。そ
して、3人は全員、コロンビアの麻薬カルテルにおいて伝説的なマネー・ローンダラーで
した。

　3人は、米国全土に渡るコカイン販売から得た、何十億ドルという収益の隠蔽、入金、移
動、そして処理におけるベテランでした。ギャング、武装集団、および無教養な法の執行
人が殺しや拷問を行う中で、彼らは上流社会における麻薬王の代表でした。成功するため
には、賢く雄弁で、その存在は心強く誠実でなくてはなりませんでした。彼らは、高級レ
ストランで良い席をウェイター頭に用意してもらう術を知っていました。彼らは同様のス
キルとパーソナリティ上の特徴を用いて、銀行員から欲しいものを引き出しました。カッ
テンは、毎年約５億ドルのカルテル資金を洗浄しており、そのすべてが現金でした。彼の
家族はコロンビアに留まり、彼自身はマイアミの中心街の近くに静かに暮らし、4つの豪
華コンドミニアムから仕事を行っていました。生活するのには便利な場所でした。市の
国際銀行センターは、華やかなガラス張りの高層ビル内にありました。クーリエ便がいく
つもの都市からカッテンのアパートへ送られ、現金の詰まった箱やスーツケースを置いて
行きました。そのクーリエ便は麻薬流通業者からの使者で 、現金はコロンビアの供給者
への支払いでした。つまりカッテンは、両替商のような役割を果たしていました。麻薬売
人からドルを購入し、麻薬売人へドルの価値の約95％をペソで支払っていました。ペソ
はすでにコロンビアの銀行に預けられており、現地の麻薬供給者が引き出すことができ
ました。マイアミのドルをコロンビアのペソに交換することが、カッテンの専門でした。
彼のお気に入りの入金先はデイド郡のグレート・アメリカン・バンク（Great American 
Bank of Dade County）でした。銀行の役員が通貨取引報告書（Currency Transaction 
Report：CTR）の申告をしない条件で賄賂を受け取り、極めて大量の入金を受け入れま
した。また、カッテンは個人的な財産の投資先を必要としており、米国の仕入れ先への
商品の支払いのために、ドル貸付を必要としていた合法的なコロンビアのビジネスマン
数名を見つけて、カッテンのマイアミにある口座からドルを貸し出していました。彼ら
は、その後、両替の手数料分を貸付の金利に加えた形で、カッテンのコロンビアにある口
座に、ペソで貸付を返済しました。エルナン・ボテロの運用は、カッテンよりも小さい
規模でした。ボテロは、米国パームビーチ（Palm Beach）近辺にある彼の自宅から年間
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約1億ドルのみを洗浄していました。コロンビア当局は、ボテロが、メデリン・カルテル
のリーダーであったパブロ・エスコバル（Pablo Escobar）のお気に入りのマネー・ロー
ンダラーであることを知っていました。ボテロのグループは、コカインの取引収益洗浄
のためのもう1つ別の手口として、オフショア会社を利用して、フロリダの不動産への投
資を行っていました。ボテロは1980年に米国で起訴されましたが、起訴された時すでに
国外に逃亡しており、裁判のため米国に引き渡すのに5年かかりました。連邦裁判所での
証言によると、彼はフロリダ州プランテーションにあるランドマーク銀行（Landmark 
Bank）の役員および従業者に対して、入金を受け付けさせるため、賄賂を渡していまし
た。賄賂はボテロの部下によってほぼ毎日入金されていました。場合によってはボテロ自
身が姿を見せ、手押し車で自分のメルセデス・ベンツのトランクから現金の詰まったい
くつかのダッフル・バックを降ろしていました。ボテロは5,700万ドルもの金をその1つ
の銀行を通して移動したとして有罪の判決を受けました。その金はランドマーク銀行から
コロンビアの銀行のマイアミ口座に移され、その後は、コロンビアの銀行に送金するだけ
でした。その最終的ステップは、その金はコロンビアのボゴタのドル口座に移すことでし
た。ペソを通貨とするコロンビアの法律では、ドル送金に20,000ドルの上限が設けられ
ており、その上限額ぎりぎりの送金がいくつも行われ、そのシステムは総じて労働集約型
でした。当局は、ボテロとそのスマーフが、歩合を稼ぐ代りに、カッテンや他の独立した
者たちのようにエスコバルに仕えていたと説明しました。

　1980年代初め頃までには、連邦政府のオペレーション・グリーンバック（Operation 
Greenback：複数の行政機関による初のマネー・ローンダリング特別捜査班）が、ボテ
ロやカッテン等に対しておとり捜査を行いました。巨額の現金預金に気付いたフロリダの
銀行は、緊迫した状況となりました。フロリダの銀行は忠実に通貨取引報告書（CTR）
を提出しました。そういうわけで、賄賂を渡す銀行員を見つけるのは難しくなりました。
リスクが高すぎました。1983年に、オペレーション・グリーンバックは、バレラの活動
を取締り、16人のスマーフを逮捕しました。バレラは幸運にもその日はコロンビアにい
ました。カッテンとボテロは連邦刑務所での懲役30年の判決を受けました。

ここで海外の“マネー・ブローカー ”によるいわゆる“銀行口座スマーフィング”の方法を挙げます。
■ “口座スマーファー ”は、海外のマネー・ブローカーのために、多数の当座預金口座

（Checking Account）を実在の名前や偽名を使ってA国に開設します。マネー・ブロー
カーから渡される故人の身元書類を使う場合もあります。

■ 口座スマーファーは、マネー・ブローカーから支給された資金で、目立たない程度の額
で口座を開設します。通常、4桁程の低い額です。

■ 銀行による疑いを和らげるために、マネー・ブローカーは彼らの口座スマーファーへ支
払う生活費を口座へ入金し、口座が一見合法的であるように装う場合があります。

■ 口座が開設されたら、口座スマーファーは、新規発行された小切手の受取人、日付、お
よび額の欄を空白のままで署名します。
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■ 口座スマーファーは、署名した小切手を、B国にいるマネー・ブローカーに、通常、クー
リエ便で送ります。

■ 口座スマーファーは、同じ方法で、24もの（2ダース相当の）当座預金口座を開設しま
す。ブローカーが、20以上の当座預金口座をA国で保有することは珍しくはありません。

■ A国からB国のマネー・ブローカーの顧客による輸出品への支払いに対して、小切手が振
り出されて決済されるまで、当座預金口座（Checking Account）には通常、数千ドル程
度しか残高を置きません。

■ B国のマネー・ブローカーに対して、何百ものこれらの口座が利用できるということは、
数千万ドルもの資金が毎年移動する可能性を示唆します。

2005年に、パリに本拠地を置く金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、
“カッコウ・スマーフィング”という新たな用語を膨大なマネー・ローンダリングの用語集に加えました。

この用語は、2005年のFATF犯罪類型報告書に出た用語で、代替的送金システムに関するマネー・
ローンダリングの一種であり、海外からの正規の資金や支払いを受け取る予定のある一般人の口座を通
して、犯罪資金が送金される手口を指します。カッコウ・スマーフィングという用語は、英国で行われた
調査で初めて、高度なマネー・ローンダリングの手口として使われました。

カッコウとは、欧州に生息する鳥の名前で、自分のヒナをよその巣に寄生させる鳥です。他の鳥の巣
に卵を産み、その巣で他の鳥が卵からヒナを育てます。従来のスマーフィングとカッコウ・スマーフィング
の最大の違いは、カッコウ・スマーフィングでは、銀行口座の所有者である第三者が、不正な資金が
口座に入金されることに気づかないことです。

仕組みを説明すると、次のようになります。代替的送金システム（Alternative Remittance 
System）のオペレーターが南アジアもしくは中東に所在し、欧州への個人的送金やビジネス上の送金
を買い取ります。FATFによると、パキスタンの銀行のマネージャーの一部は、真の個人の電信送金を、
代替的送金システムのオペレーターに売却し、合法的な顧客の代理として送金が行われるよう手配しま
す。洗浄活動の全体を統括する人物をコントローラーといい、イランで犯罪者から不正資金（現金）を
買い取り、英国の集金人に手渡します。その際に、海外にいる家族等からの清浄な資金の送金を待っ
ている、合法的な銀行顧客の詳細な口座情報を一緒に渡します。集金人は、受け取った犯罪者の現
金を、その顧客の正規の銀行口座へ、小口に分けて、複数の銀行支店から入金します。ここまでは、
スマーフィングの手口と類似しています。集金人は、預金の伝票をコントローラーに送り、送金を待っ
ている顧客へ現金が支払われたことを証明します。その後、（代替的送金システムの）銀行口座のオペ
レーターは、送金完了の連絡を（コントローラーから）受けます。個々に預け入れされた銀行口座の預
金は、銀行の窓口係に検知されない程度の金額で、少しずつ引き落とされていきます。この手口は、銀
行が、口座入金をする人物の身元を定期的に確認せず、監視カメラ（Closed-Circuit Television：
CCTV）の録画映像が定期的に上書きされる事実を利用します。銀行顧客の合法性により、このような
マネー・ローンダリングの検知は困難を極めます。



2 章 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口

31

FATFは、銀行に対して、顧客の口座へ現金を入金する第三者について確認するための統制の整備
を提言しています。また、銀行も、ストラクチャリングされた現金入金や、顧客の口座がある支店以外
での現金入金といった不自然な取引に対して、慎重に対処しなければなりません。

FATFによると、カッコウ・スマーフィングの可能性がある取引に対処する際の留意点は、以下のとお
りです。

■ こうした預金の存在が、必ずしも顧客との関係を再検討する根拠にならないこと。
■ マネー・ローンダリングの兆候であるかもしれないので、疑わしい取引の届出の対象と

すること。
■ 法的処罰には預け入れをする者の情報が必要となるため、銀行は、第三者による現金の

預け入れを把握し、必要となる監視カメラの映像を保存しておくこと。

銀行関係者による共犯

共犯者として選ばれた銀行従業者が、マネー・ローンダリングを手助けする場合があります。金融機
関や事業者は近年、内部者が顧客と同等のマネー・ローンダリングの脅威を与え得るということを痛感
しています。顧客確認（Know Your Customer：KYC）プログラムおよび従業者確認（Know Your 
Employee：KYE）プログラムの双方を同等に行い、維持していくことは、マネー・ローンダリング対策
の分野において不可欠な要素となっています。

時間や金そして評判を失う前に、トラブルを特定し予測する取り組みとして、事業者は内部者に対し
て厳戒な注意を払うプログラムを開発しています。従業者は、潜在的に“内なる敵”になる恐れがありま

合法的なトルコの電気会社
（イスタンブール）

合法的なトルコの電気会社
（イスタンブール） トルコの両替所トルコの両替所

コントローラー（イラン）コントローラー（イラン）

英国の集金人英国の集金人

麻薬資金麻薬資金

英国の携帯電話サプライヤー
（ロンドン）

英国の携帯電話サプライヤー
（ロンドン）

プロフォーマ・
インボイスと

750個のノキア携帯

プロフォーマ・
インボイスと

750個のノキア携帯

携帯電話の発注携帯電話の発注

106,230 ポンドの
支払い

106,230 ポンドの
支払い

犯罪者への
支払い

犯罪者への
支払い

スマーフィングされた
現金預金

スマーフィングされた
現金預金

カッコウ・スマーフィングの例

出典：金融活動作業部会（FATF）によるマネー・ローンダリングの犯罪類型2004-2005年
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す。従業者について知ることは、会社の安全において、顧客やその他の“外部者”を知ることと同様に、
極めて重要です（マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム参照）。

全従業者を潜在的な“敵”と見なす、もしくは“内なる敵”を発見するプロセスを導入することが行き過ぎ
と思われる一方で、金融機関側の不注意により、1個人または小グループが甚大な被害をもたらす恐れ
は、事実として存在します。ニューヨーク銀行（Bank of New York：BONY）の事件が良い一例で
す。

2000年、ニューヨーク銀行の東欧部門の元ヴァイス・プレジデントだったルーシー・エドワード
（Lucy Edwards）とその夫ピーター・ベルリン（Peter Berlin）は、ニューヨークの連邦裁判所か
らマネー・ローンダリングに関する有罪判決を受けました。彼らの罪状は、夫ベルリンがニューヨーク
銀行で開設した法人口座を通して、ロシアからの、出所が疑わしい何億ドルもの資金移動を幇助したと
いうものです。

従業者候補および現職の従業者に対する身元調査、特に犯罪記録に関する調査を行うことは、厄介
な従業者を採用せず、解雇すべき者を特定するために大変重要です。

信用組合（Credit Union）もしくは住宅金融組合（Building Society）

英国のマネー・ローンダリング対策共同運営グループ（Joint Money Laundering Steering 
Group：JMLSG）は、2006年11月に出したガイダンスに、信用組合におけるマネー・ローンダリング
のリスクは低いものの、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のスキームに対して銀行業と同等の
脆弱性を有すると示しました。信用組合におけるプラスの面としては、銀行やその他金融機関と比較す
ると小規模であるため、疑わしい取引がより早く報告され、犯罪者による現金の洗浄が困難であること
が、マネー・ローンダリング対策共同運営グループの報告で示されました。なお、信用組合従業者に
対する英国規制の遵守は比較的容易で、例えば、15,000ユーロ（約20,000ドル） 以上の取引におけ
る顧客の本人確認や、口座開設時の身元の検証等となっています。

主要な英国金融サービス事業者団体のグループであるJMLSGは、1990年以来、マネー・ローンダ
リング対策に関するガイダンスを発表してきました。JMLSGによると、信用組合には主に2種類あり、1
つ目は基本的な貯蓄性預金と貸付商品しか提供しないバージョン1と呼ばれ、2つ目はさらに広範囲の
金融サービスを提供するバージョン2と呼ばれています。

報告によると、当然のことながら、バージョン2の活動ではより高いマネー・ローンダリングのリスクが
示されました。理由としては、顧客規模の大きさや、不正資金の隠蔽のための広範囲の手段を提供して
いることが挙げられました。しかし全体的には、両方とも“現金取引の割合が高い”ため、マネー・ロー
ンダリングおよびテロ資金供与のリスクを高めています。

マネー・ローンダリング対策共同運営グループは、その他リスクが高い取引として、第三者への送金
や、第三者による他者のための現金支払、および口座開設におけるの身元確認のための情報提供に対
する抵抗を挙げました。

また、JMLSGは、信用組合に対して、子供の口座の不自然な動きに対して注意すべきと助言しまし
た。子供の口座なので注意を引かないと考えて、不正目的でその口座を使う親が存在する恐れがありま
す。
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JMLSGは信用組合に対して、こうしたリスクを伴う活動の対策として、正式に文書化されたポリシー
を作成し、マネー・ローンダリングのリスクを軽減するための効率的な方法の概要をまとめるよう提案し
ました。

これらのポリシーは、最低限、下記を含むべきです。
■ 信用組合特有のリスクを特定する方法：顧客、商品、および信用組合の所在地に細心の注

意を払う。
■ 評価したリスクの管理および統制に関する概要
■内部オペレーションのモニタリングおよび向上のための方法
■ リスクを防止する対策およびそれらの対策を講じた理由の文書化
■ 記録の保存措置に関する指示
JMLSGは、文書化されたポリシーに加えて、従業者への潜在的マネー・ローンダリングの検知およ

び処理に関するトレーニングの実施、強化された顧客管理の手続き（Enhanced Due Diligence：
EDD）の徹底、そしてマネー・ローンダリング担当者の責任に関する周知が必要だと述べました。

銀行以外の金融機関

クレジット・カード業界

クレジット・カード業界には以下が含まれます。
■ ブランド・ホルダー：アメリカン・エクスプレス（American Express）や、マスターカー

ド（MasterCard）、ビザ（VISA）等、クレジット・カード発行会社にメンバーとしてのラ
イセンスを与え、ブランド名が入ったカードの発行を許可したり、商店にカードの取り扱い
許可を与えたりする

■ 発行会社（イシュアー：Issuing Bank）：新規顧客の勧誘やクレジット・カードの発行を行う。
■ 事務処理会社（アクワイアラー：Acquiring Bank）：クレジット・カード加盟店の取引を処

理する。
■ サードパーティ・プロセッサー：イシュアーやアクワイアラーと契約して、取引処理やそ

の他のクレジット・カードに関するサービスを提供する。
　クレジット・カード業界では、通常、現金による支払を制限しているため、クレジット・

カード口座がプレイスメント（マネー・ローンダリングの第1段階）で使われることはあま
りありません。むしろ、レイヤリングやインテグレイションで使われる傾向にあります。

例
　　マネー・ローンダラーのジョッシュは、すでに銀行システムに入金した不正な資金を

使って、クレジット・カード利用額を前払いします。前払いをすることでジョッシュのク
レジット・カードの信用枠が戻ります。その後、ジョッシュは、クレジット・カード利用
額の前払いをキャンセルし、返金を依頼します。これにより、彼は不正な資金源を一層曖
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昧にすることができました。これがレイヤリングに当たります。そして、ジョッシュは、
すでに銀行システムに入金した不正な資金を使って、クレジット・カードで購入した新し
いキッチンの支払いを行います。これにより、ジョッシュは、不正な資金のインテグレイ
ションを行いました。

銀行が、クレジット・カード口座決済のための小切手払いを受け付けると、その資金源や、その資金
がどのように銀行システムへ入金されたのかを見つけ出すのは困難です。マネー・ローンダラーは、金
融機関へ資金を入金できれば、そこからクレジット・カードを簡単に入手することができます。マネー・
ローンダラーは、不正な資金をオフショア銀行に入金し、クレジット・カードやデビット・カードを使っ
て、世界中からその資金があるオフショア口座へアクセスすることもできます。もしくは、ある法域（司法
権の異なる国や地域）から、規制監督の緩いオフショアにある法域へ現金を密輸し、その現金をオフ
ショア銀行へ入金し、再び、クレジット・カードやデビット・カードで、その不正資金へアクセスするこ
とができます。

米国会計検査院（US Government Accountability Office：GAO）は、 「クレジット・カードによ
るマネー・ローンダリングの範囲は未知数である」（Extent of Money Laundering through Credit 
Cards Is Unknown）というタイトルの2002年の報告書で、クレジット・カードを使ったマネー・ロー
ンダリングの仮説シナリオを提示しました。例えば、“マネー・ローンダラー ”は、不正な活動の‘フロント’
として、米国に合法なビジネスを立ち上げます。彼らは、米系銀行に銀行口座を開設し、その‘フロント
企業’の名義で、クレジット・カードやATMカードを入手します。不正な活動から得られた資金は、米
国の銀行口座に入金されます。その一方で、その米系銀行の支店のある別の国で、クレジット・カード
やATMカードを使って、米国の銀行口座から引き出しを行います。銀行口座には、共犯者の1人が米
国から資金を預け入れ、クレジット・カードのローンを支払うために使ったり、もしくはクレジット・カー
ド利用額の前払いさえ行います。銀行のオンライン・サービスが、預金口座とクレジット・カード口座
間の資金の移動を可能にしています。

送金サービス業者と通貨両替商

送金サービス業者は、顧客のために資金を送金します。彼らは顧客から現金を受けとり、手数料を
対価として、顧客から預かった金銭を指定された受取人に送金します。このような業種は、正当で合法
な金融サービスを提供しています。

送金サービス業界は、多くの民族グループで頻繁に利用されます。海外送金にかかる手数料が銀行
よりも低く、営業時間が柔軟なためです。特に、世界の中でも発展が遅れている地域では、適切な銀
行サービスが存在しないため、こういった地域への資金送金に多く利用されます。

FATFのマネー・ローンダリング犯罪類型報告書1996-1997年によると、送金サービス業者は様々
な種類の方法で活動していますが、一般的には、受領した現金を、銀行システムを通じて、海外の法
域（司法権の異なる国や地域）に所在する関連会社の口座に送金して最終的な受取人へ渡す業種で
す。

送金サービス業者の活動は、下記のように分類されます。
■ 単独のネットワークを持つ資金送金会社（ウエスタン・ユニオン：Western Union やマ
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ネー・グラム：Money Gram 等）
■ 秘密銀行（地下銀行）と関連がある送金システム（テロ資金供与のセクションで詳しく扱

います）
■ 外国銀行のコレクション口座を介した送金（移民労働者の稼ぎを、外国銀行の子会社や、

支店、もしくは駐在員事務所等に開設された口座から母国へ送金する）
■ 国際マネー・オーダー（International Money Order）

銀行同様、送金サービスもマネー・ローンダリングに広く利用されてきました。
洗浄リスクは、民族グループが利用する資金移動のネットワークに限られません。つまり、郵便サー

ビス等の公のネットワークにも同様のリスクが存在します。マネー・ローンダリングのFATF犯罪類型報
告書1997-1998年によると、北欧のある国の当局は、旧ユーゴスラビア諸国宛ての国際マネー・オー
ダー（International Money Order）が急激に増加していることに気づいています。FATF加盟国では、
多額の現金や、時には麻薬の小包を匿名で送る場合に、郵便が使用されています。

しかしながら、この業界は、一律にマネー・ローンダリングの“リスクが高い”とする、昔ながらの通
念と闘っています。 これは誤った考えです。この業界に関する最大の誤認は、規制が緩いという認識で
す。実際には、同様のサービスを提供する銀行に劣らない程、規制が厳しく、多くの場合、厳重なコン
プライアンス・プログラムが整備されています。

送金サービス業者や通貨両替商が利用する別の手口は、ブローカーのために、送金先の国で犯罪
組織が現地通貨の資金を使えるようにすることです。ローンダラーおよびブローカーは、次に、ドル建て
の犯罪収益を、輸出商品の合法的な購入を検討している、海外のビジネスマンに売りつけます。このよ
うな、コルレス形式の活動は、“地下送金サービス”の側面と類似しています。詳しくは、テロ資金供与
のセクションに記載しています。

犯罪活動からの現金収益は、通貨両替商を経由することもあります。ここに、通貨両替商における疑
わしい取引に関するFATFのマネー・ローンダリング犯罪類型報告書1997-1998年からの抜粋例を挙げ
ます。

例
　ド イ ツ 国 境 付 近 に あ る 小 さ な

町 で、 何 年 も の 間、 両 替 所
（Bureau de Change：‘カ ウ ン
ター（Counter）’）が営まれてい
ました。ある日、両替所に規制が
かかることになり、マネー・ロー
ンダリング防止義務の対象となり
ました。その両替所（Counter）
には、額の大きい紙幣が手元に残ることが多かったため、両替所の経営者であるピーター
は、最寄りの銀行で、それらの紙幣を、小さい額の紙幣に交換していました。マネー・

送金サービス業者や通貨両替商が
利用する別の手口は、ブロー

カーのために、送金先の国で犯罪組織
が現地通貨の資金を使えるようにする
ことです。
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ローンダリング法規制の施行前は、両替所（Counter）の代理人だった人物が、定期的に
50,000米ドルを超える額を交換していました。しかし、法規制の施行直後から、取引の
規模が15,000 〜 30,000米ドルに減額されたのです。銀行の支店で働く従業者は、経済的
根拠に欠けるその交換を疑わしく思い、それらの取引を報告しました。

　ピーターには、ソフトドラッグ（中毒性の低い麻薬）の売買取引関与の前科があったた
め、両替所（Counter）の経営権を、前科の無いアンドレ（Andre）に譲りました。アン
ドレは、両替所（Counter）を、両替所として中央銀行に登録したところ、臨時で許可
を受けました。資金情報機関は、様々な警察の記録を調べていますが、この両替所が警
察の監視下にあったことに気付きました。疑わしい取引について、捜査班へ伝えられる
と、両替所（Counter）がある町に、捜査班が送り出され、直ちに捜査が開始されまし
た。数ヵ月後、捜査班は、アンドレを逮捕し、家宅捜査を行い、高額品や250,000米ド
ルを超える現金を差押えました。両替所（Counter）の記録を見ると、多くの取引が、
正式な帳簿や記録に含まれていないことが判明しました。例えば、13カ月におよび、両
替所（Counter）が、外国銀行で5,000万米ドルを超える額を両替したにもかかわらず、
その一連の為替取引を、正式な帳簿や記録に残していませんでした。捜査の結果、両替
所（Counter）とその経営者が、麻薬密売者と共謀して、両替所を使って麻薬収益を洗浄
し、それがほとんどの取引高を占めていたことがわかりました。

　この事例の教訓は、銀行や大手の合法的な両替所が、小さい両替所を相手に為替取引を行
う際、注意を払う必要があるということです。

ユーロの導入により、11の欧州連合（European Union：EU）の通貨であったドイツマルクや、オ
ランダギルダー、フランスフラン等が廃止され、マネー・ローンダリングにおけるユーロ圏の通貨両替商
（もしくは、Bureaux de Changeや,Casas de Cambioと呼ばれます）における資金洗浄に関する役
割は縮小しました。

保険会社

FATFは、犯罪類型報告書2002-2003年
のなかで、マネー・ローンダリングに対する
保険業界の脆弱性を示した事例を扱ってい
ます。その中でも、特に、生命保険証券の
投資的な局面に注目しています。マネー・
ローンダリングに対する保険業界の脆弱性
は、様々な面において、証券業界と類似し
ています。例えば、一部の法域（司法権
の異なる国や地域）では、生命保険証券は証券に似た投資手段として扱われています。別の類似点と
しては、マネー・ローンダリング対策の導入において、しばしば保険ブローカーへのしばりが弱い点で
す。証券業界については、次項で詳細に扱っています。

保険業界において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に関する最大のリスクは、生命保険

保険業界において、マネー・ロー
ンダリングおよびテロ資金供与

にかかわる極めて重大なリスクは、生
命保険商品と年金保険商品に見受けら
れます。
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商品と年金保険商品に見受けられます。年金保険は、現金の前金支払と交換に、一連の定額を将来
のある時点で提供する投資商品です。通常、ある特定の日から、毎月資金が支払われるので、犯罪者
は不正な資金を、年金保険契約によって、即時もしくは繰り延べの収入源に換えることができます。マ
ネー・ローンダリングの兆候の1つとして、保険契約を検討している人が、契約のメリットよりも、契約
の解約に関する条件について、強く興味を示す場合があります。

生命保険および年金保険と比較すると、損害保険、災害保険、権原保険、医療保険に関しては、
通常、投資的な機能や貯蓄の機能、もしくは資金移動や隠匿の手段はありません。

一方、最近確認されている比較的複雑な事例によると、流動性が低く、比較的処理に時間のかかる
一時払い保険契約は長期間のローンダリングを許容しており、ある程度の安全度を犯罪者に提供してい
るようです。

保険業界における脆弱性を挙げます。
■ 仲介者に対する監督や統制の欠如：保険ブローカーは、保険契約に関して、かなりの決定

権を握っており、制約を受けません。多くの場合、ブローカーは、顧客が電話1本で契約を
取り消すことを可能とするため、顧客から事前のサイン済み支払指示書を保管しています。
ブローカーは、自身の口座から顧客の保険料を支払うこともあり、顧客から現金で払い戻し
を受けることになります。

■ トレーニングの欠如：保険ブローカーは、マネー・ローンダリング対策関連のトレーニン
グを受けていない、もしくはほとんど受けていないに等しい場合が多いため、現金資金を
様々な金融機関へ預け入れするために利用される恐れがあります。多くの保険会社は、親族
でない第三者による保険商品の支払いや、連番の小切手もしくはマネー・オーダー（Money 
Order）による支払い等、マネー・ローンダリングの兆候を見逃すことがあります。

■ 売上第一：ブローカーの関心は、保険商品を売ることです。そのため、マネー・ローンダ
リングの兆候である、事前のサイン済みの書類や、財産に関する説明の不足、もしくは不自
然な保険料の支払方法等を見逃すことが多くあります。

■ 知識の欠如：保険会社は、顧客や資金源に関する知識の欠如に加えて、代理店が雇用する
サブブローカー達の複雑な階層について、把握していないことが多々あります。

保険業界を通じたマネー・ローンダリングの手口の例です。
■ 一部の保険契約は、投資信託（ユニット・トラスト：Unit Trust、もしくはミューチュア

ル・ファンド：Mutual Fund）と似た方法で運用します。顧客は資金を追加したり、違約
金を支払って満期前に資金を払い出すことができます。これらの保険契約を利用して、顧客
は、保険契約に過剰な資金を払うことで、早期解約の違約金を払っても、投資資金を契約か
ら移動することができます。 そうした投資資金が保険会社から払い戻されると（例えば、
小切手で）、ローンダラーは資金と犯罪の関連性を曖昧にすることができます。

■ 一時払い保険証券の購入および償還は、主要な資金洗浄手段です。証券は、保険会社から
購入でき、満期前にディスカウントで償還することができます。その場合には、証券の残高
が、“消毒された（Sanitized）”小切手として、保険会社からローンダラーに支払われます。
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■ 早期償還：マネー・ローンダリングの兆候の1つとして、保険契約を検討している人が、契
約のメリットよりも、契約の取消に関する条件について、強く興味を示す場合があります。
この場合、ローンダラーは、不正な資金で契約を購入して、その後、気が変わり契約が必要
でなくなったと契約会社へ伝えます。マネー・ローンダラーは、違約金を支払い、契約を償
還して、立派な保険会社からのきれいな小切手を受け取ります。

実例
　　1990年代に行われた長期の麻薬密輸調査で、マイアミに拠点を置く米国の移民税関捜査

局（U.S. Immigration and Customs Enforcement：ICE）は、コロンビアの麻薬カルテル
が、欧州、米国、そしてオフショアの法域（司法権の異なる国や地域）で購入した生命保険
を通じて、多額の資金を洗浄していたことが分かりました。この情報に基づき、移民税関捜
査局は2000年に、オペレーション・キャップストーン（Operation Capstone）を立ち上げ
ました。捜査の結果、コロンビアのカルテルが、少数の保険ブローカーを通して、投資適格
生命保険契約（Investment-Grade Life Insurance Policy）を、カルテルの仲間を受益者と
して購入していたことが判明しました。カルテルは、第三者を通じて、世界中から電信送金
や小切手で麻薬収益を送り、保険契約を済ませていました。捜査によると、カルテルは、早
期換金にかかる違約金が存在するにもかかわらず、契約購入後間もなく、契約を換金してい
たことが分かりました。カルテルが指定した受益者が、保険会社から小切手や電信送金を受
け取ることで、保険資金および投資資金に見せかけの合法性を与えることになります。そし
て、カルテルは実際上、その“きれいな”資金を、何の問題もなく使用することができます。
捜査員は、カルテルがこの方法により、250を超える生命保険契約を購入し、約8,000万ド
ルの麻薬収益を洗浄していた事実を確認しました。移民税関捜査局は2002年12月に、米
国、マン島、英国、コロンビア、そしてパナマでの共同捜査により、約3,000万ドルを押収
し、9人を逮捕し、さらに5人を告訴したことを発表しました。

企業がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクを評価する時には、顧客に対して以下を
許可しているかどうかを考慮する必要があります。

■ 現金もしくは現金同等物による保険商品の購入
■ 一時払いもしくは一括払いによる保険商品の購入
■ 保険の商品価値を担保とする借入
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証券会社

1992年以来、FATFは、証券業界におけるマネー・ローンダリング対策を要請してきました。特に、
1992年11月に、モントリオールに拠点を置く証券監督者国際機構（International Organization of 
Securities Commissions：IOSCO）と共同で作成した報告書の中で、証券業界に対する要請が強
く示されました。IOSCO とは世界各国の証券市場の監督当局によって構成されている国際機構です。
IOSCO はその他の金融セクター（部門）によるマネー・ローンダリング対策の強化を認識し、“証券お
よび先物市場がマネー・ローンダラーにとって、他の業界より魅力的な代替手段とされないようにするこ
と”が大事であると述べました。証券の世界はコンピューターの動きや紙で取引される業界であり、ほと
んど通貨を伴う取引が無いため、資金洗浄への対応が困難になります。証券業界がマネー・ローンダ
リングで利用されるのは、ローンダラーが現金を他の手段で処理した後になるためです。

証券業界におけるマネー・ローンダリングのリスクを高める要因を挙げます。
■ 国際性
■ 通常、コンピューターのマウスをクリックするなどの取引のペースの速さ
■ 元本を大きく損なわない、容易な換金
■ 日常的に使用される、複数の法域（司法権の異なる国や地域）を介した電信送金

①ICEのおとり捜査により
現金150,000ドルが入手さ
れ、コロンビア人ブロー
カーにより、保険契約
（A）へ電信送金される 

②100,000ドルに換えられ
た麻薬収益がイギリス当局
によって入手され（マ
ネー・ローンダリングおと
り捜査）、イギリス・マン
島にある保険契約（A）に
送金される  

保険契約（A） 
 

③保険ブローカーの手数料口座から
150,000ドルの電信送金が保険契約
（A）に送られる 
 

⑤保険契約（A）から500,000
ドルが一部解約され、小切手で
麻薬密売人のシェル・カンパ
ニーへ送られる 

④第三者の取引からメキシコの両替
所（Casa de Cambio）を通して、
麻薬収益が保険契約（A）に3回に
わたって電信送金される。
01//01/02 100,000ドル
02/01/02 100,000ドル
03/01/02 100,000ドル
 

コロンビアコロンビア

メキシコメキシコ

フロリダフロリダ

ニューヨークニューヨーク

マン島マン島

ロンドンロンドン11
22

33

44

55

米国国土安全保障省
保険契約を使ったマネー・ローンダリングの例

出典：米国国土安全保障省(U.S.Department of Homeland Security)
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■ プライベート・バンキングの様に、顧客の資金源を無視する動機が十分にある競争の激
しい手数料第一の環境

■ 受取人名義もしくは受託者で登録され、真の受益者の身元が明らかにされ難い証券会社
口座

不正な資金が証券業界を通して洗浄される場合、犯罪の要因は証券業界の内部および外部どちらに
も存在する可能性があります。証券業界の外部に犯罪の資金源がある場合、資金源の隠蔽もしくは曖
昧にすることを目的として、証券取引あるいは合法的な会社の設立が利用される可能性があります（レ
イヤリング）。犯罪活動が証券市場そのものに存在する場合、例えば、着服や、インサイダー取引、証
券詐欺、相場操縦等の不正資金を生みだす取引や操作は、その後洗浄されることになります。どちらの
場合にも、証券業界を通じて資金が洗浄されると、マネー・ローンダラーに、不正な資金の洗浄に加
えて、関連証券詐欺からの追加的な利益を得るという、二重の恩恵を提供する余地があります。

証券業界の顧客口座のうち、取引を目的とせず、資金保管の目的だけで使用されている口座に、マ
ネー・ローンダリングが生じる恐れがあります。この口座により、ローンダラーは、より厳しい管理を受
ける銀行ルートを避けられます。その他のマネー・ローンダリングの兆候としては、“仮装取引（Wash 
Trading）”や相殺取引があります。これらの取引は、ある特定の証券の売りと買いの同時取引を含んで
おり、一見取引を行っているように見せかけます。その複数の口座を通じてポジションの損益を相殺する
仮装取引や、共通の管理下にあるとは見えない口座間での資金移動も、マネー・ローンダリングの兆候
とされます。

例
　　ジョッシュは、麻薬密売の収益を元手に、証券会社2社にそれぞれ口座を開設しま

す。1つの口座には、ユーロダラーの先物契約の買い持ちポジション（Long Position）
を取り、もう1つの口座には、ユーロダラーの先物契約の売り持ちポジション（Short 
Position）を取ります。市場の動きに関係なく互いの損益は相殺されます、そして利益を
生んだ場合は、評判のよい証券会社からの小切手を受け取ります。

リテール証券会社は、業界におけるマネー・ローンダリング対策の防御の最前線であり、最も脆弱
なアクセス・ポイントとなります。彼らは、顧客基盤や管理資産の拡大目標に対する経営上のプレッ
シャーに常時直面しています。1口座あたりの資産の増加により手数料の源泉が潤うことが、証券会社
の報酬となります。この業界は積極果敢な野心家たちを引き寄せます。経験豊富なローンダラーは、理
想的には、経験の浅い証券外務員を引き込んで、手数料収入を期待させながら、一連の取引を画策し
ます。
 しかし、証券会社の経営やコンプライアンス担当者は、経験の浅い証券外務員を慎重に監視します。
一方で、経験が豊富な証券外務員は経済的に余裕があるため、疑わしい顧客を受け入れる可能性
が低くなります。それでも、ローンダラーは、利益を生むならどんな手段でも利用します。2003年のマ
ネー・ローンダリング・アラート（Money Laundering Alert）で掲載されたウォルター・マックキャロ
ン氏（Walter MacCarron）の記事から引用した、最近の事例を考えてみましょう。それは、カリフォ
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ルニアのスターリング・フィナンシャル・インベストメント・グループ（Sterling Financial Investment 
Group）の証券外務員による、北カリフォルニア事務所での地域向け仲介業務に関連した事件でした。

実例
　　自己資金のみならず、知人の資金をも含む多額のポートフォリオを管理していたある個人

資産家が、証券会社の紹介を受けました。この資産家は自分が持つ高度な知識を誇示し、
熟練した担当者を要求しました。米国外国資産管理局（U.S. Treasury’s Office of Foreign 
Assets Control：OFAC）やその他の外部の情報から、この資産家はテロや薬物への関連性
がない顧客であると確認できたことから、25年の経験を持つ担当者がこの資産家の担当と
なり、テクノロジー関連の低位株を取引するための口座を開設しました。しかし、経営陣は
様々なレッド・フラッグを無視していました。この資産家は、ブリティッシュ・コロンビア
州のバンクーバーに居住していたにもかかわらず、ケイマン諸島の銀行を通じた決済を希望
しました。このような場合、通常、取引の決済時に万が一問題が浮上した場合に備え、顧客
には口座に十分な残高を残してもらう必要があります。取引の決済は、通常、取引の3営業
日後に行われ、購入した株式の支払いや、売り払った株式の受渡しが行われるからです。一
部の投資家においては、銀行への株式引渡し時に、銀行が購入代金を支払うDVP決済によ
る取引処理を求めます。この担当者は、DVP決済を受け入れました。担当者のこの判断は、
ケイマン諸島が銀行口座の資金源を隠蔽する目的で多く利用される事実を考慮すると、必ず
しも適切な判断であったとはいえませんでした。

　　一連の口座が開設され、マネー・ローンダラーの計画の第2工程が完了しました。証券会
社の経営陣の関心は、新規顧客および新規ビジネスの開拓に移っていました。ローンダラー
が犯罪を開始する時が来ました。最初の取引は、テクノロジー関連の店頭株400,000株の購
入で、1株あたり0.5ドルが支払われました。その後、これらの株はケイマン諸島の銀行へ
引き渡され、支払われました。すべてうまくいきました。また、手数料は通常より高めに支
払われました。偽装の種は蒔かれました。1週間後、担当者に勧誘してもいない別の注文が
届きました。それは、前回と同じ銘柄の株式をさらに800,000株購入したいというものでし
た。価格は、依然として、1株あたり0.5ドルでした。この株式の浮動株は少数しかなく、つ
まり、取引できる株式数が少ないため、今回のような大口取引は、株価に影響を与えること
が予想されました。事実、取引の結果、株価が上昇し、その日の終値は1株あたり0.92ドル
になりました。担当者は興奮し、顧客も大満足でした。しかし、決済日当日、顧客である資
産家は株式への支払を行わず、下手な弁解で担当者を説得し、支払を後日行うとの約束をし
ました。そんな中、株価が低下し始めました。支払延長期間の上限である合計7日間が使い
果たされたとき、株価は1株あたり0.5ドルまで低下していました。コンプライアンス担当者
は、1週間前に購入された400,000株は、おそらく証券会社が800,000株を購入したと同時
に売り払われたものと推測しました。その結果、これらの大口取引により株価が上昇したた
め、マネー・ローンダラーは、160,000ドルもの利益をこの取引から生み出したことになり、
これだけでも不法行為です。一方、証券会社は、連邦準備銀行（FRB）のマージン規制は、
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支払延長の期限が切れた際、株式を清算して市場に戻すことを義務付けています。今回の
ように、取引できる株式が少ない場合、800,000株もの大口の売却は株価の暴落を引き起こ
すため、証券会社は、それによる損失が350,000ドルにのぼると見積もりました。こうした
場合、証券会社にはほとんど選択肢がありません。つまり、取引を担当した従業者に対して
損害賠償を求めることができる等の選択肢しかありません。通常、経営陣は、対外的に面目
を失うことを恐れ、当局検査の対象になることを避けるため、問題をひた隠す傾向がありま
す。しかし、今回の事件の場合、証券会社は、何を回収できるかを見極めるために、FBIの
援助を要請しました。このような“株価操作”（ローンダラーの間では、ポジションに入って
すぐ出ることから、“冷水シャワー（コールド・シャワー：Cold Shower）”と呼ばれる）の
仕組みは、証券業界でよく使われる手口であり、余分なコストや資金の無駄を生みだす等の
被害を与えています。

非金融業者および職業専門家

カジノやその他の賭博関連ビジネス

カジノは、最も現金収入が見込めるビジネスの1つです。ハイ・ローラー（多額の金を賭けるプレイ
ヤー）、巨額の賭け金、信用供与、“コンプ”（特別優遇サービス）等の様々な要素が混ぜ合わさり、
多額の現金がカジノからプレイヤーに、そして、プレイヤーからカジノに流れています。その額は、賭博
が法律上認められている場所で、数十億ドルに及びます。

カジノおよびノミ屋、宝くじや競馬等のその他の賭博関連ビジネスは、マネー・ローンダリングと強い
関連性を持ち続けていますが、それは、賭博関係ビジネスが、非合法的に築き上げた富に便利な口実
を与えてくれるからです。カジノが提供するサービスは、そのカジノが存在する法域（司法権の異なる国
や地域）によって、また、その法域におけるマネー・ローンダリング対策によって異なります。

一般に、カジノを通したマネー・ローンダリングは、例えば、洗浄する資金を現金から小切手に交換
すること等、プレイスメントの段階で行われます。マネー・ローンダラーは、犯罪で稼いだ現金でチッ
プを買い、カジノ宛てに振り出された小切手による払い戻しを要求します。より好まれる手法として、同
じ系列のカジノがある外国に行くので、そこで自分の賭け金を使えるようにしてほしいと頼み、他の法域
（司法権の異なる国や地域）の小切手で賭け金を持ち出す手口があります。

FATFが発表した1997年-1998年の犯罪類型報告書では、マネー・ローンダラーによる賭博関連ビ
ジネスや宝くじの利用も、ますます増加していることが示されています。ロト、競馬、カジノ等の賭博場
が発行する小切手を使用し、同一人物により複数の金融取引が行われた例が挙げられています。この
分野では、合法的な所有者から勝ち券をシステマティックに買い戻すことができる仕組みが確立していま
す。競馬や賭博に関連したマネー・ローンダリングの手段として、洗浄する資金を実際に賭ける際、賭
博場から発行された、証明性の高い勝ち券に相当する小切手を用いることにより、最終的に賭け金のほ
ぼ全額を回収できるような方法があります。この手口は、確かに一度賭けが行われ、また、確かにその
人物がその賭けに勝ったという証明を捜査当局に突きつけることになるため、捜査当局は、それ以上捜
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査を進め、賭け金の出所を調べ上げるには相当な苦労を強いられることになります。そのため、前述の
手口と比べて、完全性の高い手口であるといえます。

実例
　　1988年10月20日、米国のオレゴン州ポートランド出身の、常習的な高額ギャンブラーの

ウォルデマー・ラゾルフ（Waldemar Ratzlaf）は、ネバダ州レノにあるハイ・シエラ・カ
ジノ（High Sierra Casino）で、ブラックジャックをし、$160,000を失いました。彼は、
損失額の支払いに1週間の猶予を得る信用枠を使用して賭けを行っていました。7日後、ラ
ゾルフは、借金返済のために$160,000の現金を持って、カジノに再びやってきました。彼
はカジノ側に、現金での取引を政府に報告しないようと頼みましたが、断られました。カジ
ノの副社長は、オレゴンにある自分の取引銀行に行き、銀行小切手購入の手配をすれば、何
も問題はないとラゾルフに言い、ラゾルフはそれを喜んで聞き入れました。カジノは、ラゾ
ルフのためにリムジンと運転手を手配しました。次の日、カジノの従業員に付き添われて、
ラゾルフと彼の妻はネバダ州とその隣のカリフォルニアにある銀行に行き、$10,000以下の
小切手をいくつか購入しました。彼らは、何人かの友人にも現金を渡し、同じように小切手
を購入するように依頼しました。このようにして、ラゾルフ夫妻はカジノの借金を返済する
ことができました。その後、国税局の調査が入りました。ラゾルフ夫妻は、国税局捜査官の
質問に対し、現金は賭けに勝って儲けたものであること、ハイ・シエラ・カジノが通貨取引
報告書の申告を回避するために、彼に少ない額の銀行小切手を購入させて、“借金の返済”に
充てさせたことを話しました。1990年11月に、ラゾルフと彼に付き添ったカジノの従業員
は、他の訴因に加えて、通貨取引報告書の申告を回避する目的で現金取引をストラクチャリ
ングしたとして、大陪審によって起訴されました。

高額品取り扱い業者（貴金属、宝石、美術品等）

マネー・ローンダリングに関するEU指令は、金、ダイヤモンド、その他の高価な品物の取引を、マ
ネー・ローンダリング対策のモニタリング・システムに含めるための共通の枠組みを提供しています。
しかし、米国を含む他の法域（司法権の異なる国や地域）では、依然として、これらの業界は、マ
ネー・ローンダリング対策の規制がなされていません。

金は、マネー・ローンダラーにとって魅力的です。比較的小さなものであることから輸送が容易な
上、それ自体に本質的な高い価値があるためです。世界中のほとんどの地域で簡単に売買でき、現金
に換えることも可能です。溶かせば様々な形になるので、売買の際は宝石よりも金の方が好まれます。
金塊や宝石の一部等、どのような形であっても金の価値は下がらないため、財産の移動を容易にする
方法としてよく利用されます。地域によっては、金は文化的、宗教的に重大な意味を持つため、需要が
一層高められています。

FATFが発表した2002年-2003年の犯罪類型報告書によると、マネー・ローンダラーにとっての金の
利点は、本質的に高い価値があること、兌換性、移動時の匿名性にあると記されています。金は、（金
の密輸や違法取引による）洗浄が必要な不正な資金源としても、（不法な資金による金の即時購入によ
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る）洗浄手段としても利用されます。金が関係する多くのマネー・ローンダリングは、違法麻薬密売、
組織犯罪そして商品の違法な取引につながっています。金自体が、洗浄が必要な犯罪の“収益”である
可能性があります。FATFは以下の例を挙げています。

例
　　ある資産管理会社が、アフリカでの金の購入に積極的な2人が有する銀行ポートフォリ

オの管理を担当していました。購入されたアフリカの金は、F国の金加工会社に売られ、
その後、代金が売り手の口座に振り込まれました。これらの口座からは、欧州の別の国に
ある口座に、資金の引き落としが定期的に行われていました。その資金の使用を確認する
ため、資産管理会社は、顧客に金の代金支払に使われた経路の説明を求めました。その情
報によって、F国にいるサプライヤーへの支払いの責任を担っている欧州在住の仲介者を
突き止めました。問題とされた個人は、アフリカにある腐敗した政権と強い結びつきがあ
りました。この情報を基に、資産管理会社はFIUにその事件について報告し、口座を封鎖
しました。外国の当局と情報を交換した結果、この違法取引は、現在他国で捜査中の、同
一人物による兵器密売と関連があると判明しました。その後、この事件は、違法な行為を
阻止すべく外国当局と協力を行っている検事局に移管されました。

　　FATFは、資金の洗浄活動を隠すために、金や貴金属の販売や購入を利用する、もう1
つのより複雑な犯罪類型を紹介しています。それは、ある特定のスキームにおける一部の
取引が、虚偽の請求書によって作り上げられ、実際はそれらの取引は全く発生していない
というものです。虚偽の書類は、その後、商品の出荷の支払いに伴う資金の移動を正当化
するために使用されます。虚偽の請求書は、金の密売と関係する、様々な付加価値税の詐
欺スキームにも共通して見られます。

以下の取引もマネー・ローンダリングの影響を受けやすいため、さらなる注意を要します。
■所有者以外の個人への支払いや返金：　ある人物が、貴金属を精錬するために持参し、そ

の所有権および販売権を主張するとしても、支払いが他の人物に対して直接行われる場
合、その取引は疑わしいものとなります。“貴金属ディーラー ”は、精錬されていない金
から精錬した金への交換、もしくは国際金融システムにおける通貨への交換等、財産をあ
る形から別の形へ換えるだけでなく、ある人物から別の人物へ移動する際にも利用されて
います。

■貴金属プール口座：　これらは、少数の、主要先端貴金属企業によって管理され、世界規
模で展開されています。口座は、顧客の貴金属預金の受取や保有に加え、顧客による貴金
属の返却や、売却、代金の支払い、他の人物への貴金属の譲渡にも使われます。ある国で
精錬を行う顧客が、精錬前の金の切り屑を送るとともに、精錬業者のプール口座システム
に金預金を開設することで、その預金を基に、金を精錬業者から他の人物へ譲渡すること
が可能になります。
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実例
　　2003年6月5日、移民税関捜査（U.S. Immigration and Customs Enforcement：ICE）の

捜査官は、マンハッタンのダイヤモンド区域に位置する7つの宝石店で、国際的なマネー・
ローンダリングの計画に関与した容疑で11人を逮捕しました。捜査官は、ダイヤモンドと
金の購入、密輸そして転売を通じて、コロンビアの麻薬カルテルがマネー・ローンダリング
に関与しているとの情報を受け取りました。カルテルは、麻薬の売上金を使ってニューヨー
クで貴金属を購入し、それらをコロンビアに密輸し、精錬業者に転売し、密売者が何の危険
もなく使える“きれいな”ペソを手に入れるよう、米国にいる従業員に対して指示していまし
た。この情報を基に、1999年、ICEの捜査官はマネー・ローンダリングへの関与の疑いの
あるニューヨークにある複数の宝石店で捜査を開始しました。訴状によると、宝石店は麻薬
ディーラーを装った覆面捜査官によって、話を持ちかけられました。捜査官は、“きれいな”
現金を入手するために、貴金属をコロンビアに密輸し、精錬業者に転売したいので、不正な
資金で金とダイヤモンドを購入したいと、宝石店に言いました。訴状によると、宝石店は、
約百万ドルの麻薬資金を覆面捜査官から快く引き受けました。それだけではなく、コロンビ
アへの密輸を手助けするため、ベルトの留め金、ネジ、レンチ等の小さなものに金を埋め込
む作業を行うことも提案してくれました。

ダイヤモンドの違法取引は、世界の特定の地域で起きている武力紛争の重要な要素となっており、テ
ロ活動の資金獲得のために、テロリスト・グループがそれらの地域から産出されるダイヤモンドを利用し
ている可能性があります。

米国行政監査局（U.S. Government Accountability Office：GAO）の2003年の報告によると、
ダイヤモンドやその他の宝石は、テロリストの資産獲得、移動、蓄積に理想的であることから、送金手
段として使われてきました。報告は、9・11事件の数ヵ月前に、アルカイダが西アフリカの反乱グループ
から、いわゆる紛争地ダイヤモンドを購入し、現在もダイヤモンド貿易に関与している可能性があるとの
専門家の報告を引用しています。しかし、2004年8月には、「9 ／ 11委員会の職員によるテロ資金供与
に関する論文」（the 9/11 Commission Staff Monograph on Terrorist Financing）で、アルカイ
ダが紛争地ダイヤモンドで利益を得たという説に、次のように反論しています。“アルカイダが紛争地ダイ
ヤモンドに確かに関わったという、説得力のある証拠は存在しない。”

ダイヤモンド業界の個人や組織は、複雑なダイヤモンド関連のマネー・ローンダリング事件に関わって
きました。金と同様、ダイヤモンドに関連した最も単純な犯罪類型は、不正な手段で得た資金で、ダイ
ヤモンドを直接購入することです。FATFは、この業界に関係する、より一般的なマネー・ローンダリン
グ活動には、小売りでの外国為替取引、カジノでの賭博用のチップの購入、偽造した、あるいは不正
な請求書、ダイヤモンド貿易会社の口座における合法な収益と不正な収益の混合、さらに、これらの口
座間の国際資金移動があると述べています。検知された陰謀の中には、違法なダイヤモンド密売による
収益の洗浄を隠蔽するために行われたものもありました。また、他の犯罪活動によって生み出された収
益の洗浄の偽装行為として、ダイヤモンド取引が利用されていたケースもありました。

数百万ドル単位の（取引が行われる）美術業界も、便利なマネー・ローンダリング手段として利用さ
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れます。この業界もまた、違法な資金を隠蔽しなければならない麻薬密売人やその他の犯罪人を避け
られずにいます。手段としては、匿名のエージェントが、オークション・ハウス で貴重な芸術作品に何
百万ドルもの金額で入札し、その後、電信送金で、オフショア・ヘイブンにある口座から、エージェン
トの代理人によってオークション・ハウスに支払います。これは、マネー・ローンダラーにとって理想的
な仕組みです。

実例
　　ゴヤ（Goya）や藤田の貴重な絵画を巻き込んだ麻薬関連のマネー・ローンダリング事件

は、芸術業界の影の側面を描いています。1998年に、ドリス・サラザー（Doris Salazar）
は、4人のコロンビア人麻薬密売人に接触し、自家用ジェットと外交上の地位を利用して、
コカインを世界中のどこにでも運ぶことができるサウジアラビアの王子、ナイェフ・ビン・
スルタン・ビン・フォウズ・アルシャーン（Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan）
を知っていると持ちかけました。アルシャーンは、コロンビア人に2.2トンのコカインをベ
ネズエラからフランスに安全に輸送することができると保証しました。計画は具体化し、
翌年、サラザーと4人のコロンビア人に加え、ホセ・クレメンテ（Jose Clemente）とイバ
ン・バネガス（Ivan Vanegas）の2人は、世界各地で打ち合わせを行い、計画をまとめ上げ
ました。1999年5月、コカインはフランスに運ばれました。ここで、美術品が計画に登場し
ます。そして、話は複雑になります。4人全員の被告が麻薬密売で起訴されましたが、サラ
ザーだけが逮捕されました。マネー・ローンダリングの共謀で起訴されたアルシャーン、
バネガス、クレメンテは、未だ捕まっていません（合衆国法典第18編第1956条（h））。こ
の時点で、彼らと事件のローンダリングの側面に関する情報は限られています。マスコミ
によると、クレメンテはローンダリングの共謀の一環として、2つの絵画を移動させるこ
とにより、売り手に返却しようとしました。マネー・ローンダリングに関する米国の法律
では、犯罪に関与した財産は没収の対象となっています。藤田の「若い女の胸像」（Buste 
de Jeune）とゴヤの「馬車を襲う盗賊」（Bandits Attacking a Coach）の肉筆画は、
ニューヨークの鑑定家によって調査され、結果はそれぞれ本物であり、百万ドルの価値が
あると結論付けられました。そして、両方とも差押えられました。米国麻薬取締局（Drug 
Enforcement Administration：DEA）は、これらの絵画をオークションで売り、代金を政
府に納めるよう要求するものと思われます。

　　知名度の高い美術品がマネー・ローンダリングに利用されたのは、これが最初ではありま
せん。2001年、ボストンの美術品販売業者のシャーリー・サック（Shirley Sack）とアー
ノルド・カッゼン（Arnold Katzen）は、麻薬販売人を装っていた覆面捜査官に、410万
ドルでモディリアーニ（Modigliani）とドガ（Degas）の2枚の絵画を販売しようとし、マ
ネー・ローンダリングの容疑で起訴されました。この2人は、外国で絵画をマネー・ローン
ダリングの計画の一部として転売できると捜査官に話しました。

　　もう1つの有名な事件は、オペレーション・ディネロ（Operation Dinero）と呼ばれた
1992年のDEAとIRSの共同捜査です。捜査班は、国際的な麻薬密売者の金融ネットワーク
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をターゲットとして、アンギラで銀行を運営していました。おとり捜査用の企業の幾つか
が、密売者用のマネー・ローンダリング・サービスの提供を目的としたトンネル企業とし
て、さまざまな法域（司法権の異なる国や地域）に設立されました。カリ・カルテル（Cali 
Cartel）のメンバーが、餌に引っ掛かり、その“銀行”にピカソ（Picasso）、ルーベンス
（Rubens）そしてレイノルド（Reynolds）の3つの傑作を売却しようとしました。それら
の作品は、合計1,500万ドルの価値がありました。その3点の作品は、その後、米国によっ
て差押えられました。

美術品や古美術品の販売者および競売人は、マネー・ローンダリングのリスクを軽減するために以下
の点に注意する必要があります。

■すべての美術品販売者に対し、氏名と住所を提供するよう要求する。その美術品が盗ま
れたものではなく、販売者にはその品を売る権利がある旨を記載した書類に署名と日付
を求める。

■新しい販売者および顧客の身元と住所を確かめる。販売者の希望価格が市場価格と一致
しない品物に注意する。

■盗品である可能性が疑われる場合は、紛失美術品の世界最大の民間データベースである
アート・ロス・レジスター （www.artloss.com）に直ちに連絡を取る。データベースに
は、法執行機関、保険会社や個人によって報告された100,000点以上の盗難美術品が登
録されている。

■顧客が現金での支払いを希望した場合、批判的な目で状況を検討する。説得力があり、
尊重すべき理由がない限り、現金による支払いの受け入れを避ける。

■マネー・ローンダリングに対する規制に注意を払う。
■従業員が疑わしい活動を報告できる先として、役席者を任命する。

旅行代理店

マネー・ローンダラーは、フロント企業を使って、不正な資金を合法な資金と混ぜ合わせ、合法に
見せかけることができます。例えば、休暇の手配に見せかけて、ドミニカ共和国に資金を送る旅行業者
は、犯罪活動資金を上乗せして送金しているかもしれません。

実例
　　エクアドルの有名な山から名付けられたオペレーション・シンボラゾ（Operation 

Chimborazo）は、麻薬収益を洗浄している疑いのある事業者を発見することを目的に、
1990年代半ばから大規模な国際捜査として行われました。作戦は、カリ・カルテルの主要
なローンダラーとされるヒューゴ・チャベス・ガンボア（Hugo Cuevas Gamboa）のマ
ネー・ローンダリング組織をターゲットにしていました。1994年に、法執行機関のチーム
は、旅行代理店を含む複数の事業者を南米各国で厳しく取り締まりました。当局は、対象
国の1つであるアルゼンチンで捜査を行った際、22カ国からの麻薬収益のうち、週あたり5
千万ドルを洗浄していた組織の一部であった旅行代理店の経営者を逮捕しました。
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旅行代理店で行われる可能性があるマネー・ローンダリングの手口には、以下のようなものがあります。
■他の人物のために高い航空券を購入し、後にその人物が払い戻しを要求する。
■記録保持の義務を避けるため、特に、外国からの送金および不自然に多額の送金を行う際

に、電信送金を少額に分けてストラクチャリングする 。
■旅行者グループをある国へ向かわせ、外国企業の米国もしくは他の国の口座に相殺支払い

を行う。一方、口座所有者に、この旅行費用を払うように指示する。
■顧客のために複雑な支払いや請求書を手配し、それによって、現金支払いをストラクチャ

リングし、通貨取引報告書の提出を回避する。

乗物販売業者

この業界には、新品の陸上専用車（自動車、トラック、バイク等）、新品の航空機（飛行機やヘリコ
プター等）、新品のボートや船、そして中古の乗り物等の売り手とブローカーが含まれます。

乗物販売店を使ったローンダリング・リスクや手口には以下のようなものがあります。
■報告対象の額に達しないように現金をストラクチャリングする、またはストラクチャリン

グされた小切手やマネー・オーダー（Money Order）で乗り物を購入する。
■複雑な取引のレイヤーを作り出すために、他の乗物との交換、または新品、中古車の売買

を連続的に行う。
■通貨取引報告書を回避するため、顧客に複雑な支払いや 請求書を手配し、現金支払いを

少額に小分けしてストラクチャリングする。
■第三者からの支払い、特に、マネー・ローンダリング規制が緩い法域（司法権の異なる国

や地域）からの支払いを受け付ける。
乗物販売業者に関するマネー・ローンダリングの事例の多くに、ある共通要素が存在します。それ

は、乗物の代金の支払いについて、現金が使用された場合でも報告されないという点です。

実例
　　1993年1月、10の自動車販売代理店と19人の個人が、ワシントンD.C.で起訴されま

した。これは、1985年に現金報告の法律が施行されて以来、マネー・ローンダリングで
の最大規模の逮捕となりました。その後さらに、4人の個人と自動車販売代理店1店がマ
ネー・ローンダリングの容疑で起訴されました。レイン・ホンダ・カレッジパーク（Lane 
Honda College Park）という名でビジネスをしていたインポートカー・オブ・メリーラン
ド（Import Cars of Maryland Inc.）、ローゼンタール・アキュラ（Rosenthal Acura）、日
産マツダ（Nissan-Mazda）、トヨタ（Toyota）各社の販売員とマネージャーは多額の現金
を、建前上コロンビアの麻薬カルテルのために購入する自動車の代金として、覆面FBI捜査
官と国税捜査官から受け取りました。伝えられるところによると、捜査官は自動車販売代理
店のマネージャーに対して、麻薬収益の洗浄や麻薬売買を支援してくれる者に報酬を与える
ので、もっとたくさんの麻薬を輸送するために自動車を購入したいと持ちかけました。政府
は、当初の60台に加え、追加で55台の押収を求め、その額は290万ドルと見積もられまし
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た。マネー・マジックと呼ばれるおとり捜査で、数十人と6社が起訴されました。FBIのお
とり捜査の中で、捜査官は販売店に対して現金報告書を提出しないようにと言いました。販
売店の従業員は、その要求に従ったと言われています。彼らは、偽名で自動車を登録して虚
偽の報告をする、もしくは、まったく報告しないことを合意しました。従業員には、計画に
おける役割の報酬として、“チップ”が支払われました。

麻薬ディーラーの自動車を安価なモデルと交換し、その差額を現金ではなく、小切手で支払ったとい
うマネー・ローンダリング容疑で起訴された自動車販売業者の事例がいくつかあります。下位モデルへ
の交換を伴うマネー・ローンダリングのスキームにおいて、麻薬ディーラーは、3万7千ドルのポルシェ
と1万7千ドルのフォード・ブロンコを交換し、自動車販売業者は顧客が麻薬ディーラーと知りながら下
位モデルへの交換に応じたことで、マネー・ローンダリング規制に抵触しました。この事例では、自動
車販売業者と経理担当管理者はポルシェとブロンコの交換による1万9千ドル以上の差額に関するストラ
クチャリングでも起訴されました。2人は、差額を3つの小切手に分けて買い手に支払いました。麻薬
ディーラーの通貨取引報告書回避のため、小切手はそれぞれ1万ドル以下にされたと言われています。

ゲートキーパー：公証人、会計士、監査人、弁護士

弁護士、会計士、会社設立代理人、監査人やその他の金融仲介者を含む専門家は、組織犯罪収
益の金融システムへの侵入を、阻止することも促進することもできるため、世界中の国々は、これらの専
門家に対して責任を課しています。

専門家に課される責任として、弁護士等のゲートキーパーによる、マネー・ローンダリング活動に関
与している可能性がある顧客の識別、顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）の実行、記録
の管理、“疑わしい”顧客の活動の届出があります。各国の規制の中には、疑わしい取引の届出の対
象となっている顧客に通知または“密告”することを制限しているものもあります。規制に違反した弁護士
は、告発されたり、罰金を課されたり、さらには服役させられることもあります。

欧州連合（European Union：EU）およびその他の国々では、すでに強制的なマネー・ローンダリ
ング対策の義務が、“ゲートキーパー ”に適用されています。FATFの40の勧告は、弁護士や法律の専
門家、その他の“ゲートキーパー ”を含む独立した法の専門家についても言及しています（3章のFATF
の40の勧告を参照）。

2000年-2001年のFATF犯罪類型報告書によると、弁護士、公証人、会計士や他の専門家によって
提供される以下の機能は、潜在的なマネー・ローンダラーにとって、最も役に立つとされています。

■企業事業体の設立やその他の複雑な法的取り決め（例えば、信託）。このような構造は、
犯罪者と犯罪収益の関連性を曖昧にする可能性があります。

■財産の売買。財産の移動は、違法な資金の移動の隠蔽（レイヤリング）、もしくは、洗浄
済み収益の最終的な投資（インテグレイション）として機能します。

■金融取引の代行。専門家は顧客に代わって、口座への現金の預け入れや引き出し、小口の
外国為替運営、小切手の発行や換金、株の売買、そして国際資金移動のやりとり等、様々
な金融活動を遂行する場合があります。
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■財務および税に関するアドバイス。投資用に多額の資金を持っている犯罪者は、納税義務
を最小限にしたい、あるいは、将来の債務を回避するために財産を他人の手の届かないと
ころに置きたいと願う個人のふりをしているかもしれません。

■金融機関への紹介。
FATFは犯罪類型報告書の中で、どのようにして弁護士が複雑な洗浄計画を仕組む手助けを行うこと

ができるかについて例を挙げています。

例
　　この事例は、医療サービス業界の19人の個人が関与しており、その中の1人は、弁護士

かつ会計士でした。共謀、虚偽の請求、電信送金詐欺、そしてマネー・ローンダリングを
含む123もの違反があると、検察当局は陳述しました。虚偽の請求は、架空の患者の請求
や実際には行われなかったサービスの請求を含んでいました。

　　主犯格の2人は、4つの関連したシェル会社を支配会社として設立するために、弁護士
を雇いました。さらに、在宅療法や介護を反映した架空の医療サービスの記録を作成する
ために、8つの名目上の会社を設立しました。医学療法士、看護師、外科医を含む医療従
事者が、その会社を運営しました。医療請求書、納税申告書と銀行口座の記録を一致させ
るため、主犯格の2人は、弁護士と会計士の資格を持つ容疑者を頼りました。

　　北部や東南地域にある都市の銀行口座や、疑わしいオフショア口座を通して、4百万米
ドル以上が洗浄されました。資金収集や移動の目的で、4つないしは5つの銀行に、数多
くの口座が作られました。財産買収の隠蔽目的で、弁護士／会計士の信託口座を通して、
銀行小切手が購入され、また、換金されたこともありました。

　　被告は、この事件への関与に対して、2年間の実刑判決を言い渡されました。主犯格の
両容疑者は、4百万米ドルと購入した財産を含む不動産と個人財産を没収されました。彼
らは、それぞれ5年と2年の懲役を課されました。その事件に関連した別の2人の被告（1
人は公職者）が、さらに2百万米ドルを洗浄し、他の事件において33の違反で起訴されま
した。彼らは、9万5千米ドルの没収を言い渡され、元公職者は、5年間の実刑判決を受け
ました。

米国では、米国弁護士協会（American Bar Association：ABA）や他の弁護士団体が、弁護
士業界に対するマネー・ローンダリング規制に対抗しています。ABAは、政府に、“国際的なマネー・
ローンダリングへの対応における、弁護士／依頼者間の秘匿特権等を含む弁護士と依頼者の関係の支
持と保護”を訴えています。“マネー・ローンダリングの抑止と根絶の努力において、数々の専門家に課
される国際的な義務（ゲートキーパーの義務等）の出現によって、特に弁護士／依頼者間の秘匿特権
等に見られる弁護士／依頼者関係に対する脅威が高まっている”と強調しています。彼らは、長年にわ
たる守秘義務の原理は、“米国における弁護士と依頼者間の関係の特徴である”と主張しています。“マ
ネー・ローンダリング対策に関する規制の制定や国際協定への参加を通して、それらの原理を支持、
保護する”よう、政府に訴えています。
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米国やFATFは、以下の条件での様 な々選択肢を模索しています。
■十分な教育が行われるまで、規制を先延ばしする。
■英国が弁護士に対して、訴訟関連の報告に例外を設けているように、内部統制や顧客管理

（Customer Due Diligence: CDD）の責務を課す。
■政府と民間の共同団体を利用し、金融活動に携わる弁護士に、チャンネル諸島の金融サー

ビス委員会のような機関への登録を求め、当該機関による規制を受けさせる。
■ “ガイダンス・ノート”もしくはFATFのベスト・プラクティス基準を参考に、新しい“ハ

イブリッド”な取り組みを考案する。
米国での最初のゲートキーパー抗争は、報告義務が適用される金融取引の定義等、要求事項の範

囲に焦点がおかれるでしょう。多くの規制当局は、義務の範囲をEU指令に一致させることを望んでいま
す。EU指令では、EU加盟国に、監査人、弁護士、税務顧問、不動産業者そして公証人を含めた広
範囲にわたる専門家に対して、確実に義務を課すことが求められています。

たとえ米国が、EUや英国と同様のゲートキーパーに関する基準を採用しなくても、国際的な取引に
携わる弁護士には、既存の関連規制の域外適用によって、上記のような義務はすでに課されています。

投資および商品（コモディティ）アドバイザー

商品先物やオプションの口座は、不法な資金を洗浄するための手段として使われる場合があります。
これらには、以下のようなものがあります。

■商品（コモディティ）：食物、穀物や金属のような品で、 通常は先物取引契約等を通して、 
商品取引所において大量に取引される。

■商品（コモディティ）・ファンド：様々なメンバーから集めた資金が、先物やオプション
契約等を取引するために使われる。

■先物取引：将来の、ある日付で、決められた価格である数量の商品を購入する、または販
売するという契約。

■オムニバス口座：先物取次業者（Futures Commission Merchant：FCM）によって、
別の同業者のために維持される口座。多数の口座名義人の取引が混合され、その身元は
FCMには分からないようになっている。 

■オプション契約：決められた日以降に、決められた額で、決められた量の株や商品の売買
をする権利。義務ではない。

商品（コモディティ）取引アドバイザーとは、先物や商品オプションの価値や妥当性に関して、直接
的または間接的に助言し、あるいは、それらに関する報告書の作成や分析を行うことで、報酬や利益を
得る者を指します。彼らは、各種取引について助言を行うため、マネー・ローンダリングの恐れのある
活動を観察できるユニークな立場にいます。そのため、彼らは、どのようなタイプの行動が、潜在的な
マネー・ローンダリングあるいはテロ資金供与を示唆するのかを知っている必要があるだけではなく、そ
のような活動を検知、阻止するためのコンプライアンス・プログラムを実行する必要もあります。

類似した責任を持つ他の職業には、以下のようなものがあります。
■商品（コモディティ）・ファンド・オペレーター：メンバーから資金を集めて、先物やオ
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プションの取引を行うコモディティ・ファンドの運用者や勧誘者。
■商品（コモディティ）取引アドバイザー：直接的または間接的に先物や商品オプションの

アドバイスを行う人物。
■先物取次業者（Futures Commission Merchant：FCM）：先物取引や商品オプションの

各種取引の勧誘や受託を行い、その取引遂行のための資金を受け取る企業や個人。
■商品（コモディティ）取次証券会社（IB-Cs）：顧客から商品先物の注文を受け付けるが資

金は受け取らない企業や個人。IB-Csには2種類あり、1つは保証型、もう1つは独立型で
ある。

■保証取次証券会社：FCMが、取次証券会社の業績について責任を負うという、書面によ
る特殊な協定をFCMと結んだ商品取次証券会社。

■投資アドバイザー：有価証券や投資の助言を与え、顧客の財産を管理し、報酬を得る者。
この業界は、次のような手口により、マネー・ローンダリングに利用される可能性があります。

■財産を引き出し、関係のない口座やリスクの高い国に移動させる。
■口座に頻繁に預け入れや引き出しを行う。
■顧客と全く関係のない第三者の口座から電信送金が行われる、または、小切手が振り出さ

れる。
■匿名による資産保管契約（Custodial Arrangement）を求める。
■財産の管理のためにアドバイザーに資金を送った後、レイヤリングを行い、他の金融機関

の口座に移動させる。
■顧客のために、違法な収益を投資する。
■依頼人を隠蔽するために資金を移動する。

シカゴが本拠地の商品取引企業キャップコム（Capcom）とロンドンに本拠地を置くキャップコム・
ファイナンシャル・サービス（Capcom Financial Services Ltd.）の子会社を通した、大規模なマ
ネー・ローンダリングの発覚は、この業界がどのようにして資金を洗浄するために利用されるかを示して
います。

実例
　　シカゴのキャップコム・フューチャーズ社（Capcom Futures Inc.）の株主は、1980年

代半ばにBCCIに投資した裕福な中東の族長でした。キャップコムの目標は、個人的利益の
追求のために、BCCIの財産を横領することであったと言われており、それは、中東から米
国へ数十億ドルを洗浄し、BCCIから財産を吸い上げ、BCCI金融帝国外の地域に、資金の安
全なセーフ・ヘイブンを作るというものでした。BCCIの監査人は、商品投資や多額の取引
損失が最初に発覚した時、BCCIが投機的な取引をやめたと信じ込まされたと述べました。
しかし、BCCIは、この目的のために創設されたパナマのフロント企業を使って資金をキャッ
プコムに転送し、ひそかに商品取引活動を続けていました。先物取引の損失は、監査人を騙
すために偽装されていたのです。商品市場は、銀行や証券業界に比べて、規制や監督が最
小限に抑えられているので、BCCIにとっては絶好の業界でした。キャップコムは、かなり
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頻繁に投機的な先物取引を行うことで、その規制状況を利用しました。利益は、会社の株
主の口座に振り込まれ、その分の損失額はBCCIの口座に反映されました。数百万ドルもの
取引手数料が、キャップコムのマネージャーや役員の口座に振り込まれました。サウジアラ
ビアの投資家は、キャップコムから個人の口座へ資金を転換することによって、BCCIへの
投資金を回収することができました。キャップコムがもたらしたBCCIの損失額は、4億ド
ルを上回り、BCCIが破産状態となる主な原因となりました。キャップコムの捜査は、ノリ
エガ（Noriega）、レバノンの麻薬収益、西ドイツのポンジー・スキーム（ねずみ講）収益
による投資に絡んだ、BCCIの利益のための広範囲に及ぶマネー・ローンダリングを暴きま
した。BCCIは、口止め料として、役員の1人であり、逃亡者である、アリ・アクバル（Ali 
Akbar）に、3千万ドル以上を払いました。資金は、キャップコムの口座に預金され、預金
を相殺するために、書類上、商品取引の損失が作りあげられました。

信託および企業関連のサービス・プロバイダー 

信託および企業関連のサービス・プロバイダー（Trust And Company Service Provider：
TCSP）は、企業事業体の設立、管理、運営におけるプロフェッショナルとして関与する個人や団体を
指します。

第三者に下記のようなサービスを行う個人や事業は、TCSPと呼ばれます。
■法人設立の手続きを代行する。
■会社の取締役または秘書役（Director or Secretary of a Company）、パートナーシップ

のパートナー（Partner of a Partnership）の役割を担う（もしくは、他の人がその役割
を担うよう手配する）、あるいは、他の法人との関連で同等の役割を担う。

■登記済み事務所を提供する。つまり、会社、合名会社、その他のあらゆる法人もしくは法
的な取り決めのために、事業上の住所や設備、通信手段管理上の住所を提供する。

■明示信託（Express Trust）の受託者としての機能を果たす（もしくは、他の人物にその
役割を依頼する）。

■他人のために、名目上の株主となる（もしくは、別の人物にその役目を依頼する）。
「信託や企業関連のサービス・プロバイダーを含めた企業事業体の乱用」（the Misuse of 
Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers）と題された2006年10
月の報告書で、FATFは、多くの法域（司法権の異なる国や地域）でTCSPの存在が認識されていな
いと述べています。しかし、弁護士や他の専門家が信託や企業関連のサービスを提供することは、充
分に可能です。例えば、すべてではないにせよ、ほとんどの法域の弁護士は、顧客がヨット、住居用や
商業用の土地等の資産を外国で保有できるようにするために、海外での会社設立サービスに従事して
います。また、FATFは、TCSPの中には、顧客の機密について守秘義務が課されているところもあり、
AML報告義務に違反する可能性があると述べています。

ほとんどの会社や信託は、合法的な目的で使われていますが、これらの専門家によって作られた法的
な団体やその他の法的な関係は、依然として、マネー・ローンダリングのスキームとして一般的です。
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トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International）によると、企業や信託
ではなく、サービス・プロバイダーに焦点を合わせる理由は、企業や信託がローンダラーが活動するた
めの道具でしかないためです。犯罪者によって所有されている企業は、自分自身を悪用されることに対
して守ることができませんが、サービス・プロバイダーは、努力によって、彼らと関係のある企業や信託
が悪用されるリスクを軽減することができます。彼らは、何が起こっているのかをモニタリングするだけで
はなく、場合によってはコントロールすることもできます。

国がサービス・プロバイダーを規制することが重要である理由は、そこにあります。サービス・プロバ
イダーが派遣する役員が受託者としての義務をいかに満たすかを含め、サービス・プロバイダーが、ビ
ジネスをどのように行うべきかを取り決める必要があります。

トランスペアレンシー・インターナショナルの2004年報告書によると、1989年のジブラルタル
（Gibraltar）における法律制定によって、こうした活動に対して初めて規制が課されることになりまし
た。その他のオフショアの法域（司法権の異なる国や地域）も、何らかの規制を導入したか、あるい
は、そのような規制を計画しています。規制は、統一的ではなく、単純かつ最低限の資本規制から、
完全な規制監督まで、多種多様です。通常、特定の種類の活動を除いて、法律の範囲は限られてい
ます。法律によっては、当局が顧客の許可（または裁判所の命令）無しに、顧客の情報にアクセスす
るのを禁じており、その場合、顧客確認（Know Your Customer：KYC）が、実質不可能です。一
方、サービス・プロバイダーをマネー・ローンダリング対策の法規制の対象とした法域もあります。例え
ば、規制の履行を、ライセンス供与の条件にする等です。しかし、多くの法域では、サービス・プロバ
イダーは、AML規制の対象となっていないため、一般に課される以上のマネー・ローンダリング対策の
義務は課されておらず、野放しの状態となっています。このように、規制が異なっている結果、犯罪目的
で企業や信託の利用を希望する者は、法的要件がない、あるいは、法的要件が不十分な法域を容易
に選ぶことができると、トランスペアレンシー・インターナショナルは述べています。

不動産業界

不動産業界は、完全にマネー・ローンダリングの活動領域になっています。いくつかのローンダリング
事例で、犯罪収益が不動産取引に絡んでいることを考慮に入れると、この業界をAML規制の対象とす
ることは、理にかなっていると言えます。

不正な資金を不動産に投資することは、汚れた金を洗浄する古典的な方法ですが、特に政治的、
経済的そして財政的に安定した国でよく見られます。2004年3月、「カナダにおけるマネー・ローンダリ
ング：王室カナダ騎馬警察 （RCMP）事例の分析」（Money Laundering in Canada: An Analysis 
of RCMP Cases）という報告書によると、RCMPが捜査を行ったマネー・ローンダリングや犯罪収益
の洗浄の事件の内、56%近くが不動産関連の事件であることが判明しました。報告には、“犯罪収益
が合法的な経済に投入される頻度とその金額を考慮すると、預金機関と不動産会社は、マネー・ロー
ンダリングにおいて最も重大な部分を占めている”と述べられています。

報告書は、この手口が起こりやすい理由として、不動産が犯罪者に住居や隠れ家を提供し、田舎の
不動産は違法な薬物を栽培し、貯蔵しておくのに理想的であることを示唆しています。犯罪の収益は、
預金、頭金、抵当、弁護士の信託口座、さらに建設工事等の取引によって、容易に不動産に注ぎ込む



2 章 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクと手口

55

ことができます。真の受益者の身元を隠す名義貸しも、46.3％の事例で見られることから、これは最も
頻繁に使用されるマネー・ローンダリングの手口となっています。

不動産を利用したマネー・ローンダリングは、不法な資金源を曖昧にする一連の不動産取引（レイ
ヤリング）、もしくは、旅行者やレジャー用の総合施設への投資等、一見合法的な投資（インテグレイ
ション）によって行われます。

1997-1998年のFATF犯罪類型報告書で挙げられたスカンジナビアの事例では、不動産への投資を
行い、さらに、ホテルを購入する予定であった、麻薬密売の前科がある男について触れています。彼の
財務状況を調べても、その収入源は明らかになりませんでした。逮捕後、さらなる捜査が行われた結
果、彼は、麻薬密売とマネー・ローンダリングの罪で、7年半の禁固刑を宣告され、およそ440万米ド
ルが没収されました。

実例
　　スペインのコスタ・デル・ソル（Costa del Sol）に面した高級地中海リゾートであるマ

ルベリャ（Marbella）は、フロント企業や不動産投資を通じて、2億5千万ユーロ以上を洗
浄した大きな犯罪ネットワークの中心地として有名になりつつありました。スペイン国家警
察（Spanish Policia Nacional）主導のオペレーション・ホワイト・ホエール（Operation 
White Whale）と呼ばれた大規模な捜査では、50人が逮捕され、数百の銀行口座の凍結、
410,000ユーロ、数十の高級車、1隻の船、そして2機の自家用飛行機の押収という成果をあ
げました。これは、スペイン最大のマネー・ローンダリング事件と呼ばれています。2005
年4月の中旬、ミゲル・アンヘル・トーレス裁判官（Judge Miguel Angel Torres）は、複
数のコスタ・デル・ソル不動産投資企業のマネージャーであったマリオ・ブランコ（Mario 
Blanco）に、予防拘留を命じました。20を超える不動産代理店と繋がりがあるスペイン人
弁護士のホルヘ・ポジオ（Jorge Poggio）は、保釈金を支払い、保釈されました。両者と
も、アレティーン・ホールディングS.L. （Allerteen Holdings S.L.）を通じて、スペインに
所有する不動産を利用し、マネー・ローンダリングに関与したとして拘留されました。

エスクロー・ファンドを使い、不動産取引やビジネス取引が毎日数えきれないほど行われています。
一般的に不動産業者、証券会社や他の受託者によって管理されるエスクロー口座は、保護と適切な支
払いのために第三者に委託された資金を保管する目的で設けられています。エスクロー口座がマネー・
ローンダラーにとって魅力的な理由は、多くの様々な取引を通過させることができるからです。エスク
ロー口座は、書類証跡を複雑にするために“媒介”として使用されることがあります。米国の小さな権原
保険（Title Insurance）の代理店でさえ、エスクロー口座から、月に百万ドル以上を受け取ったり、
支払ったりしています。ほとんどすべての不動産取引は、抵当権者に支払われる多額の小切手や、ク
ロージング時にバイヤーに支払われる小切手と現金が必要となります。マネー・ローンダリングを企て
る権原保険代理店は、特定の日に、現金取引報告の基準値を下回る額で、別々の架空クロージングを
対象として、幾つかの銀行で複数の現金預金を行うかもしれません。預金は、一見普通の業務活動に
見えますが、資金の出所を隠そうとする者による、不動産購入を目的とした着実な資金の積み立てかも
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しれません。資金は、最終的には代理人が入手した銀行小切手をはじめ、電信送金、企業小切手、
エスクロー小切手等で、エスクロー代理人によって、架空の人物やフロント企業に最終的に支払われま
す。それぞれのクロージングには、売り手への収益の支払い、住宅ローンの支払い、不動産手数料、
税金、担保権の弁済やその他の支払い等数多くの日常的な支払いがあります。権原保険代理店は、そ
のような支払いで頻繁に銀行小切手を入手します。

銀行やその他の関係者にとって、クロージング時の資金支払いは全く合法的な取引に映るかもしれま
せん。エスクロー口座の日常の動きの規模およびボリュームによって、“スパイク”（口座の残高の突然
の増加や減少）もしくはマネー・ローンダリングに関連する複数の預金が目立たなくなり、マネー・ロー
ンダリングが隠される可能性があります。エスクロー口座は、現金報告書の義務を回避する根拠と方法
を提供します。エスクロー口座はまた、一見合法的な個人や企業への銀行小切手、電信送金や企業
小切手による資金移動を容易にします。ほとんどの金融機関は、エスクロー口座に関する方針もしくは
手続きを持っていません。多くの銀行は、エスクロー口座を他のビジネス口座と同様に扱っています。エ
スクロー口座には、多額の残高が維持されていることが多いため、銀行は非常に慎重に扱いがちです。
解約料をほとんど徴収せずに、未決済資金に対して貸越や支払いの対応を行っている銀行もありまし
た。金融機関は、“意図的な無関心（Willful Blindness）”に陥らないよう、エスクロー口座に注意を
払うのが賢明です。エスクロー口座をモニタリングするための具体的な方針、手続きおよび統制を導入
することは、賢明な行動です。

この業界では、“リバース・フリップ”と呼ばれるものも見られます。マネー・ローンダラーは、報告す
る購入価格を実際の価格よりも安くし、差額を“こっそり”受け取ってくれる、協力的な不動産販売者を
探します。この方法によって、ローンダラーは2百万ドルの土地を1百万ドルで買うことができ、秘密裏に
その差額を協力的な販売者に渡します。不動産をしばらく所有した後、2百万ドルという本来の価格で
土地を売却します。

マネー・ローンダリングの手口である“ローン・バック”では、犯罪者は仲間に、一定の非合法的な資
金を渡します。その後、この仲間は、“ローンおよび／または住宅ローン”の必要な書類を付けて、前述
の犯罪者である密売者に“ローンもしくは住宅ローン”を融資して資金を戻します。これにより、密売者の
資金が合法であるかのように見えます。このスキームは、麻薬などの密売者が、“合法的に”予定されて
いるローンを支払うことにより、さらに強化されます。

輸出入価格操作

仮に、男性のブリーフと女性の下着が1ダースあたり739ドルで輸入され、ミサイルとロケットの発射
装置が単価わずか52ドルで輸出され、トイレ装備一式が単価2ドル未満で輸出されるとしたら、注意
すべきです。このような、操作された取引価格は、マネー・ローンダリング、脱税、テロ資金供与が
行われている場合に典型的に現れます。フロリダ国際大学（Florida International University）の
ジョン・ズダノウィッチ（John Zdanowicz）教授とペンシルバニア州立大学（Pennsylvania State 
University）のサイモン・パック（Simon Pak）教授の報告によると、2001年に米国では、米系企
業と海外の取引相手との共謀による移転価格の不正によって、税収入の損失が531億ドル生じていまし
た。
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ズダノウィッチと パックは、独自のフィルタリング・ソフトウェアを使って、1991年に、国際貿
易における価格操作に関する重要な調査を行いました。彼らは、米国商務省（US Commerce 
Department）から購入したデータを用いて、米国が輸出入するあらゆる商品において、不自然な価格
設定を検知することができました。彼らは、輸出入における高すぎる、あるいは低すぎる価格によって、
脱税、マネー・ローンダリング、テロ資金供与が容易になると言いました。また、不正な価格設定は、
価格の高すぎる輸入よりも、価格の低すぎる輸出の方がよく用いられていると指摘しました。輸入関税
が政府の収入となるので、政府は、輸入を厳格に監視します。しかし、輸出の価格設定にはそれほど
注意を払いません。その結果、輸出は、不正に儲ける手段として利用されやすくなります。

2006年6月の「貿易におけるマネー・ローンダリング」（Trade-Based Money Laundering）という
報告書で、FATFは、貿易におけるマネー・ローンダリングとは、非合法な資金を合法に見せかける目
的で貿易取引を利用して、犯罪から得た資金を偽装移転するプロセスと定義しています。実際に、貿易
におけるマネー・ローンダリングは、輸入または輸出の価格、数量、品質の不正表示によって行われま
す。さらに、貿易におけるマネー・ローンダリングの手口は複雑性が多様であり、資金の経路をより分
かりにくくする目的で、他の手口と組み合わせて使われることが多い、とFATFは述べています。

マネー・ローンダラーは、次のような方法で、資金を国外へ移転することができます。まず、非合法
な資金を使って高価な品物を買います。次に、その品物を、極めて低い価格で、国外の共謀相手に輸
出します。次に、その共謀者は、一般向けの市場で、その品物を本来の価格で売ります。取引を合法
的なものに見せるために、共謀者たちは、貿易金融に金融機関を利用する場合もあります。金融機関を
利用する場合、信用状や、その他の書類が発行されるケースもあります。

2006年のFATFの調査では、貿易におけるマネー・ローンダリングは、犯罪行為の重要な手段となっ
ており、また、国際貿易の発展により、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への脆弱性が増し
ている、と結論付けています。さらに、その他の洗浄手口への対策が厳しくなるにつれ、犯罪者たちが
貿易におけるマネー・ローンダリングを悪用する可能性が今後も増えるであろうと述べています。

闇ペソ交換システム

闇ペソ交換システム（Black Market Peso Exchange : BMPE）は、米国内（欧州等、他の国の
場合もある）にある、非合法な取引から得られた資金を、コロンビア（もしくは他の国）の“ペソ・ブ
ローカー ”が他の国の犯罪者から買い取り、ブローカーが開設した米国の銀行口座に預け入れるプロセ
スです。ブローカーは、米国内の商
品やサービスの購入にドルが必要な
合法的な事業者に、自己の口座宛て
に振り出された小切手や電信送金を
売却します。

BMPEは、コロンビアの輸入業者
が、1950年代に考案したもので、正
規の方法で、米ドルや米商品を購入
する場合に課される国内の税金およ

マネー・ローンダラーは、次のような方法
で、資金を国外へ移転することができま

す。まず、非合法な資金で高価な物品を買います。
次に、その物品を、きわめて低い価格で、国外
の共謀相手に輸出します。次に、その共謀者は、
一般市場で、その物品を本来の価格で売ります。
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び関税を避けるために、闇取引で米ドルを買う仕組みです。
70年代に、コロンビアの麻薬カルテルは、米国で得た麻薬販売によるドル収益を、コロンビアでペソ

に交換するため、BMPE を利用するようになりました。BMPE を利用することで、ペソ・ブローカーに
手数料を払ったとしても、資金を押収されるリスクが減るとともに、より速く資金を手に入れることができ
るからです。今日、BMPEを利用した、密輸業者によるマネー・ローンダリングや、コロンビアの企業に
よる米国の商品の違法な輸入が拡大しています。

米 国 財 務 省 金 融 犯 罪 執 行 機 関 連 絡 室（U.S. Financial Crimes Enforcement Network：
FinCEN）は、数十億ドルの不正な通貨両替やマネー・ローンダリングのネットワークへの対策の支援
を求める米国の金融機関および企業に対し、勧告を出してきました。

金融機関がペソ・ブローカーによるマネー・ローンダリングを検知および防止するためには、よく利用
される手口を熟知している必要があります。最も一般的な手法として、外国人が米国の銀行に開設した
複数の当座預金口座（Checking Account）を利用する方法があります。銀行は、外国の銀行のコル
レス口座を通じたドル移動の増加にも、注意を払う必要があります。

実例
　　1997年に、米国移民税関捜査局（ Immigration and Customs Enforcement：ICE）の捜

査員らは、麻薬密輸およびマネー・ローンダリングを行うコロンビアの組織に対するおとり
捜査に着手しました。以降2年間、ICE のおとり捜査員らは、この組織のマネー・ローンダ
リング要員を装いました。彼らは、米国のさまざまな都市にいる組織の従業員から、麻薬の
売上金を受け取り、おとりの銀行口座に預金するという作業を日常的に行っていました。そ
れから、このコロンビアの組織は、捜査員に、複数の米国大企業の、世界中にある指定口座
に、麻薬資金を送金するよう指示しました。一例を挙げれば、おとり捜査員は、ニューヨー
クで、麻薬の売上金（現金）を詰め込んだスーツケースを受け取るように命じられ、翌日に
は、その資金の中から335,800ドルを、電信送金するように命じられました。送金は、5回
に分けて行われ、ある米国大企業の口座に振り込まれました。その後、ICEの捜査員は、こ
の米国企業への電信送金（麻薬の売上金）が、同社がコロンビアへ輸出しようとしていたヘ
リコプターの代金支払いの一部であることを究明しました。捜査の結果、この米国企業は合
計31件の電信送金を別々に受け取っており、その送金はそれぞれ、ヘリコプターの買主と
はまったく無関係の個人から、150万ドルのヘリコプター代金として送られてきたことが判
明しました。 1999年7月、ICE捜査員は、これらの資金が麻薬収益の一部であることを根拠
に、この企業の口座に送金された資金と、他の米国企業の口座に送金された資金を凍結しま
した。捜査の結果、コロンビアへ輸出していた商品の代金として、多数の米国企業が麻薬の
売上金から支払いを受けていたことが判明しました。最終的に、問題のヘリコプターは、麻
薬で得た資金で購入代金が支払われたという理由で、2000年8月にパナマで差押えられまし
た。
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新しいテクノロジーに関連したマネー・ローンダリングのリスク

潤沢な資金を持ち、技術的に有能な犯罪者は、多額の資金をある国から他の国へ、電子的な手段
で容易かつ素早く移動することができます。

オンラインまたはインターネット・バンキング

多くの金融機関は、顧客に、店頭で提供されるものと同じ24時間サービスを、インターネット口座を
通じて提供しています。インターネット口座により、取引に関する相談、送金、ホールセール・キャッ
シュ・マネジメント、自動決済（Automated Clearing House：ACH）サービス、資金移動、手形
の発行および支払い、残高照会、ローンの申込、投資サービス等を“バーチャル・カウンター ”を通し
て利用することができます。オンライン・バンキングには、“純粋な”インターネット銀行（つまり、イン
ターネット経由でのみサービスを提供する銀行）が提供するものもあります。しかし、インターネットで
各種取引サービスを提供する金融機関の多くは、追加的な顧客サービスとして、オンライン・バンキン

コロンビアのカ
ルテル（密輸業
者）は、米国の
市場で麻薬を売
り、ドルを受け
取る 

コロンビアコロンビア

11
ドルを洗浄する
ため、カルテル
は、ペソ・ブ
ローカーと呼ば
れる仲介者に連
絡をとる 

22

ブローカーは、
カルテルのドル
を受け取り、コ
ロンビア・ペソ
と交換する 

33
ブローカーの米
国での従業者
は、米国の銀行
システムに、ド
ルを預け入れる

44
ブローカーは、
コロンビアの輸
入業者に、ドル
の提供（ペソと
の交換）を申し
出る 

55

輸入業者が、麻
薬を売って得ら
れたドルを使っ
て、米国の商品
（商品はコロン
ビアへ輸出され
る）を購入する 

66

米国国土安全保障省
国際貿易を通じたマネー・ローンダリングの例

出典：米国国土安全保障省
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グを始めた既存の金融機関です。
1997-1998年のFATF犯罪類型報告で、FATFは、インターネット・バンキングやテレフォン・バンキ

ングによって、銀行とその顧客の間に距離が生じ、従来の本人確認の基本であった物理的な接触が減
少する、あるいは、完全に排除されると述べています。FATF は、これらのサービスは、利便性および
実務面において明らかに優れているが、従来の顧客管理の手法が通用しないため、マネー・ローンダリ
ング活動の検知がより困難になる、と指摘しています。

オンライン・サービスを提供する金融機関の最大のマネー・ローンダリング・リスクは、提供された
本人確認の書類と顧客との照合がより一層困難である点です。

その他のリスクには以下のようなものがあります。 
■オンライン・バンキングの特性から、顧客と金融機関の従業者間の直接的な接触が排除さ

れ、必然的にその口座の真の受益者の把握が困難である点。
■インターネットを通した容易なアクセス。
■電子商取引の迅速性。

FATFは、サイバー上のマネー・ローンダリング対策として、以下を提案しています。
■ インターネット・サービス・プロバイダーによるサーバー接続に使用されるインター

ネット・プロトコル番号および電話番号を含む、トラフィック・データのログ・ファイル
構築。

■ 法執行機関とのサーバーを通して収集される情報共有。
■ 収集した情報の最大1年間の保存。
■ インターネット・サービス・プロバイダーによる、サーバーを通過した利用者に関する

識別情報を含んだ記録の保管。
“従来型の”銀行同様に、オンライン・バンキング・サービスを提供する金融機関も、金融機関と取

引を行おうとする顧客の身元を、ソフトウェアか、人手か、あるいは両者の組み合わせによって確認する
ための手続きを整備しておく必要があります。これは、顧客確認をほぼパスワード入力に依存しているオ
ンライン銀行には困難なことでしょう。FATFは、だれもがオンラインで開設した口座へアクセスできるの
で、その口座にアクセスした人物を本人かどうか確認することは不可能、と述べています。

取引が行われたコンピューターを追跡するための“ログ・ファイル”が使用されていないサーバーがある
という事実が、この問題を複雑にしています。つまり、サーバーのインターネット・プロトコル番号およ
び接続日時が電子ファイルで記録されていないため、電子取引のルートは秘密裏に保たれ、事実上追
跡できない、とFATFは述べています。

オンライン・バンキングは、マネー・ローンダリングの3つの段階で利用可能であるため、マネー・
ローンダラーにとって魅力的といえます。

■…プレイスメント —銀行、証券、あるいは不動産等の合法的な場所に、なるべく資金源や
真の受益者の形跡を残さぬようにして、犯罪収益を置こうとします。通常、サイバース
ペースの銀行は、従来型の預金を受け付けませんが、資産の保管（世界中に様々な形で保
有されている資産の権利の保管、照合、譲渡）のような形でサイバー銀行が編成される可
能性があります。マネー・ローンダラーが伝統的な商業銀行を装って、現金やその他の大
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口商品の倉庫のように、預金の受け入れを行う独自のシステムを作ることも可能です。こ
のように、サイバースペースの銀行は、マネー・ローンダラーに、高度に安全が保たれ、
気づかれるリスクの低い“プレイスメント”の手段を与える可能性があります。
■…レイヤリング —ローンダラーは、暗号化した電子メールおよびサイバースペースの銀行

送金によって、世界中どこでも1日のうちに何度も資産を移動させることができます。
■…インテグレイション —レイヤリングが終わると、サイバースペースのバンキング・テク

ノロジーを利用して、2通りのインテグレイションが可能です。サイバー銀行が、実際の
資金移動を伴わない、個人間の現金のような送金を認める場合、既存の通貨取引報告に関
する規制が適用されない可能性があります。また、“スーパー・スマート・カード”の技術
を使えば、ATM取引を駆使して、世界中で資金を移動することができます。この技術に
より、ATMカードを使って容易に“口座”残高を引き出すことができます。

インターネット・カジノ

FATFによると、インターネット上の賭博は、マネー・ローンダリング・スキームを隠蔽する手段として
理想的なウェブ上の“サービス”ではないかと見られています。一部のFATFの法域（司法権の異なる国
や地域）で、インターネット賭博を利用して犯罪行為を行い、犯罪収益を洗浄した証拠が挙げられてい
ます。インターネット賭博の潜在的な問題に対処するための規制や営業ライセンスもしくは賭博サービス
の全面禁止、といった試みにもかかわらず、インターネット上のリンクを追跡することができないという上
記の問題に加えて、数多くの懸念が残っています。例えば、主にクレジット・カードを使用して取引が
行われ、また、多くのオンライン賭博サイトが、オフショアに拠点を持つため、関係者の所在地の特定
および起訴が非常に困難、あるいは不可能となっています。さらに、賭博取引は、その記録が証拠とし
て必要な場合がありますが、賭博取引が賭博サイトのソフトウェアに基づいて行われた場合、そのような
証拠の収集や提示がより困難になる場合があります。

米国国務省による2003年の「国際薬物取引についての報告書」（International Narcotics 
Strategy Report）によると、インターネットによって、犯罪者は瞬時に資金を移動することができ、ま
た、規制が緩いオフショアの拠点では顧客基盤を増やしています。バーチャル・カジノは、政府にも収
益をもたらすため、政府が賭博サイトのライセンスを販売し、賭博事業者の利益の一部を受け取ってい
る可能性もあります。オンライン賭博サイトに関わるオフショア金融センターの数は、2002年から2003
年にかけて、2倍以上に伸びており、報告書は、そうした国におけるオンライン賭博の管理が不十分で
あると結論付けています。

実例
　　2003年、米国ミズーリ州のセントルイス（St.Louis）検事局は、大手インターネット

決済サービス提供会社で、電子メールによる通貨交換サービスを提供しているペイパル
（PayPal）を、オンライン賭博会社への支払いを処理したとし、マネー・ローンダリング
に関する法律（犯罪収益の国際移転を禁じる法律）に違反した罪で起訴しました。米国の
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法律は、州の認可なしに送金事業を行うことを犯罪としています。この条項は、米国愛国
者法によってさらに強化され、認可を受けた事業者であっても、“犯罪行為から生じた、あ
るいは違法行為の促進または支援を意図した”資金を送金する行為は犯罪と定められていま
す（合衆国法典18編第1969条）。ミズーリ州東部地区検事は、ペイパル が違法なオンライ
ン賭博によって得られた資金を繰返し送金していたことから、ペイパル に対し、2001年10
月26日から2002年7月31日までの期間に得たオンライン賭博による利益に利息を足した額
を、罰金として支払う命令を下す可能性がある旨を、2003年3月28日付の通告で告知しま
した。また、同社に刑事訴追を受ける可能性があることも告知しました。2002年7月、ペイ
パルは、オンライン賭博サービスに関する書類を連邦大陪審に提出しました。2002年8月、
ペイパルは、ニューヨーク州地区検事と、ニューヨーク住民から賭博業者への支払いの処理
を停止することで合意しました。同社は罰金として20万ドルを支払い、利益を放棄しまし
た。ペイパル は、2002年11月、オンライン賭博業者への支払処理を停止しました。オンラ
イン・オークションの大規模業者のイーベイ（eBay）に合併されてから1 ヵ月後のことで
した。イーベイの証券取引委員会に対する2002年の年次報告書によれば、2002年のペイパ
ルの収益のおよそ6%は、オンライン賭博業者から得たものでした。この報告書でイーベイ
は、ペイパルは“自社の行為がマネー・ローンダリングに関する法律に違反するものではな
いと信じて、善意で行動していた”と、述べました。オンライン賭博からの利益の額は公表
せずに、 “この件に関連する金額は、当社の財務状況、業績、キャッシュ・フローには、大
きな影響はないと予想される”とイーベイは述べました。しかし、同社はこの起訴で生じう
る損害を未だ警戒しています。 “ペイパルの民事もしくは刑事違反に関するいかなる調査結
果も、いかなる和解の可能性も、業務上、送金ライセンスを必要とする法域（司法権の異な
る国や地域）でのペイパルの送金ライセンスの取得、維持、更新を危うくする可能性があ
る。”と報告書に述べられています。米国上院行政監察小委員会（U.S. Senate Permanent 
Subcommittee on Investigations）による2001年のヒアリングによると、バンク・オブ・
アメリカ（Bank of America）とJ.P.モルガン・チェース（J.P. Morgan Chase）における、
外国の銀行が所有するコルレス口座を通して、オンライン賭博で得られた数千万ドルの資金
が移動していたことが明らかになりました。米国では、オンライン賭博を制限するために、
多くの法案が提出されていますが、まだ最終的に可決された法案はありません。

米国最大のクレジット・カード発行会社の1つであるシティバンク（Citibank）は、同社が発行する
ビザ（Visa）およびマスターカード（Mastercard）付きのクレジット・カードに対してオンライン賭博
での使用を禁止しました。その他大手クレジット・カード会社が、シティバンクに追随したこともあり、
サイバースペースにおけるマネー・ローンダリングの機会は減少してきています。

クレジット・カードがオンライン賭博で利用されていることを、金融機関はどのように検知するのでしょ
うか。カードは取引の種類を示すコードを頼りにしています。多くの場合、クレジット・カードの明細
には、例えば、娯楽や旅行等、顧客が何にカードを利用したのかを示すコードが表示されます。銀行
は、オンライン賭博のコードの取引をブロックすることができます。
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オンライン賭博業界の関連企業によって構成されるNPO団体“インタラクティブ・ゲーミング・カウン
シル”（Interactive Gaming Council：IGC）がFATFに準拠して40の勧告に関する状況をレビューし
た際、オンライン賭博は実在の賭博と同様の脅威に直面している一方で、規制上の監督および技術の
活用によりこうしたリスクへの対応が優位であることを指摘しました。“オンライン賭博は、その性質上、
特に顧客との直接的な接触を持たないため、いかなる現金移動にも役立たない”と、IGCは述べていま
す。さらに、IGCは、インタラクティブ・ゲーム業界が、マネー・ローンダリングに利用される脅威は、
それがどのようなものであれ、厳格な規制によって減少させることが可能である、と示しています。

そうは言うものの、オンライン賭博が資金洗浄に絶好の手段である理由は、取引がクレジット・カー
ドやデビット・カードで行われるからです。また、サイトの運営者は、規制対象外のオフショア会社であ
ることが多いため、マネー・ローンダリングや、その他の犯罪に利用されやすくなります。これは金融機
関に影響を及ぼすことになります。なぜなら多くのオンライン賭博サイトはオフショア銀行に口座を持って
おり、その結果、国内の評判の高いコルレス銀行を利用するからです。これらの口座を経由した非合法
な資金の所有者や資金源を突きとめることは、取締当局ならびに規制当局にとって困難です。

実例
　　2004年、英国の複数のオンライン賭博業者に対してコンピューターが処理しきれないよ

うな大量の電子メールを送りつけ、送付を停止する代わりに金をゆすり取った3人のギャ
ングの男を、ロシア警察が起訴しました。3人のギャングは、ロシアと英国の合同捜査に
より逮捕されました。英国国家ハイテク犯罪対策部門（National Hi-Tech Crime Unit：
NHTCU）によると、3人のギャングは“スポーツくじサイトを通じて、数十万ポンドもの
金額を脅し取る世界的なシステム”を運営していました。3人の男は、サンクト・ペテル
ブルグ（St. Petersburg）と、ロシア南西部のサラトフ（Saratov）およびスタフロポリ
（Stavropol） 地域での捜索で拘束されました。警察は、ラトビア（Latvia）で、マネー・
ローンダリングの“運び屋”10人を逮捕した後、3人の容疑者にたどりつきました。報道に
よると、警察は、ロンドンからカリブ海、ラトビア、そしてロシアへの資金の流れを追跡
していました。個々のハッカーの逮捕以上に、“今回の逮捕は、こうした事件の背後にある
犯行動機の立証に役立つだろう”と、政府や企業向けのセキュリティコンサルティング会社
で、ヴァージニア州所在のアイディフェンス社（iDefense Inc）の情報ディレクター兼悪
質なコード（Malicious Code）対策担当のケン・ダナム（Ken Dunham） は述べました。
NHTCUによると、一度に何千ものPCからのメッセージを英系企業のサーバーへ送りつけ
る攻撃で、ギャング達は“何十回もの”ゆすりを実行していたようです。この手口は、サービ
ス拒否攻撃（Denial of Service Attack：DoS攻撃）と呼ばれ、企業のコンピューターに、
その処理能力を超える大量のメールが送りつけることでコンピューターをダウンさせます。
企業は“ビジネスの中断による、何百万ポンドもの”コストを負うことになります。それか
らギャングは、この攻撃を１年間停止することと引き換えに電信送金（約8,000 〜 33,000
ユーロ）を要求する電子メールを送りました。報道によると、ある英系企業は、警察の助言
に従い、不当な支払要求にうまく対処したということです。また、別の英系企業では、セ
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キュリティ強化のために、151,000ユーロを費やしたところもあるということです 。

プリペイド・カードとEキャッシュ（E-cash）

このセクションには、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）の「新しい支
払方法に関する報告（2006年）」と「FATF犯罪類型報告書（1998年）」（the 2006 New Payment 
Methods Report and 1998 Typologies Report from the Financial Action Task Force）からの
抜粋が含まれています。こちらのウェブサイトをご参照ください：www.fatf-gafi.org.

2006年10月に、FATF は、新たな支払方法の技術（プリペイド・カード、インターネット決済システ
ム、モバイル決済、貴金属のデジタル取引等）の悪用によるマネー・ローンダリングの手口について、
調査報告を公表しました。報告書によると、こうした支払方法には、正当な市場の需要が存在する一
方で、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対する脆弱性が存在することが確認されました。
特に、1つの国の中でサービスを提供する業者よりも、国境を越えた新しい支払方法を提供する業者の
方が、より高いリスクを伴う可能性があるとのことです。報告書は、発展を続ける技術の影響の見積り
について、国内外の規制の枠組みにおいて引き続き警戒するよう提言しています。

プリペイド・カードは、犯罪者にとって、現金と同様に魅力のある特徴を有しています。それは、持ち
運びができ、金銭的価値があり、交換可能で、無記名であることです。多くの場合、ビザもしくはマス
ターカードのブランドが付いており、誰かがカードを購入して金銭を“チャージ”したら、世界中のどこで
も別の誰かがデビット・カードのように品物の購入やATMでの現金の引き出しに使うことができます。

プリペイドのペイメント・カードは、カード所有者が事前に支払った資金へのアクセスを提供します。
プリペイド・カードには様々な種類があり、多種多様な用途で使われますが、多くの場合、デビット・
カードと同様の方法で使用され、最終的には、１つの口座へのアクセスを当てにしています。カード1枚
ごとに１つの口座がある場合や、発行されたすべてのカードに対して支払用の資金を事前に集めた口座
がある場合があります。カードは預金取扱機関または銀行以外の組織によって発行され、口座について
も預金取扱機関または銀行以外の組織で開設されることになるでしょう。支払用の資金を事前に集めた
口座は、通常、カードの発行会社が銀行で開設しています。

報告書では、下記のような、潜在的なリスク要因が挙げられています。
■無記名のカード所有者
■無記名の資金、または、資金への無記名のアクセス
■高額の限度額および個人が持つことのできるカード数に制限がないこと
■ATMを通した現金への世界各地からのアクセス
■オフショアのカード発行会社はおそらくすべての法域（司法権の異なる国や地域）の法律

を、遵守していないこと
■多額の現金密輸の代わりになること

プリペイド・カードが急速に普及する一方で、米国ではプリペイド・カードに対する明確な規制が欠
如していることから、マネー・サービス業者は、プリペイド・カードの販売を免許制にするよう監督機関
に対して要求しました。しかし、成長しつつある金融商品に、新たな規制をかけることで負担を増やすこ
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とに、監督機関はまだ消極的です。一方、ドイツでは、プリペイド・カードへの入金は、預け入れと同
等とみなされます。そのため、プリペイド・カードの発行会社は信用機関とみなされ、銀行業の認可を
取得する必要があり、また、自国のマネー・ローンダリング対策の法規制を遵守する義務が課されてい
ます。

電子財布（eパース、またはストアド・バリュー・カードとも呼ばれる）は、電子的な方法でICチップ
に金額を保存するカードです。口座情報を磁気ストライプに記録するプリペイド・クレジット・カードと
は異なり、eパースは金額を実際にメモリー・チップにプールします。

FATF の2006年報告書によると、これらの決済システムの利用は過去10年間でかなり減少してきて
います。唯一、独系のゲルトカルテ（German GeldKarte）だけは、複数の法域（司法権の異なる国
や地域）－ドイツおよびルクセンブルグ－で使用されています。金額の上限は、200ユーロ（$254
ドル）となっています。

FATF の2006年報告書では、次のような潜在的なリスク要因を識別しています。
■無記名のカード所有者
■無記名の入金、資金へのアクセス
■高い金額の上限
■取引記録がないこと

新たな支払技術を悪用したマネー・ローンダリング対策には、以下があります。
■スマート・カードの機能と容量に制限を設ける（利用限度額や、一定期間中の総取引高、

1人あたりのスマート・カードの数等）。
■新たな支払技術を金融機関および銀行口座にリンクさせる。
■関連記録の検証、文書化、捜査当局による押収を可能にするため、記録保持手続きの基準

を設ける。
■上記の対策に関する、国際的な基準を確立する。

真の受益者を隠すためデザインされた仕組みと
マネー・ローンダリングのリスク
シェル会社

マネー・ローンダリングを促進するためのシェル会社やシェルフ・カンパニー（Shelf Company）の
利用は、これまでもよく取り上げられている犯罪類型です。

FATFによる定義は以下のとおりです。
シェルフ・カンパニー（Shelf…Company）：活動がない会社。設立され、商品のように“棚”の上

に置かれた状態となっている。この会社は、通常、新規に会社を設立するよりも既存の会社を購入した
いと考える者に売却される。
シェル会社：法人として設立されるが、その時点で、資産を持たない、もしくは運営がなされていな

い会社。
2006年10月に、FATFは、「信託や企業関連のサービス・プロバイダー（TCSP）を含めた企業事
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業体の不正使用」（the Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service 
Providers）と題した報告書を公表しました。FATFによると、特に懸念されるのは、一部の法域（司
法権の異なる国や地域）で企業事業体の設立および解散が容易にでき、合法的な目的（事業のファイ
ナンス、企業の吸収や合併、不動産や税金の管理等）だけでなく、金融犯罪に関わる者による資金源
や企業事業体所有者構造を隠すための不正使用でした。シェル会社は、オンショア、オフショアのどち
らにも設立することができ、その所有者の構造には、複数の形式があります。株式は、自然人、法人の
どちらに対しても発行することができ、また、記名式、無記名式のどちらでも発行することができます。
さらに、単一の目的のため、または単一の資産の保有のために設立される会社もあれば、多目的事業
体として設立される会社もあります。

FATFが、非協力的な国および地域に対する取り組みの一環として、マネー・ローンダリングの防止
および検知システムを損なう規制および慣例についてレビューを実施した際、特に以下について確認し
ました。

シェル会社とその名義人（被指名者）
は、犯罪収益、特に、贈収賄の洗浄に広
く利用されます（例えば、不正資金の蓄
積）。したがって、その会社の身元を証明す
る情報および真の受益者についての情報を
入手し共有することは、マネー・ローンダリ
ングの防止および処罰の責を負う関係当局
にとって、極めて重要です。

2001年の「カナダにおけるマネー・ローンダリング：王室カナダ騎馬警察 （RCMP）事例の分析」
（Money Laundering in Canada: An Analysis of RCMP Cases）と題された報告書には、マ
ネー・ローンダリング目的で会社の設立または管理を行う理由が4つ述べられています。

1. 犯罪で得た現金収益を、会社を利用することで別の資産に換えることができます。これ
は、ハード・アセット（金や絵画等の有形資産）を扱う事業に投資をする場合に特に顕著
です。

2. シェル会社を利用することによって、マネー・ローンダラーは、違法な資金が、合法な資
金源から生み出されたものであるかのように見せかけることができます。一度会社を設立
してしまえば、商業用の口座を銀行やその他の金融機関に開設することができます。通
例、大量の現金取引を扱う事業（例えば小売店、レストラン、バー、ゲーム・センター、
ガソリンスタンド、食料品店、等）は、マネー・ローンダラーにとって特に都合がよいも
のです。違法な資金は、合法的な収益として銀行口座に預け入れが可能です。違法な資
金のみを預ける場合もあれば、事業から合法的に得られた収益と混ぜて預け入れする場合
もあります。さらに会社はコミュニティにおける合法的な求人先を犯罪者に提供すること
で、社会的に立派なイメージを醸成します。

無記名式債券および無記名式株
券、もしくは “無記名株式 ”は、

表面上、その所有権は “ 持参人 ” にあ
るため、マネー・ローンダリングの主
要な手段となっています。
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例
　　ある小さなピザ店の顧客は1日あたりわずか10人でした。その店の帳簿によると、突然

に、顧客が1日あたり数百人になりました。実は、依然として1日あたり10人しか入って
おらず、実体的には何も変わっていません。あるホテルは、帳簿によると驚異的な売り上
げを記録しているものの、実際にはほとんど宿泊客が入っていません。しかしながら稼働
率は、ほぼ100%になっています。

典型的な犯罪者は無駄に資金を使うことを好まないので、このようなタイプのフロント企業の場合、
費用がこれまでと変わらないにもかかわらず、収益が急増します。上記のピザ店の場合、1日あたりの顧
客が突然数百人に増えたにもかかわらず、帳簿には、依然として10人分の費用（食材や人件費等）し
か記録していません。

このような偽装手口で、違法に得た資金が事業に投入され、不正資金による偽装収益が作り出され
ます。違法に得た資金は、フロント企業から得られた収益であるように見せかけることによって洗浄され
ます。犯罪者は、その収益にかかる税金を納めます。

一般的に、フロント企業 の収益に合法的な収益が含まれていることもありますが、収益全体が犯罪
で得た資金の場合もあります。そうなると、本物の事業は、もはや存在しないことになります。このよう
な場合は、犯罪者が、製造から卸売り、小売までといった、縦の事業の流れ全体を支配している可能
性があります。

3. 一度フロント企業を設立すると、マネー・ローンダリングを推進するために、合法的な取
引および／または偽装取引を、幅広く行うことが可能になります。例えば、犯罪者の管理
下にある会社間で貸し付けを行う、見せかけの費用または給与を支払う、商品またはサー
ビスの代金を装って違法な資金を移動する、会社の株を一般に売り出す、シェル会社が抵
当権付き住宅ローンを組んだように見せかけて、犯罪から得た資金で不動産を購入する、
等の取引です。フロント企業は、犯罪組織やその他のマネー・ローンダリングを行う組織
の媒体として、柔軟にマネー・ローンダラーの特定の目的に応じます。例えば、不動産を
通してマネー・ローンダリングを行う犯罪組織は、不動産にアクセスしやすくするため
に、不動産代理店や住宅ローン業者、開発会社、建設会社等を設立します。

4. フロント企業を利用すると、犯罪者が所有者であることを隠蔽することができます。表向
きの名義人を、所有者、取締役、役員、株主等にすることができます。カナダで会社を設
立する場合、タックス・ヘイブンに本拠地を置く会社の子会社として設立することが可能
です。タックス・ヘイブンの国々では、情報の機密性や開示に関する厳格な法律があり、
そのため、会社の所有者に関する調査が大幅に阻害されています。会社は、不動産等の資
産を会社名義で登録することにより、その資産を犯罪者が所有していることを隠すために
も利用されます。

一般的に、シェル会社は、犯罪組織によって合法的に設立および登記されますが、マネー・ローン
ダリング以外に実質的な事業を行っていないケースが多くみられます。会社は、弁護士、会計士、業
務代行会社によって“棚（シェルフ：Shelf）から”買い取られて利用されることが多く、マネー・ローン
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ダリングのための便利な媒体になっています。会社を利用すれば、資金の真の受益者が誰であるかを
隠すことができます。会社がオフショアにあるため、あるいは情報の機密を主張する職業専門家によって
管理されているため、法執行機関が会社の記録にアクセスすることが、一層困難になることが多々あり
ます。そして、これらの専門家は、離れた場所から匿名で出される指示に基づいて会社を運営していま
す。シェル会社は、わずかな開業資金で、かつ合法的な事業の実体がなくとも、容易に設立可能です。

犯罪に関与する企業は、違法な資金を洗浄するために、実体のある事業者を利用することもありま
す。これらの事業者は、シェル会社とは異なり、産業、卸売、小売、サービス等を消費者に提供し、
合法的に運営されています。

シェル会社や合法的な会社が設立されると、その会社の主たる目的は、犯罪収益を合法的なものと
して主張することや、犯罪収益を合法的な利益と混ぜることになります（多くの場合、商業用の銀行口
座に預けられます）。

カナダの報告書は、犯罪者が支配する会社に関連したマネー・ローンダリングの手口について述べて
います。

■会社の所有者または取締役に名義人を利用—会社と犯罪者とのつながりを分かりにくくす
るために、表向きには名義人を会社の所有者、役員、取締役等にしておきます。名義人に
は、前科のない人間を選ぶことが多いのですが、前科がある場合もあります。弁護士が会
社設立の手続きをした場合、その弁護士の名前で登記されることがよくあります。
■レイヤリング —場合によっては、設立された多数の会社が、様々な階層の所有者でつな

がっていることがあります。この場合、書類上の記録を曖昧にしながら、犯罪者である所
有者を隠蔽し、会社間で違法な資金移動を進めることができます。
■ローン —犯罪収益を犯罪者の支配する会社へ融資することで、資金洗浄が可能です。前

述のカナダの報告書によると、次のような事例がありました。トロントの麻薬密売人が、
シェル会社名義の銀行口座に50万ドルを保有していました。この資金は、犯罪組織が運
営するレストランに再投資されましたが、レストランには100万ドルのコストを要しま
した。まず、頭金の5万ドルは、合法的な資金で払い込まれ、適正に申告されました。次
に、銀行との交渉で、45万ドルのモーゲージローンを組みました。残りの50万ドルは、
犯罪組織のシェル会社の銀行口座から“借りた”ことにしました。この50万ドルは、疑い
がかからないようにするために、再投資されたのです。
■架空の事業費…／…偽の請求書 —犯罪者の企業が、様々な法域（司法権の異なる国や地域）

における事業体を支配するようになると、“二重請求”と呼ばれるマネー・ローンダリング
の手口を使えるようになると、前述のカナダの報告書が述べています。まず、オフショ
ア会社が、カナダにある自分の子会社に商品を注文し、代金はカナダの子会社の銀行口座
に全額送金します。会社は両方とも犯罪組織が所有しているので、商品に対する“支払い”
は、実はカナダから秘かに持ち出した違法な資金を、カナダに戻しているのです。さら
に、カナダの会社が、高額の商品代金を請求されていれば、会社の帳簿上、利益が減り、
納税の支払額はより低くなります。このことは、また逆の場合にも利用できます。オフ
ショア会社がカナダの会社から、高すぎる価格で商品を購入します。そして、真の価格と
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高すぎる価格との差額を、タックス・ヘイブンにある番号口座に預け入れます。
■事業の売却 —犯罪者は、事業を売却する際に合法的な資金源や資本を入手します。事業

を売却することで、違法な資金を循環させることができます。また、事業を売却すること
による別のメリットは、表向きにしっかりしたキャッシュ・フローを示すことにより、投
資を考える人々にとって魅力的な事業であると思わせ、高い価格で売ることができること
です。
■すでに犯罪組織が所有している会社の買収 —マネー・ローンダリングの有効な手法とし

て、犯罪組織がすでに所有している会社を“購入する“というものがあります。この手法
は、海外のタックス・ヘイブンに隠していた違法資金を、もとの国に戻したい場合に、最
も頻繁に使用されます。オフショアにある犯罪収益で、犯罪組織が所有する会社を買いま
す。この方法で、マネー・ローンダラーは、多額の金をカナダにうまく戻すことができま
す。企業が不自然なほどの高値で買われることがよくあります。その不自然な価格と、真
の市場価格との差額分は、タックス・ヘイブンにある海外子会社の銀行口座に預け入れら
れます。また、カナダの会社が、不自然に低い価格で売却されるという、逆の取引も行わ
れる可能性があります。
■見せかけの給与の支払い —  犯罪から得た資金を合法的な事業収益のように偽装すること

に加えて、犯罪者の支配下にある会社は、給与を支払うことで、犯罪に加担する者たちを
合法化しようとします。マネー・ローンダリングのプロセスの中で、給与の小切手が“従
業員”によってサインされ、会社に戻されているケースもありました。

こういったシェル会社の株は、株券の持参人が誰であっても所有者であると主張できる、無記名株式
で発行されることがあります。タックス・ヘイブンの国々は、秘密法（Secrecy Laws）が厳しいため、
シェル会社の真の所有者を隠すのに、より都合がよいといえます。

信託

2000-2001年のFATF犯罪類型報告書の中で、信託は、1人あるいは複数の人物（“受益者”）の
利益のために、もしくは、特定の目的のために、資産が別の人物（“受託者”）の管理下に置かれると
きに、ある人物（“委託者”）が“生前”または死亡時に、設定する法的な関係である、と定義されてい
ます。信託には、第4の関係者である信託保護者が置かれる場合があります。信託保護者は、信託が
保有する資産を、受託者が委託者の意思に従って管理あるいは処分することを確実にするために、委
託者によって任命されます。

オンショアでもオフショアでも、マネー・ローンダリングとの関連で、信託口座の重要性を過小評価す
べきではありません。汚れた資金を、より疑わしくない資産に換える最初のステップの一部分として、信
託口座が利用される可能性があります。信託口座は、資金やその他の資産を犯罪者が所有していること
を隠すのにも役立ちます。また、信託口座は、不動産、シェル会社、実際に活動を行っている会社、
名義人、犯罪収益の預け入れおよび移動等の、マネー・ローンダリングの他の媒体およびテクニック
を、本質的に関連させる場合も多 あ々ります。
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信託は匿名性が高いものであり、法域（司法権の異なる国や地域）によっては、厳しい秘密保持の
規制によって守られ、信託資産の真の所有者や受益者を隠すのに好都合です。合法的な債権者に対し
て資産を隠したり、裁判所の命令による差し押さえから資産を守ったり、資金の流れがマネー・ローン
ダリングや脱税につながっているのを隠すためにも、信託が利用されます。

マネー・ローンダリングの過程で、信託の受益者への支払が利用されることがあります。それは、こ
のような支払は、資産移転やサービス提供の対価として正当性を説明する必要がないからです。

弁護士は、依頼人の資金や“信託”資産を保有することにより、名義人としての役割を果たすことがよ
くあります。その場合、弁護士は、依頼人の問題を処理および管理できることになります。犯罪者、名
義人、犯罪者の管理下にある会社等の名前で設置されたファイルの中にある、弁護士事務所の一般信
託口座に不正な資金が置かれている場合もあります。また、信託口座は資産に関する支払回収または
支払を、依頼人の代理で行うという、弁護士の通常の義務履行において利用されます。

無記名式の債券および有価証券

無記名式債券および無記名式株券、もしくは“無記名株式”は、表面上その所有権が“持参人”にあ
るため、マネー・ローンダリングの主要な手段となっています。無記名式の有価証券には所有者の登録
がないため、その債券や株券を物理的に渡すことによって、譲渡が完了します。

無記名株式は、合法的な所有者をいくらでも偽装することができます。これを防止するため、FATF
は40の勧告の見直しの中で、金融機関の従業者が、無記名株式の発行や受入れもしくは信託の設定
の前に、真の受益者の身元に関して、より多くの質問をするよう提言しています。FATFの提言では、具
体的な質問については特定していません。金融機関は、関連する情報の記録を保管し、必要に応じて
法執行機関と適切に情報を共有すべきです。

FATFの加盟国の中には、無記名株式の発行を認めており、また、帳簿上での株式の移転による売
買を合法としている国もあります。また、無記名株式は、税負担を最適化する目的で、所有者を隠すた
めにも利用されている、とする情報もあります。

無記名式の小切手は、無条件に支払を要求できるもので（流通証券）、金融機関は無記名式の小
切手の提示を受けると、紙面上に指定された受取人ではなく、その小切手の持参人に支払を行わなけ
ればなりません。無記名式の小切手は、多くの国々で使われています。国際的な慣習では、その取引
が一定の金額を超えるものでない限り、金融機関は通常、無記名式小切手を提示した人物の身元を確
認する義務はありません。また、無記名式でない小切手についても、本来の受取人が裏書きをした場
合には、持参人に対して支払われる無記名式小切手になることがあります。

テロ資金供与

各国は次々に、その多くはオサマ・ビン・ラディン（Osama bin Laden）が率いるテロリスト・グ
ループ、またはその他のテロリスト・グループにつながる銀行口座に関する国際的な捜査に影響を受け
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た結果、テロリズムに資金を供給する金融ネットワークの内部要素を壊すために全力を注いできました。
2001年9月11日のテロ攻撃の後、先進7カ国グループ（G-7）の財務相らは、2001年10月7日にワ

シントンD.C.で会合を開き、把握しているテロリストの資産を凍結するよう、すべての国に対して促しま
した。それ以来、多くの国が、当局がテロとの関連を疑っている個人および組織の情報を金融機関に
与えて警告することにより、テロ資金供与の阻止に向けた協力に尽力してきました。

G-7各国は、国際的なマネー・ローンダリングへの対抗を目的として1989年に設立され、パリに本拠
地を置く金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）（国際基準の章を参照）を招
集し、2001年10月29日にワシントンD.C.で“特別総会”を開きました。

テロ資金供与とマネー・ローンダリングの相違点と類似点

今日、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与は、同時に語られることが多いのですが、この2つ
の間には決定的に重要な相違があることは、あまり認識されていません。事業者が導入すべき対策で
さえ、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の両方に対する対策として機能するように作られてい
ます。金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）による2002年の「テロ資金供
与の検知に関する金融機関へのガイダンス」（Guidance for Financial Institutions on Detecting 
Terrorist Financing）に記載された、テロ資金供与の可能性を示す指標も、マネー・ローンダリング
対策としてすでに確立されているものと大きく異なってはいません。

しかし、この2つは別の犯罪です。テロリストの活動を識別するのに役立つような財務上のプロファイ
ルはまだ存在しませんが、コンプライアンス担当者が相違を理解し、マネー・ローンダリングと疑わしい
テロ資金活動とを区別するのに有効で重要な相違点は存在します。

テロ資金供与とマネー・ローンダリングの最も基本的な相違は、問題の資金がどこから出ているかと
いうことに関係しています。テロ資金供与は、違法な政治的な目的のために資金を使用しますが、資金
自体は、違法に生み出されたものとは限りません。一方、マネー・ローンダリングには、違法な行為か
ら得た資金が絡んでいます。マネー・ローンダリングの目的は、その資金を合法的に使えるようにするこ
とです。

ジェイムス・リチャーズ（James Richards）は、2005年3月に開かれた、マネー・ローンダリング・
アラート（Money Laundering Alert）の第10回年次国際会議におけるプレゼンテーションで、一部
の相違点について説明しました。彼は、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）の元マネー・
ローンダリング対策責任者であり、現在はウェルズ・ファーゴ（Wells Fargo）に在籍しています。彼の
分析に基づき、そして、これらの犯罪の検知を支援する目的で、以下に、世界的に問題になっている2
つの犯罪の相違点に関する詳細な分析を紹介します。

テロリストの資金源は合法的なものであることが多く、このことから、マネー・ローンダリング対策を
テロ資金供与に適用すると、重要な法的問題が生じます。国によっては、テロ資金供与は、マネー・
ローンダリングの定義の中にまだ含まれておらず、また、マネー・ローンダリングの前提犯罪として扱わ
れない場合があります。したがって、こういった国ではマネー・ローンダリングの防止および抑制の対策
をテロ資金供与に対して適用できない可能性があります。
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技術的な面からみると、テロリストのマネー・ローンダリングの手口と、それ以外の犯罪組織のマ
ネー・ローンダリングの手口は似通っています。合法的に得た資金に洗浄は不要である、というのは一
見論理的に思えますが、テロリスト・グループにとっては、彼らと合法的な資金源とのつながりを偽る必
要があるのです。それを実行する過程で、テロリストは、犯罪組織の手法に似た手法を使います。例え
ば、現金密輸、ストラクチャリング、通貨代替物（Monetary Instrument）の購入、電信送金、デビッ
ト・カードやクレジット・カードの利用等です。ハワラ・システムも、テロリストに関係する資金を移動す
るのに、一定の役割を果たしています。また、テロリスト・グループのために集められた資金は、通常は
ごく一般的な費用（食費および賃料等）に使われ、直接にテロ活動自体に使われることはありません。

テロ資金供与の検知

合衆国に対するテロ攻撃に関する連邦調査委員会（National Commission on Terrorist Attacks 
Upon the United States）は、2004年の「テロ資金供与に関する学術論文」（Monograph on 

マネー・ローンダリング テロ資金供与
動機 ■利益 ■イデオロギーに関するもの

資金源 ■犯罪組織において内部で入手 ■ 自ら資金を供与するグループ内部
で入手　（犯罪活動を中心に集
められる傾向にある）

■ 後援者、資金調達者等外部か
ら入手

ルート ■公式の金融システムが好まれる ■ キャッシュ・クーリエあるいは、非
公式な金融システム、例えば、
ハワラ、両替所等

発見のポイント ■ 顧客の財務状況または想定され
る活動からみて不自然にみえる預
け入れ等、何らかの関係を示唆
する、疑わしい取引

■ 関係のなさそうな相手との電信送
金等、取引関係に結びつく、疑
わしい関係

取引金額 ■ 金額は大きく、報告の対象となら
ないように、小分けにされること
が多い

■ 金額は小さく、通常、報告の対
象とならない金額である

金融活動 ■ 取引関係が複雑であり、シェル
会社、フロント会社、無記名株
式、オフショアの銀行秘密ヘイブ
ンなどが関係する

■ 米国9/11委員会によると、作
戦に配備されたテロリストを識別
するための、実務的な財務特性
は把握されていない

資金の流れ ■ 循環的　資金はそれを生み出し
た人物のところへ戻る

■ 直線的　生み出された資金は、
テロリスト・グループやテロ活動
を広めるために使われる

出典：ジェームズ・R・リチャーズ（James R. Richards）
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Terrorist Financing）の中で、9 ／ 11同時多発テロのハイジャック犯も、彼らを財務面で支援した者
たちも、国際金融システムの利用については専門家ではなかったと述べています。彼らは、犯人同士、
または犯人と支援者を結びつける書類の証拠を残しています。それにもかかわらず、彼らは大量殺人に
専念しているテロリストであることはもちろんのこと、犯罪者であることすら露見することなく広大な国際
金融システムの中に紛れ込んだのです。当時のマネー・ローンダリング対策は、麻薬密輸と大規模な金
融詐欺に集中しており、ハイジャック犯らの取引を発見することができませんでした。そもそも、当時の
対策はハイジャック犯らが行っていたような日常的な取引を検知または阻止することを意図していません
でしたし、また実際そのような取引を検知または阻止することはできませんでした。

実例
　　9・11テロのハイジャック犯たちは、彼らの資金を保有、移動、回収するために、米国と

外国の金融機関を利用しました。彼らは主に、電信送金および、海外から持ち込んだ現金ま
たはトラベラーズ・チェックの預け入れにより、米国の口座に資金を預けました。彼らの中
には、海外の口座に資金を保有し、ATMやクレジット・カードを利用して米国から口座に
アクセスしている者もいました。犯人たちは、ドイツやアラブ首長国連邦の支援者から資金
を受け取りました。また、彼らは米国に来る前にパキスタンを通過した際、カリド・シー
ク・モハメド（Khalid Sheikh Mohamed） （KSM） から直接資金を受け取りました。この計
画には、アルカイダ（Al Qaeda） が40-50万ドル程度の資金を出していると見られ、そのう
ちのおよそ30万ドルが犯人たちの米国の銀行口座を経由しています。犯人たちは、テロ攻
撃前におよそ26,000ドルをUAEのある支援者に返しています。米国滞在中、犯人たちの資
金使途は主に、飛行機の操縦訓練、旅費、生活費（住居、食費、車、自動車保険等）でし
た。さらなる捜査の結果、米国内には主たる財政支援の資金源はなかったことが明らかにな
りました。

　　入手した金融情報を再構成した結果、米国内国歳入庁（Internal Revenue Service：
IRS）と連邦捜査局（Federal Bureau of Investigation：FBI）は、9・11テロのハイジャッ
ク犯たちが、どのように資金を受け取り、資金はどのように口座から引き出されたかを立証
しました。　

　　19人のハイジャック犯は、24の国内の銀行口座を4つの別々の銀行に開設しました。以下
の財務上のプロファイルは、犯人らの国内の口座を調べて明らかになったものです。

口座の特徴：
　■口座は、平均3,000-5,000ドルの、現金または現金等価物を預けて開設された。
　■口座開設に使われた身分証明書は、外国の政府が発行したビザであった。
　■口座は、米国への入国後30日以内に開設された。
　■すべての口座が、デビット・カード付きの通常の当座預金であった。
　■犯人らは、3または4人のグループで口座を開設する傾向があった。
　■口座のうちいくつかは、共同口座であった。
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　■住所のほとんどが定住所ではなく（メールボックス等）、しかも頻繁に変更されていた。
　■犯人たちは、口座の開設に同一の住所／電話番号を使うことが多かった。
　■普通預金口座や、貸金庫の利用はなかった。
　■犯人たちは、大規模で有名な銀行の支店に口座を開設した。
　■犯人のうち12人が、同じ銀行に口座を開設した。

取引の特徴
■いくつかの口座は、アラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア、ドイツ等の外国との

少額の電信送金による直接受領／送金を行っていた。
■犯人らは、デビット・カードでの利用上限額を超える現金を引き出そうとしたことが、

何度もあった。
■デビット・カードからの引き出し率が高かった。
■小切手を切った割合は少なかった。
■残高照会の回数が多かった。
■預け入れが行われると、すぐに引き出された。
■預け入れ／引き出しのタイミングに明確なパターンがなかった。
■口座の取引に、家賃、光熱費、自動車関係、保険等の生活費の動きがみられなかった。
■日常の支出に対する資金供与は、取引からは明らかにならなかった。
■取引全般が、報告対象未満の金額で行われていた。
■口座へ資金供与は、現金および海外からの電信送金で行われていた。
■ATMでの取引は、複数のハイジャック犯がその場に居合わせるかたちで行われていた

（同一のATMで、数人のハイジャック犯が続けて取引を行った）。
■口座の所有者でない犯人が、デビット・カードを使用していた。

国際的な活動：
■3人のハイジャック犯は、UAEの銀行で外国の当座預金口座（Checking Account）と

クレジット・カード口座を開設することによって、資金調達を補完した。
■米国にいる間、2人のハイジャック犯は身元不明の個人を使って預金を預け入れた。
■4つの航空便のハイジャック犯全員が、海外でトラベラーズ・チェックを購入して米国

に持ち込み、その一部を米国の当座預金口座（Checking Account）に預金した。
■米国に移った後も、4人のうち3人のハイジャック犯（パイロットおよびリーダー）は、

ドイツにある銀行口座を保有し続けた。
■2人のハイジャック犯（パイロットおよびリーダー）は、ドイツの銀行でクレジット・

カードを発行し、米国に移った後もそのカードを保有していた。
■ハイジャック犯（パイロットおよびリーダー）の1人は、1998年と1999年の間、自身

のドイツの銀行口座に、相当な額の資金を電信送金で、1人の人物から受け取っていた。
■1999年、前述のハイジャック犯がUAEで口座を開き、彼のドイツの口座に送金してい
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た人物に口座の代理権を与えた。
■15カ月の間に、前述のハイジャック犯のUAEの口座から、$100,000ドル以上がドイツ

の口座に振り込まれた。
テロ資金供与という不透明な分野を徹底的に調査し、世界中の金融業界に勧告を提示する目的

で、FATFはテロリズムを資金援助する際に使われる技術やメカニズムを特定するガイダンスを発表しま
した。2002年4月24日に公表された、「テロの資金供与の検知に関する金融機関へのガイダンス」（ 
Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing）と題された報告書は、テ
ロ資金供与の一般的な特徴について述べています。その目的は、ある取引が更なる精査に値するのか
を金融機関が判断する手助けをし、その結果、金融機関がテロリスト活動に関与する資金取引を識別
し、必要に応じて報告を行うことにより、このような取引を最終的に回避することです。FATFによると、
金融機関は潜在的に疑わしい取引を見極める上で、“合理的な判断”を下すように提案しています。テロ
資金供与のパイプ役となるのを避けるため、金融機関は以下の例を参照するように言われています。

■以前の疑わしい取引の届出によって、テロ容疑者と関係が明らかになっている者のために、
隠れ蓑として口座が使用される場合

■テロ容疑者のリスト、例えば国連安全保障理事会が発行するアフガニスタンのテロ容疑者リ
スト等に、口座保有者の名前が表示されている場合

■以前、疑わしい取引の届出の対象になっていた会社で、短期間に多くの資金移動がその会社
を通じて行われる場合

■非営利団体の口座に多額の現金預け入れが頻繁に行われる場合
■名義人の給料に比べて、口座が頻繁に利用される場合
■銀行取引と口座保有者の事業の性質に、明確な関係性が欠如している場合
FATFは、これらのシナリオを念頭に、長期間入出金のない少額の口座が突如電信送金を受け、最

終的に送金の全額がなくなるまで、現金の引き出しが毎日行われる場合や、要求された情報の提供に
顧客が協力しない等、古典的なマネー・ローンダリングの特徴に注意を払うよう、金融機関に対して呼
びかけています。

ハワラやその他の非公式な価値移転システム
（Informal Value Transfer Systems：IVTS）

ハワラ、フンディ、もしくは“地下銀行”（Underground Banking）と呼ばれるものは、代替的送
金システム（Alternative Remittance System）、もしくは、非公式な価値移転システム（Informal 
Value Transfer System：IVTS）を指します。アフリカやアジア等の民族グループとの関係が強く、一
般的に、合法的にに存在する銀行システム（Banking System）外での国際的な送金サービスを提供
します。また、これらのシステムは、大部分において、取引相手間の信頼によって成り立っています。

ハワラとは、西洋の金融システムが誕生する何世紀も前に、安全で便利な資金移動を促進するため
にインドと中国で発展しました。資金を自国に送りたい貿易商人は、貿易業を営むハワラの“銀行家”に
資金を預けました。その銀行家はわずかな手数料を取り、海外にいる、通常、同じく貿易業を営む別
のハワラの“銀行家”からその資金を引き出せるように手配します。これらの銀行家は普段の貿易の過程
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を通じて、取引を決済します。
このプロセスは現在も使われており、世界中にいる実業家が企業の口座を使って第三者のために他国

への送金を行います。これにより、入出金が従来の金融機関ではなくハワラ業者を通して行われます。
多くの第三者は移民であり、電信送金にかかる銀行手数料を避けるために、少額の金銭をハワラを通
じて自国に送ろうとします。マネー・ローンダリング対策が世界中で広がる中、政府の監督を受けずに
運営されているハワラの利用は、マネー・ローンダラーやテロリストにとって、魅力を増していると考えら
れています。

この方法は、不正な資金と合法な資金の両方を移動するために利用することができます。ハワラがマ
ネー・ローンダラーにとって魅力的なのは、事実上、書面の証拠をほとんど残さないことです。通常、
資金を受領する顧客の最小限の情報がハワラ・ブローカーの間でファクシミリによって伝達され、顧客
は取引の末端に位置するハワラ・ブローカーから資金を受け取ります。

インターポールから提供された次の図は、代替的送金における基本的な情報伝達および支払の手順
を示しています。

ハワラは送金システムであるため、マネー・ローンダリングのどの段階においても使われます。まず、
ハワラは有効なプレイスメントの手口となります。ハワラ業者が現金を受け取る場合、その現金を銀行口

依頼者 /送金者依頼者 /送金者 ハワラの銀行員ハワラの銀行員

受領者受領者 ハワラの銀行員ハワラの銀行員

外国
（アジア /太平洋または海外）

外国
（アジア /太平洋または海外）

本国
（アジア /太平洋）

本国
（アジア /太平洋）

依頼者は、現地のハワラの銀行員に連絡をとる。外
貨で 10,000 米ドル相当の本国への送金を依頼する。
依頼者は、銀行に 10,000 米ドルを支払い、資金受
領用のコード番号（コレクション・コード）を受け
取る。少額の手数料、または外国通貨に換えるとき
の有利なレートが、銀行の利益となる。

受領者は、資金受領用のコード番号を示す。現地ハワラの
私的な現金準備の中から、10,000 米ドル相当の現地通貨
を、受領者に支払う。

10,000 米ドルの
貸借が、銀行同士
の間に生じる。こ
れは、将来の取引
や、相互の送金に
よって決済される。

11

送金金額と送金先が通知される送金金額と送金先が通知される
資金受領用のコード番号が通知される資金受領用のコード番号が通知される

44

33 22

55

ハワラ

出典：インターポール（国際刑事警察機構）
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座に預け入れます。銀行には、合法的な事業による収益であると、預金の正当性を説明します。また、
受領した現金のいくらかを事業の費用として支払うことにより、銀行口座に預け入れる現金を減らす場合
もあります。

また、多くのレイヤリングに見られる要素に、書類の証拠を残さずに、資金をある口座から別の口座
に移動させることがあります。基本的なハワラ送金では書類の証拠がほとんど残らず、ハワラ送金が何
重にも重ねられると、追跡がより困難になります。この方法は、複数の国に及ぶハワラ業者を使って行
われます。

ハワラの手法を用いると、資金を実質どのような形にも変えることができるため、インテグレイション
の段階で、見た目の合法性を与えるのに役に立ちます。例えば、資金が合法もしくは合法に見える事業
に再投資されます。ハワラ業者は、事業投資の一環として、米国からパキスタン、パキスタンから米国
と、容易に資金を移動することができます。

テロ資金供与を行う者にとってハワラが魅力なのは、公式な金融機関とは異なり、政府の監督対象
になる可能性がなく、標準の形式で詳細な記録を残さないためです。ハワラ業者に台帳はありますが、
多くの場合、独特の速記で書かれており、短期間しか保管されません。

アルカイダは9・11以前に、ハワラを利用して資金の多くを移動していました。アルカイダが1996年
にアフガニスタンに移った時、アフガニスタンの銀行システムは信頼に足るものではなかったため、ハワ
ラ以外の選択肢がなかったのです。ビン・ラディン（Bin Laden）は、資金を効率よく送金するため
に、パキスタン、ドバイ、そして中東全域に渡って張り巡らされたハワラのネットワークを利用していまし
た。アルカイダは、アルカイダの資金源およびその目的を知っていたとされる12人程度のハワラ業者を
利用しました。アルカイダはまた、アルカイダと取引をしていると強く疑いながらも取引に応じた、無関心
なハラワ業者も利用しました。

実例
　　アル・バルカート（Al-Barakaat）（文字通りには“祝福”という意味）は、ソマリアを中

心に世界中に販売経路を張り巡らされた送金システムであり、ソマリア政府および銀行シ
ステムの崩壊後に形づくられました。情報コミュニティによると、アル・バルカートは、
オサマ・ビン・ラディン（Osama Bin Ladin）から、活動開始のための資金を受け取り、
テロリスト・グループのアルイティハード・アルイスラミヤ（Al-Itihaad Al-Islamiya、以
下、AIAI）と密接な関係もしくは支配下にあったとされています。また、その収益の一部
がAIAIの資金に充てられ、その一部がビン・ラディンに渡されたと言われています。米国
FBIは、アル・バルカートのネットワークについて1999年初めに情報調査を行い、2000年
には刑事事件として捜査に着手しました。9・11の直後、世界中の捜査で、アル・バルカー
トの資産凍結並びに帳簿類が差し押さえられました。アラブ首長国連邦による前代未聞の協
力により、アル・バルカートの帳簿類が入手され、財務面の分析を含めたその後のFBIの調
査では、アル・バルカートとAIAIおよびビン・ラディンの関係疑惑は証明されませんでし
た。米国では、アル・バルカートの活動は刑事事件に発展することはありませんでした。
米国外国資産管理局（OFAC）は、凍結は指定の証拠基準を満たすと訴えたものの、行政命
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令によって米国で凍結された資産の大部分（と国連決議による他国の資産凍結）は結局解
除され、米国のアル・バルカート送金者が法的措置に対する訴訟を起こした後、資産は返
還されました（出典：テロ資金供与に関するモノグラフ、米国テロ攻撃国家委員会、2004
年（Monograph on Terrorist Financing, the National Commission on Terrorist Attacks 
Upon the United States, 2004））。

慈善事業もしくは非営利団体

故意か否かにかかわらず、慈善団体は、テロ目的の資金調達もしくは洗浄手段に利用されます。その
結果、特にイスラム教関係の慈善団体は、急激に寄付金が減少しているか、もしくは彼ら曰く、不公平
な調査や告発の対象になっています。

慈善団体や非営利団体はテロ資金供与に対して脆弱な、以下のような特徴を有しています。
■社会的信頼を持つ。
■相当な資金源を利用できる。
■取引が主に現金で行われる。
■世界中に拠点を持ち、テロ活動にさらされた領域内やその近隣に存在する。
■規制がほとんどないか、または全くない、あるいは、設立の妨げとなる障害が少ない。

合法的な非営利団体が、テロ関連の事業体との関係を避けて公的信頼を取り戻すために、金融活
動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、非営利団体の濫用に対抗するのためのベ
スト・プラクティスについてのガイドラインを2002年に発表しました。ガイドラインは、テロ資金供与に
関するFATF特別勧告に関連するもので、銀行口座および海外支社の管理および会計まで、慈善活動
運営の全段階を網羅しています。非営利団体に対して、FATFは次のように勧告しています。

■すべての費用の内訳を示した全体予算プログラムを作成し、いつでも提示できるようにし
ておくこと。

■独立した内部監査および外部監査を行うこと。後者については、資金が、意図された目的
のために使われていることを確認すること。

FATFは、慈善団体に対して、資金を銀行規制や銀行管理下において、正式な銀行口座を利用した
資金の蓄積や移動を行うよう勧告しています。口座が開設された銀行では、非営利団体をその他の顧
客と同等に扱うことで、銀行の顧客確認（Know Your Customer：KYC）の規程を適用し、疑わし
い活動を報告することができるようになります。

まとめ

マネー・ローンダリングは、違法な行為から得られた資金を、合法的な資金源から派生したかのよう
に装い、金融システム内を移動させる場合に発生します。

マネー・ローンダリングには通常、3つの段階が存在し、それぞれ、プレイスメント、レイヤリング、お
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よびインテグレイション、と呼ばれます。プレイスメントの段階では、現金や現金同等物が金融システム
に投入されます。レイヤリングの段階では、資金源を曖昧にする一連の金融取引を通して、資金が別の
口座に送金もしくは移動されます。最後に、インテグレイションの段階では、資金が経済に再び投入さ
れ、まるで合法的な資金源によってもたらされたかのように見せかけます。

マネー・ローンダリングは、犯罪や汚職の増加、合法的な民間部門の弱体化等、経済および社会
的な影響を及ぼします。

マネー・ローンダリングには、テロやテロ組織の支援を目的とした資金の移動も含まれます。この場
合の資金源は、合法的もしくは非合法的のどちらもありえます。仮に合法的な資金源から生じていて
も、その資金の移動は、資金源を隠蔽するために、前述のマネー・ローンダリングと同じパターンをと
る場合があります。

歴史に見られるように、銀行はマネー・ローンダリングの手段として重要な機能を果たします。この章
では、電子資金決済、コルレス銀行口座、ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：
PTA）、プライベート・バンキング等、銀行やその他の預金機関を介したマネー・ローンダリングにつ
いて、特に危険な領域の説明を行ってきました。ノンバンク取引を介した犯罪収益の使用に関するいく
つかの事例によって、自動車販売業者、送金ビジネス、証券、および保険業界等の他の業界を、マ
ネー・ローンダリング対策の傘下に含めるべきであるとの強い議論が提起されています。

プリペイド・カード、オンライン・バンキング、およびEキャッシュ（E-cash）等の新しいテクノロジー
は、新たなローンダリングの機会を提供します。オンラインの金融機関が、高いレベルの銀行の機密保
持で知られる地域にあり、口座開設に身元証明があまり必要でない、もしくは全く必要でない場合、マ
ネー・ローンダラーは、自分のパソコンから資金を移動することができます。特定のプリペイド・カード
やEキャッシュ（E-cash）のシステムも、取引に上限が設けられていないという意味で、同様のリスクを
伴います。一貫した基準や監督当局による適切なモニタリングが欠如している場合、こうした新しいテク
ノロジーが、マネー・ローンダリングに濫用される可能性があります。

復習問題

■保険業界におけるマネー・ローンダリングの兆候は何ですか。
■マネー・ローンダリングの3つの段階とは何ですか。
■マネー・ローンダリングとテロ資金供与の違いは何ですか。
■不動産を介して、どのように資金が洗浄されますか。
■プライベート・バンキングが、マネー・ローンダリングに対して脆弱な理由は何ですか。
■ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）とは何ですか。また、PTA

がマネー・ローンダリングに対して脆弱な理由は何ですか。
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●金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）

●バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking 

Supervision：BCBS）

●マネー・ローンダリングに関するEU指令

●地域的およびその他の国際的な取り組み

●国際取引に対する米国の立法および規制上の主なイニシアチブ

●まとめ

●復習問題

3章
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のコンプライアンス基準
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金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）

マネー・ローンダリング対策（Anti-Money Laundering：AML）の国際的な活動は、1989年に
先進7カ国グループがパリで年次経済サミットを開き、金融活動作業部会（Financial Action Task 
Force：FATF）を設置したことをきっかけに、急速な発展を遂げました。フランスが最初の議長国を務
めたこの多国間の政府間会合は、国際的なマネー・ローンダリングに対抗するために、組織的な取り
組みを開始しました。

当初、G-7金融活動作業部会と呼ばれていたFATFは、現在、マネー・ローンダリングに対抗する各
国政府の活動として、世界で最も重要な起爆剤の1つとして位置付けられています。最近では、IMFお
よび世界銀行もこの分野で取組みを行っており、重要な役割を果たしています。

FATFは、世界中の銀行や企業における従来の業務遂行方法に関して、重要な変化をもたらしまし
た。また、FATFは法律や政府の運営に対しても影響を与えています。

この政府間会合は、パリの経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation and 
Development：OECD）に本拠地を置いており、同機構本部にFATFの事務局があります。

加盟国とオブザーバー

1991年から1992年にかけて、FATFの加盟国は16カ国から28カ国に増えました。2000年には31カ
国に、そして2003年には、現在の33カ国に増えました。（注1）

加盟国には以下の国々が含まれています。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、
ブラジル、カナダ、デンマーク、欧州委員会、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、湾岸協力理
事会、香港（中国）、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、メキシコ、オラン
ダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア連邦、シンガポール、南アフリカ、スペイン、ス
ウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国。

オブザーバー参加の国々（注2）

■中国
■大韓民国（韓国）

加盟国として認められるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
■戦略的に重要である。
■FATF型地域体の、正式および現役のメンバーである。
■担当大臣、もしくは、同等の政治的地位にある人物が、FATFの勧告を妥当な時間内に履行し、

加盟国相互評価のプロセス（下記参照）に従う旨の政治的確約を示す文書を提出すること。
■ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を、犯罪であると定めること。金融機関に、

顧客の本人確認、顧客の記録保存、および疑わしい取引の届出を義務付けること。当該国
が、FATF勧告の1、5、10、13、FATF特別勧告のIIとIVを、完全に履行、もしくは概ね履

注1： 2010年現在、34の国・地域及び2国際機関になっています。中国・インド・韓国が追加。
注2： 2010年現在、オブザーバーではなく、正式加盟。
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行と見なされるように、効果的な金融捜査機関（Financial Investigations Unit：FIU）を
設けること。

下記の各機構は、FATFの提携機関です。
■アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（Asia/Pacific Group on Money 

Laundering：APG）
■欧州評議会マネー・ローンダリング対策評価専門家委員会（Council of Europe Select 

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measure：
MONEYVAL）- 前身は欧州会議特別委員会（PC-R-EV）

■南米金融活動作業部会（Financial Action Task Force on Money Laundering in South 
America：GAFISUD）

 下記の国際機関および国際組織は、FATFにオブザーバーのステータスを有しています。こ
れらはFATF型地域体であり、FATFと似た形式と機能を備えています。FATFの加盟国の中
には、これらの機関に加盟している国もあります。（注3）

■カリブ金融活動作業部会（Caribbean Financial Action Task Force：CFATF）
■ユーラシア・グループ（Eurasian Group：EAG）
■東部・南部アフリカ・マネー・ローンダリング対策グループ（Eastern and Southern 

Africa Anti-Money Laundering Group：ESAAMLG）
■西アフリカにおけるマネー・ローンダリング対策政府間活動グループ（Intergovernmental 

Action Group against Money-Laundering in Africa：GIABA）
■中東および北アフリカ金融活動作業部会（Middle East and North Africa Financial Action 

Task Force：MENAFATF）

目的

FATFは、下記の項目を含む、重要な課題に取り組んでいます。
1. マネー・ローンダリング対策のメッセージを世界に広める。
 FATFは、加盟国を増やし、世界の様々な地域にマネー・ローンダリング対策の地域機関を

設け、他の国際機関と協力することで、AMLおよびテロ資金供与対策のグローバルなネッ
トワークの構築を推進しています。

2. FATFの勧告が、FATF加盟国によって履行されているかをモニタリングする。
 履行のモニタリングには、2通りのアプローチがあります。

■年１回の自己評価の実行。加盟国は、勧告の遵守の実態に関する詳細な標準質問票に、回
答することを要求されます。この情報は集積および分析され、個々の国々とグループ全体
の両方で、勧告がどの程度実行されているかを評価するための基礎となります。

■より詳細な相互審査の手続き。加盟各国は、FATFの現地審査を受けます。審査の実施は、
他の加盟国の政府から派遣される、法律、財務、および法執行分野の3、4人の専門家に

注3： 2010年現在、オブザーバーではなく、Associate Member
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よって行われます。評価対象国におけるマネー・ローンダリング対策の効果的なシステム
の構築がどの程度まで進んだか、もしくはまだ改善が必要な領域があるかについて、専門
家たちが報告書を作成します。

 FATFの「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML ／ CFT）のメソドロジー」
（Anti-Money Laundering/Combating Terrorist Financing（AML/CFT）Methodology）
（2004年公表、2006年6月改訂）は、各国におけるFATFの勧告遵守状況を判断する際に
役立ちます。このメソドロジーには、FATFの40の勧告とFATF特別勧告の原則が反映さ
れています。また、FATFやFATF型地域体による相互評価、IMFおよび世界銀行による金
融セクター（部門）評価プログラム、そしてIMFによるオフショア金融センター評価プロ
グラムにおける経験に基づいたものになっています。

 FATFには、勧告に従わない加盟国に対して罰金や罰則を科す権限はありません。そのた
め、FATFの勧告の履行にはあまりインセンティブが働かないという問題があります。
1996年、FATFは、FATFの勧告を遵守できていない国々の扱いに関する新しいポリシー
を設けました。FATFはこれについて、“加盟国間のプレッシャー（Peer Pressure）を
高めることを目的とする、段階的なアプローチ”と言っています。第1段階では、その国
に、進捗に関する報告を総会で提出することを要求します。次の段階では、その国に、
FATFの理事長からの文書が届く、もしくは、FATFの上層部の派遣団の訪問を受ける可能
性があります。また、FATFは、勧告の21条を適用する可能性もあります。21条には、各
金融機関に対して、勧告を遵守しない国に本拠地を置く個人、会社および金融機関とのビ
ジネス関係や取引には特別な注意を喚起すると定められています。最後の手段として、
FATFは、その問題国の加盟国としての権利を停止することができます。

 1996年9月、トルコは、この同盟国間による“ピア・プレッシャー ”ポリシーの適用対象
となった最初のFATF加盟国となりました。1990年以降加盟しているにもかかわらず、ト
ルコは依然として、マネー・ローンダリングを犯罪と見なそうとはしていませんでした。
FATFは、トルコのマネー・ローンダリング対策が不十分であるとして、世界の各金融機
関に対し、トルコの個人や企業とのビジネス関係や取引を警戒するようにとの警告を発し
ました。その1カ月後、トルコはマネー・ローンダリングに関する法律を制定しました。
FATFは1989年以来、世界へのマネー・ローンダリング規制の浸透を大きく促進させてき
ました。FATFは、自身が推奨するAML管理を真剣に検討するよう、一部の加盟国政府に
対して説得を行っていますが、その努力は空回りしています。FATFの加盟国の中には、
世界有数の金融システムを持つ国々があり（例えば米国）、それらの国々は、多くの勧告
の導入を様子見しています。

3. マネー・ローンダリングの傾向と対策のレビュー（“犯罪類型分析”の実行）
 金融システムに地理的な限界というものがなくなり、あらゆるタイムゾーンで24時間営業

しているため、犯罪者たちは金融システムの新しい弱点を常に探し、また、FATFの加盟国
やその他の国々が導入する対策の裏をかくために、マネー・ローンダリングの手口を変化さ
せています。FATF加盟国は、FATF勧告が時勢に合ったものであることを確かめるため、マ
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ネー・ローンダリングの傾向について情報を収集しています。

1989年に設立されて以来、FATFは、5年ごとにその存続について検討しています。2004年5月に、
加盟国は組織の存続を今までで最長の8年間延長しました。このことは、FATFが、マネー・ローンダリ
ングおよびテロ資金供与にグローバルで対抗するための、恒久的な機関になる可能性を示唆します。

FATF加盟国は、FATFが2012年12月まで運営を続け、更新について再び検討することに合意しまし
た。ただし、延長された8年の期間の途中で、組織の活動と使命について見直す可能性があるとしてい
ます。

加盟国は、40の勧告およびテロ資金供与に関する8つのFATF特別勧告（注1）の見直しを引き続き行う
こと、その実行に関するガイドラインを発行することについても合意しました。これら“2セットの勧告を統
合”し、“1セットの基準”にまとめることが望ましいかどうかを考慮する、と加盟国は述べています。

FATFの40の勧告

FATFの取組みにおける重要な要素は、各国が実行すべき適切な対策の詳細なリストです。これらの
対策は、「40の勧告」として提示されています。「40の勧告」は、1990年の公表後、1996年と2003
年に改定され、2004年10月に更新されています。

この勧告は、世界中で、国内外における有効なマネー・ローンダリング対策の青写真となっていま
す。

IMFと世界銀行は、40の勧告を、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対抗するための国際
的な基準であると認識しています。IMF、世界銀行、およびFATFは、FATFの勧告の遵守を評価する
ための共通のメソドロジーについて、2002年に合意しました。

40の勧告は、マネー・ローンダリング対策の一式を示しており、次の各項目にわたっています。
■刑事司法制度と法の執行
■金融システムとその規制
■国際協力

各国は、それぞれ異なる法制度および金融制度を備えているため、マネー・ローンダリングおよびテ
ロ資金供与に対抗する手段として共通の制度を使用することができないことを、FATFは認識しています。
勧告は、各国がそれぞれ特有の環境や憲法の枠組みに沿って実行すべき最低限の行動の基準を設定
するものです。

2003年に行われた40の勧告の改訂で、FATFは違法な資金移動に対する取締りの国際的な基本方
針の範囲を拡大しました。その結果、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対抗する手段を強
化する意図で、大きな変更をもたらしました。それは、世界の大部分が、マネー・ローンダリング対策
関連規制の第一世代に対応すべく努力している段階で、政府、国際組織および民間企業に新たな圧力
を加えるものでした。

注1：  2010年現在、９つの特別勧告、2004年にキャッシュ・クーリエに関する特別勧告を追加
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40の勧告（2003年改訂）は、4つの主要な部分に分けることができます。

2003年に加えられた最も重要な変更は次のとおりです。
■対象範囲を拡大し、テロ資金供与を含むようになった。
■それぞれの国の法律で対象となるべき業務の種類を拡大し、不動産業者、貴金属販売業

者、会計士、弁護士、および信託サービス業者等を含むようになった。
■より高いリスクの顧客や取引に関する追加的な本人確認の手続きを含む、顧客の本人確認

および顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）等の問題に関するコンプライアンス
手続きを明記した。

■マネー・ローンダリングの前提犯罪について、より明確な定義を採用した。
■一般的に、オフショアの機密保持が強い地域（Offshore Secrecy Haven）に設立され、

表札と郵便受け以外にはほとんど何も有さない、いわゆる“シェル・バンク”の禁止を呼び
かけ、法人および法的取り決めについて、透明性の向上を強く求めた。

■より強い防止対策を組み込んだ。特に目立つのは、例えばテロ資金供与の捜査における国
際協力である。

2004年10月、FATF特別勧告IXの採択の際、FATFは、勧告内部での一貫性を確保するために第
19の勧告の19（a）と、第19の勧告の解釈ノートを削除しました。

40の勧告の、要旨は以下の通りです。
指定された犯罪類型：勧告の中で初めて、“指定された犯罪類型”と呼ばれる犯罪が示されました。

これはマネー・ローンダリングの前提犯罪となるもので、“これらの行為で得た資金等の隠蔽を試みるこ
とはマネー・ローンダリングの犯罪である”としています（「40の勧告」第1条と、用語集の「指定され
た犯罪類型」の定義を参照）。
犯罪の認識とその刑事責任：勧告には、マネー・ローンダリングに関する認識は、客観的な事実の

状況から推測されるという概念が含まれています。これは、ある国々では、“意図的な無関心（Willful 
Blindness）”あるいは事実認識の意図的な回避、として知られています。さらに、勧告では、法人に対

グループ トピック 勧告
Ⅰ 法制度

■犯罪の範囲、押収等の措置
1-3

Ⅱ 金融機関および非金融機関がとるべき措置
■ 顧客管理や記録管理等、非協力国への措置、規

制と監督

4-25

Ⅲ 制度上の措置
■ 関係当局の権限とリソース、法人の透明性

26-34

Ⅳ 国際協力
■ 法律上の相互援助および引き渡し、その他の協力

35-40
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しても、刑事責任、それが不可能な場合には、民事上もしくは行政上の責任を負わせるべきだとしてい
ます。
対象となる業界の拡大：改訂された勧告では、マネー・ローンダリング対策の対象分野は、金融

機関のみならず、新しい業種にまで拡大されました。マネー・ローンダリングの監視範囲の拡大は重要
な分野であり、多くの政府が、増大する不正な資金の流れに対抗するためにAML管理を行ってきまし
た。現在、FATFは次の事業者および職業専門家を監視範囲に含めています。

■カジノで、顧客が一定の額、もしくはそれを超える額の取引をする場合（少なくとも、カ
ジノの営業は免許制にすべきである。当局は、犯罪者がカジノを運営することを防止する
べきであり、また、カジノがマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の規制を満
たすように監督すべきである）。

■不動産業者で、顧客のために不動産の売買に係る取引に携わる場合。
■貴金属および宝石類を売買する業者で、一定の金額以上の現金取引を顧客と行う場合。
■弁護士、公証人、独立した法律専門家および会計士等で、顧客のために、以下の取引を準

備もしくは実行する場合。 不動産の売買、顧客の資金、有価証券もしくはその他の資産
の管理、銀行口座、預金口座もしくは証券口座の管理、会社の設立、営業もしくは管理に
係る資金調達の計画、法人および法的取り決めの設立、運営もしくは管理、事業の売買。

■信託および法人関連のサービス業者が、顧客のために、特定の取引を準備もしくは実行す
る場合。

FATFはまた、AMLにおける監視の義務が発生する一定の金額を特定しています。例えば、金融機
関が監視すべき一見顧客の設定金額は15,000ユーロ、カジノ取引（インターネット・カジノを含む）
は、3,000ユーロ、貴金属販売業者は、現金での取引の場合、15,000ユーロ、としています
（40の勧告用語集の“指定非金融業者および職業専門家”および“金融機関”の定義を参照）。

真の受益者：勧告は、会社および信託の真の受益者の“透明性”向上の必要性を強調しています。
金融機関は、真の受益者の身元を確認すべきであり、その真の受益者が誰なのかを確認するため、身
元を検証する合理的な手段をとるべきです。法人および法的取り決めについては、金融機関は、顧客
の所有権および管理の構造を理解するために、合理的な手順を踏まなければなりません。また金融機
関は、一見顧客とビジネスの関係を結んだり、取引を行ったりする場合、関係を確立する前、もしくは
その過程で、顧客とその真の受益者の身元を確認するべきです。ある口座における真の受益者の身元
が確認できない場合、金融機関は、その潜在的顧客に対し、口座を開いたりビジネス関係を開始すべ
きではないと、勧告では述べています。

勧告によれば、“真の受益者”とは、ある顧客を最終的に所有もしくは支配する自然人、および／もし
くは、取引がある人物の代わりに行われている場合の、ある人物を指します。この定義には、ある法人
および法的取り決めに対して、最終的に実質的な支配権を持つ人物を含みます。各国は、第5の勧告
で提示されている顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）に対する責任をもつ金融機関の、真
の受益者および支配に関する情報へのアクセスを促す手段について考慮すべきです（第5の勧告、第5
の勧告の解釈ノート、勧告第23、24、33、34条、40の勧告の用語集にある“真の受益者”の定義を
参照）。
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顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）措置：対象となる企業は、次のことを実行するべき
です。

■顧客の身元を確認する。顧客の身分証明が、信用できる独立した情報源からの、書類、
データもしくは情報によるものかどうかを検証する。

■真の受益者の身元を確認する。金融機関が、真の受益者が誰なのかを確認できるように、
真の受益者の本人確認のための合理的な手段をとる。法人および法的取り決めについて
は、顧客の所有権と支配権の構造を理解するために、合理的な手順を踏むことが含まれ
る。

■ビジネス関係の目的および意図された取引の性質について、情報を入手する。
■ビジネス関係についての継続的な顧客管理（Customer Due Diligence：CDD）を行い、

取引が、自社の認識している顧客、顧客の事業、必要な場合は資金源を含むリスク・プロ
ファイルと、矛盾せずに行われていることを確認するために、取引をモニタリングする。

（第5の勧告およびその解釈ノートを参照）
PEPおよびコルレス口座に対する顧客管理（Customer…Due…Diligence:…CDD）：…勧告では、

コルレス・バンキング、もしくは政治的に疑わしい履歴をもつ人 と々の取引等、リスクの高いビジネス分
野について、より厳しい顧客管理措置を行うように求めています。FATFは、コルレス・バンキングおよ
び重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person：PEP）を含む、リスクの高い顧客およ
び取引には、強化された顧客管理措置を用いるべきだとしています。顧客管理の標準的なテストに加え
て、金融機関は、顧客になりうる者がPEPにあたるかどうかを判断できるような、適切なリスク管理シス
テムを持つべきです（第6の勧告とその解釈ノート、第7の勧告を参照）。

匿名もしくは偽名の口座：勧告では、金融機関は、匿名もしくは明らかに偽名の口座を保持すべき
ではないと強調しています。金融機関は、顧客の身元の確認および照合を含む顧客管理（Customer 
Due Diligence: CDD）措置を行うべきです（第5の勧告を参照）。
シェル・バンク：各国は、シェル・バンクの設立の承認や運営の継続を許可すべきではありませ

ん。金融機関は、シェル・バンクとの、コルレス・バンキング関係の確立もしくは継続を拒絶すべきです
（第18の勧告を参照）。
通貨取引報告書：勧告では、各国は通貨取引報告システムの設立を考慮すべきであると述べています

（第19の勧告を参照）。
国際協力：勧告のうち数カ条は、国際協力の強化について述べています。各国は、マネー・ローン

ダリングおよびテロ資金供与の捜査において、迅速、建設的かつ効果的に、可能な限り広い範囲で、
法律上の相互援助を行うべきです（第35-40の勧告を参照）。

上記の各項とその他の重要な諸問題についての詳しい情報は、40の勧告とその解釈ノートを参照。

テロ資金供与への対抗に関するFATFのガイダンスおよび“FATF特別勧告”

1986年にマネー・ローンダリングが国際問題として認識されて以来、2001年9月11日の米国同時多
発テロおよび犯人逮捕に向けたその後のグローバルな捜査活動ほど、世界の国 と々その中の最も権威の



3 章 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のコンプライアンス基準

89

ある組織を、マネー・ローンダリング関連法規の強化に駆り立てたものは他にありませんでした。
このテロ攻撃の後まもなく、FATFが活動の対象をテロ資金供与にも広げ、テロ資金供与に関する

FATF特別勧告のリストを公表したのもそのためでした。FATF特別勧告は、2001年10月にワシントン
D.C.で開かれた会合で、FATFによって採択されました。

FATF特別勧告は、当初は8つの勧告から構成され、加盟国に、以下のことを約束させるものでした。
1. 1999年のテロ資金供与抑制に関する国連条約 （1999 UN International Convention for 

the Suppression of the Financing of Terrorism） 等のテロ資金供与に関する国際連合の協
約の批准および履行手続きを直ちにとる。同時に各国は、テロ資金供与の防止および抑制に
関する国連決議（特に国連安全保障理事会決議第1373号）を履行する。

2. テロ資金供与、テロ活動、およびテロ組織を犯罪であると定める。これらの犯罪は、マ
ネー・ローンダリングの前提犯罪であることを確実に指定する。

 この勧告の解釈ノートの前半では、“資金”、“テロ活動”、“テロ資金供与”といった、関連用
語が定義されています。テロ資金供与 は、“テロ活動、テロリスト、およびテロ組織の資金
調達”を含むと説明されています。

 解釈ノートでは、資金が“直接的もしくは間接的に（a） テロ活動を実行するために、 （b） テ
ロ組織によって、（c） テロリストである個人が違法な行為を行う意図で使用されると知りな
がら、いかなる手段であろうと、故意に資金を提供もしくは収集する”あらゆる個人に対し
ても、テロ資金供与という犯罪が適用されるべきであると強調しています。

 「テロ資金供与犯罪の特徴」（Characteristics of the Terrorist Financing Offense）と題さ
れたセクションに記載されたノートには、テロ資金供与の犯罪は、“資金源が合法的か非合
法的かにかかわらず、あらゆる資金に適用すべき”であると説明されています。このノート
によれば、この犯罪は“当該資金が （a） テロ活動の実行もしくは企てに実際に使われたこ
と、あるいは （b） 特定のテロ活動との関連があることを要求しない ”とされています。

 “テロ資金供与を企て、未遂に終わる行為も犯罪とみなすべきである”と、このノートでは述
べています。しかし、“単に援助、教唆、未遂、共謀を行ったという事実に基づいてテロ資
金供与を犯罪と見なすことはこの勧告に準拠していることとならない”ことを主張していま
す。

 このセクションではマネー・ローンダリングにも言及していますが、それは、国際テロとマ
ネー・ローンダリングには“密接な関係”があるためです。“テロ資金供与は、マネー・ロー
ンダリングの前提犯罪とすべきである”と、ノートでは述べています。

3. 各国は、テロリスト、もしくは、テロ行為やテロ組織に資金供与を行う協力者の資金やその
他の資産を、遅滞なく凍結するための手段を講じる。各国はまた、テロ資金供与から生み出
された資産、あるいはテロ資金供与の目的に使用される資産を、当局が差押えおよび没収す
ることができるようにするための手段を講じる。

 この勧告の解釈ノートでは、上記のような義務を果たすための方法について説明していま
す。FATFは、このテーマについてのベスト・プラクティスを示しています。このベスト・
プラクティスは、各国の経験に基づくものであり、テロ資金凍結の効果的なプログラムのた
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めの制度、法律および手続きの枠組み整備におけるベンチマークとなりうるものです。
4. テロにつながる疑わしい取引を報告する。マネー・ローンダリング対策の義務を負う事業者

や組織団体が、ある資金とテロ行為との関連に疑いを持った場合には、直ちに当局にその疑
いについて報告する。

5. テロ資金供与の捜査のために、他国の法執行機関や規制当局に対し、できる限り広範な支援
を行う。

6. 代替的送金システムに対し、マネー・ローンダリング対策の義務を課す。非公式な価値移
転システム（Informal Value Transfer System：IVTS）は、取引全体の正式な書面の証跡
を残すことなく、また、規制の対象となる金融機関を通さず、資金や資産をある場所から
他の場所へと移転するために使われるあらゆるネットワークやメカニズムのことを言いま
す。IVTSには、さまざまな民族固有のシステムも含まれ、ハワラ（Hawala）、フンディ
（Hundi）、フェイ・チェン（Gei Chien）、ポーエイ・クアン（Phoe Kuan）、闇ペソ交換
システム等があります。

7. 国内外を問わず、電子決済に関して顧客の本人確認の措置を強化する。この勧告の解釈ノー
トの中でFATFは、国境を越えた資金移動は、送金者に関する正確かつ意味ある情報を確認
したうえで行われるべきである、と述べています。さらに、国境を越えた電子資金決済の際
に記録される情報には、常に送金者の氏名と住所を含まなければならない、とも述べていま
す。

8. 事業体（特に非営利団体）がテロ資金供与に利用されないようにする。
 慈善団体は、故意であろうとなかろうと、テロ活動の資金調達やローンダリングの媒体に

なっていたことが判明されてきました。結果として、一部の慈善事業は（特にイスラム教と
のつながりのあるものは）、寄付の大幅な減少や、（慈善団体曰く）不公平な捜査や起訴の対
象となっています。

 2002年10月、FATFは8項目の勧告の最終項である「非営利団体の濫用に対抗するのための
国際的なベスト・プラクティス」（International Best Practices for Combating the Abuse 
of Non-Profit Organizations）を公表しました。これは、慈善事業の運営の管理および会計
から、銀行口座および海外事務所に至るすべてのレベルを網羅するものです。FATFは、非
営利団体が以下の事項を行うよう勧告しています。
■すべての費用の内訳を示した、全体予算プログラムを作成し、いつでも提示できるように

しておく。
■独立した内部監査および外部監査を実施する。後者については、資金が意図した目的に使

用されていることを確認する。
■取締役会の役員全員の身元を確認する。メンバーの選定、任命、そして解任に係るプロセ

スを、正式に定める。
 FATFは慈善事業に対し、資金を保管および移転するにあたって、銀行の規制および管

理を受けるためにも、正式な銀行口座を使用するように勧告しています。それにより、
その口座を開いた銀行は、非営利団体を他の顧客と同様に扱い、顧客確認（Know Your 
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Customer：KYC）の規程や疑わしい取引の届出を適用することができる、とFATFは述
べています。

2004年10月、FATFは、FATF特別勧告に重要な一要素を加えました。この新しい基準（FATF
特別勧告IX）は、テロ資金供与およびマネー・ローンダリングに関係する通貨および通貨代替物
（Monetary Instrument）の国境を越えた移動を止めること、および、そのような資金を没収するこ
とを各国に求めています。また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に関係のある不正な資金
の移動に関して、各国が情報の共有を強化することも要求しています。

2001年10月以降、FATFに加盟していない国と国際組織の多くが、テロ資金供与に関するFATF特
別勧告を支持しています。

FATF特別勧告はまだ新しいため、FATFはFATF特別勧告の個々の項目をどのようにして効果的に履
行するかについての、さらなる解釈（解釈ノート）やガイダンス（ベスト・プラクティス・ペーパー）を
公表しています。

非協力的な国々

FATFが、ある国について、マネー・ローンダリング対策の管理が不十分である、もしくは、マネー・
ローンダリングに対するグローバルな対策に協力していないと判断する“名指しでの非難”は、多国間に
おけるAMLの圧力として中心的な役割となっていましたが、もはやその役割を果たさなくなっています。

以前より、FATFは、マネー・ローンダリングへのグローバルな対抗措置を行う中で、「非協力的な国
と地域」（Non-Cooperative Countries and Territories：NCCT）の指名を行ってきました。これは
重要な取り組みではありますが、現在は議論の対象となっています。この取り組みにより、FATFは特定
の法域（司法権の異なる国や地域）のマネー・ローンダリング対策システムの弱点を発見するプロセス
を構築しましたが、そのことが当該地域での国際協力を妨げる結果をもたらしています。

2000年6月の「非協力的な国と地域の特定のためのレビュー：マネー・ローンダリング対策の世界に
おける効果の向上」（Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing 
the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures）と題された文書によると、
25の基準による、各法域（司法権の異なる国や地域）に対するFATFの評価は、下記の4つの広い領
域にわたるものです。

1. 金融規制の抜け穴
■金融機関に対する規制と監督が、存在しないか、もしくは不十分である。
■管理者や真の受益者の身元評価も含め、金融機関へのライセンス供与や機関設立の規程が

不十分である。
■金融機関に対して、顧客の本人確認の要件が不十分である。
■金融機関に関して、機密の保持に関する規程が過剰である。
■疑わしい取引の届出が非効率である。

2. 他の規制要件による障害
■企業体および法人の登記に関して、商法による要求が不十分である。
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■企業体および法人の真の受益者の身元の確認が不十分である。
3. 国際協力への障害

■行政当局からの協力に障害がある。
■司法当局からの協力に障害がある。

4. マネー・ローンダリングの防止および検知に必要なリソースの不足
■公的機関および民間企業におけるリソースが不足している。
■資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）、もしくは同等のメカニズムが存在し

ない。
詳細は、本書を参照。

NCCTプロセスの目的は、金融システムがマネー・ローンダリングに利用されないようにすることで
す。金融センターが国際的に認められた基準に従って、防止、検知、および処罰の措置を確実に採択
および実行することにより、これを実現しようとするものです。

2000年2月14日、FATFはNCCTに関する最初の報告を公表しました。報告は、関連する不利な規
制および慣例を識別するのに役立つ、40の勧告に準拠する25の基準を提示しています。報告では、法
域（司法権の異なる国や地域）がそのような規制や慣行を特定し、国際的な基準を実行するためのプ
ロセスについて記述しています。

NCCTの取組みの次の段階は、2000年
6月の「NCCTを特定する第1回レビュー」
（First Review Identifying Specific 
NCCTs）の公表でした。以来、FATFは毎
年“ブラックリスト”を公表しています。FATF
は金融機関に対して、NCCTの金融機関や
法人を含む個人とのビジネス関係や取引に
特に注意を払うよう、勧告しています。

NCCTの取組みは開始以来、国際的な
批判を呼んでおり、その進展は滞っている
状態です。具体的には、記載国の選定に
適応されるプロセスや基準に疑問の声が上がっています。腐敗した国で、マネー・ローンダリングが規
制されていないにもかかわらず、FATFによって不名誉な指名を受けたことが1度もない国もあります。さ
らに、FATFはある国における法規制執行の有効性について、ほとんど評価を行っていません。十分な
法律を制定したものの、執行を怠っている場合であっても、FATFのブラックリストに登録されていない
国も少なからずあります。

FATFがこれ以上ブラックリストに国を追加することはなさそうです。その代わりに、FATFは、IMF、
世界銀行、および財政援助プログラムをコントロールし、国際的なAML基準の履行を評価する役割を
広げている国際機関と、より緊密な協力を始めました。これらの機関は実質的に財布の紐をにぎってい

N…CCTプロセスの目的は、金融システムがマネー・ローンダリング
に対して、脆弱性を軽減させることです。
全ての金融センターが、国際的に認めら
れた基準に従って、マネー・ローンダリ
ングの防止、発見、および処罰の措置を
確実に採択および実行することにより、
これを実現しようとするものです。
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るため、遵守しない国 に々対して、より効果的に注意を喚起することができる可能性があります。
現在、NCCTのリストに加えられる変更は、すでにリストに掲載されている国の削除か、もしくは、す

でにリストされている国に適用する対策（FATF加盟国に、ある国に対して特別に注意を払うように求め
ること）の修正のみです。2001年9月以降、加盟国から不評を買っていたこのブラックリストに新しく加
えられた国はありません。2001年9月以来リストに掲載される国は減少し、2006年10月13日現在、非
協力的な国もしくは地域として挙げられているところはありません。

次ページに、NCCTリストに掲載されている、もしくは掲載されていた国を、時系列に示しました。な
お、2006年6月23日および10月13日に、ナイジェリアとミャンマーは、それぞれこのリストから外されま
した。
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バーゼル銀行監督委員会
（Basel Committee on Banking Supervision：BCBS）

バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision：BCBS）は、健全な監
督基準を世界的に推進する目的で、1974年にG10中央銀行総裁によって設立されました。委員会の事
務局員は、スイスのバーゼルに拠点を置く国際決済銀行（Bank of Internatioal Settlement：BIS）
によって任命されます。BISは、金融および財政の安定の追求にあたり、中央銀行やその他機関の間の
協力を促進する国際組織です。BISによるサービスの提供は中央銀行と国際組織に限られます。

通常、銀行監督当局には、各国のマネー・ローンダリングに関する刑事訴追や、AMLの取組みへ
の責任はありません。しかし、麻薬取引業者やその他の犯罪者との関係を避け、また、金融セクター
において高い倫理的およびプロフェショナルとしてのスタンダードを推進するために、厳しい顧客確認
（Know Your Customer：KYC）のポリシー等を含む措置の実施を推進する役割があります。1990
年代初めに起きたBCCIのスキャンダル、1992年のバンカ・ナツィオナーレ・デル・ラヴォーロ（Banca 
Nazionale del Lavoro）のアトランタ支店の元役員に対する起訴と有罪答弁や、その他の国際的な銀
行のスキャンダルをきっかけに、世界で最も豊かな国々の銀行規制当局間において、多国籍銀行の監
督および運営に対する基本的な規則が合意されました。

委員会の加盟国は、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オラン
ダ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国等の国から構成されます。各国は、それぞれの中央
銀行や中央銀行以外の監督当局によって代表されます。委員会は正式な権限を持たず、広範な監督ガ
イドラインを策定し、ベスト・プラクティスを推奨しています。委員会が発行する文書に法的強制力はあ
りません。

1988年、バーゼル委員会は、金融セクターが犯罪者によって悪用されやすいという認識から、「マ
ネー・ローンダリングの目的による銀行システムの犯罪的悪用の防止」（Prevention of Criminal Use 
of the Banking System for the Purpose of Money Laundering）と題された原則を発表しました。
マネー・ローンダリングを目的とする銀行業界の悪用防止への取組みとして以下の原則が提示されまし
た。

■顧客の本人確認
■法律の遵守
■高い倫理基準と現地の法律および規制への準拠
■顧客情報の守秘義務に違反しない範囲内での国家レベルの法執行への全面協力
■職員のトレーニング
■記録の保管および監査

これらの原則は、法執行当局への顧客情報の開示と、顧客情報の守秘義務の違反に対する民事訴
訟からの保護を示したマネー・ローンダリングの法案に先行したため、守秘義務の範囲内での協力が
強調されました。

1997年にバーゼル委員会は、世界中の当局にとって基本的な指針となる「実効的な銀行監督のた
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めのコアとなる諸原則」（Core Principles for Effective Banking Supervision）を発表しました。ガ
イドラインには、“銀行監督者は、銀行が、金融セクターにおける高い倫理的およびプロフェショナルと
してのスタンダードを推進し、犯罪による銀行の悪用を、意図的なものであるか否かにかかわらず防止
するために、厳格な‘顧客確認（Know Your Customer：KYC）’の規程を含む適切なポリシー、手
法および手続きを実施していることを示さなければならない”と述べられています。また、各国に対して、
FATFの40の勧告（この章の前セクションを参照）を採用するように呼びかけました。コアとなる諸原則
は、ブラジル、チリ、香港、メキシコ、ロシア、シンガポール、タイ等、先進10カ国（実際は11カ国）
に入っていない15カ国の協力の下で作成されました。

コアとなる諸原則の実施と評価を促進するため、1999年10月に「コアとなる諸原則のメソドロジー」
（Core Principles Methodology）が発表されました。

しかし、1997年以降、銀行規制は著しい変化を遂げ、各国においてコアとなる諸原則の実施の経験
が蓄積され、新しい規制の洞察が明らかになりました。こうした展開により、2006年にコアとなる諸原
則およびそれに関連する評価メソドロジーの更新が求められました。

バーゼル委員会は、コアとなる諸原則とそのメソドロジーの見直しの開始を行うと発表しました。
1999年に行われたクロスボーダー・バンキングの内部調査の結果から、多くの国の顧客確認

（Know Your Customer：KYC）のポリシーにおいて、不備が指摘されました。委員会は、2001
年10月の「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」（Customer Due Diligence for 
Banks）の中で、“一部の国のKYCのポリシーには相当なギャップがあるか、もしくは、KYCのポリシー
が事実上ないに等しい。金融市場が発達した国でさえも、KYCの頑健性にはばらつきがある。”と述べ
ています。このガイダンスに先立ち、2001年1月に諮問文書が発表されました。

委員会のKYCへの関心は、悪質な顧客によるリスクを軽減するデュー・デリジェンスの要件を中心に
寄せられています。顧客管理（CDD）が不十分な銀行は、さまざまなリスク（風評リスク、オペレー
ショナル・リスク、法務リスク、および集中リスク）に直面し、多大な財務上のコストを被る場合があり
ます。健全なKYCのポリシーと手続きは、銀行の安全性と健全性や銀行システムの信頼性の確保にお
いて、大変重要な役割を果たします。例えば、麻薬資金洗浄の疑いで、1988年にBCCIの役員9人が
米国フロリダ州で逮捕されたのをきっかけに、BCCIのスキャンダルが明るみに出ました。その後事件は
急展開し、1991年にBCCIは規制当局により閉鎖され、預金者は90億ポンドの損失を被りました。

21ページに及ぶこのガイダンスに関する文書は、KYCの基準の必須要素とその実施に関して、さらに
明確なガイダンスを示すことによって、それ以前に出された委員会による文書で提示された原則を強調し
ています。このガイダンスの作成にあたり、作業部会は加盟国の手法を参考にして、監督体制の変化に
ついて考慮しました。この文書で提示される必須要素は、世界中の銀行によって実施されるべき最低限
の基準ともいえるガイダンスです。従って、これらの基準はある特定の金融機関や各国の銀行システム
のリスクに応じた対策と併せて、補足もしくは強化する必要があるかもしれません。例えば、強化された
顧客管理は、高リスクの口座もしくは富裕層顧客を対象とする銀行に求められます。この文書の多くの
セクションで述べられていることですが、銀行の中でも特にリスクの高い分野に対するデュー・デリジェ
ンスに関しては、一層厳しい基準の推奨を呼びかけています。

この文書は以下の5つのセクションで構成されています。
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1. イントロダクション
2. 監督当局および銀行におけるKYC基準の重要性
3. KYC基準の必須要素
4. 監督当局の役割
5. 国境を越えた場合におけるKYC基準の履行

文書では以下の問題点が取り上げられています。
■銀行は、顧客の身元を確立するだけではなく、その顧客自身や口座の種類から通常予測され

る取引と一致しない取引を特定するために、口座の動きをモニタリングする必要がありま
す。“記録の関連性が保たれていることを確認するために、銀行は既存の記録を定期的に見
直さなければならない。特に、重大な取引が行われる場合、顧客書類の基準が著しく変更さ
れた場合、口座管理の方法が大きく変わった場合には、必須である。”

■番号口座は禁止されないものの、他の顧客口座と同じKYCの手続きの対象になります。
KYCの検査が特定の従業者によって行われる場合でも、十分な数の従業者に対して顧客の
身元が知らされない限り、入念であるとは見なされません。委員会は、“いかなる状況にお
いても、銀行のコンプライアンス部門や監督当局から顧客の身元を隠蔽する目的で、番号口
座を使うことは許されない”と呼びかけました。

■この文書では、顧客の本人確認における7つの問題点が提示されています。
□信託口座、名義人口座、信認口座（フィデューシャリー・アカウント：Fiduciary 

Account）
□企業事業体、特に名義人株主がいる会社や無記名株式を発行している会社
□紹介された企業
□顧客口座で、プロの仲介者によって開設されたもの。例えば、投資信託（ミューチュア

ル・ファンド：Mutual Fund）、年金基金、マネー・ファンド等の企業の代理として、プ
ロの仲介者が管理する“プール”口座等。

□重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person：PEP）
□非対面式の顧客、つまり、個人的な面談に本人が現れない顧客
□コルレス・バンキング

■銀行は、顧客の素性、国籍、事業活動、その他リスクの兆候となる事柄に関する情報を把握
できる顧客受け入れのポリシーと手続きを確立し、どのような顧客が受け入れ可能か明確で
簡潔な記述を提示することが必要とされます。

■プライベート・バンキング口座は、“いかなる状況においても”KYCポリシーを避けることが
できません。

■銀行は、口座を運営する法人の身元について把握し、プロの仲介者が関与している場合に
は、法律が許す範囲で、経営者と仲介者の正確な関係性を把握する必要があります。

■銀行は、“非対面”で顧客を取り扱う際、標準の本人確認の手続きを行い、匿名を強く希望す
る顧客に対しては決して口座開設に同意してはなりません。
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■KYCポリシーの重要性に関する銀行全体の従業者トレーニングと、基本的な要件、もしく
は新しい要件に関する再トレーニングが求められます。

■内部監査人やコンプライアンスの担当者は、従業者のパフォーマンスとKYCの手続きの遵
守を定期的にモニタリングする必要があります。

■コンプライアンス関係者によるリスクが高い口座の継続的なモニタリングは、顧客の“正常
な活動”についての理解を深め、本人確認書類の更新や疑わしい取引のパターンの検知を促
します。

■銀行規制当局は、銀行の従業者がKYCの手続きに従い、顧客のファイルや口座のサンプリ
ングを見直していることを確認し、KYCの手続きが遵守されていない場合は、“適切な措置”
を役員に対して行うことを強制する必要があります。

■文書では、KYCの4大要素が以下の通りに挙げられています。
□顧客の本人確認
□リスク管理
□顧客の受け入れ
□モニタリング

この文書でバーゼル委員会は、クロスボーダー・バンキングに関する作業部会の目的を、顧客の本
人確認に関するガイダンスの作成としました。顧客の本人確認は、風評リスク、オペレーショナル・リス
ク、法務リスク、および集中リスク対策となる有効な顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）プ
ログラムにおいて大変重要な役割を果たします。また、顧客の本人確認は、マネー・ローンダリング対
策に関する法的要件を遵守するために、および、テロに関与する銀行口座を特定するために必要です。

2003年2月にバーゼル委員会は、同委員会の「銀行の顧客管理（CDD）」の文書の原則に基づい
た「口座開設および顧客の本人確認についてのガイドライン」（Account Opening and Customer 
Identification Guidelines） と「グッド・プラクティスに関する一般指針」（A General Guide to 
Good Practice Based on the Principles）を発表しました。クロスボーダー・バンキングのワーキン
グ・グループにより作成されたこの文書は、すべての事柄を網羅する訳ではありませんが、銀行が有効
な顧客の本人確認プログラム（Customer Identification Program：CIP）を構築するのに役立つメ
カニズムに焦点を当てています。

厳格な顧客管理（CDD）における基準の必要性は、銀行のみに限られません。バーゼル委員会
は、同様のガイダンスが、非銀行金融機関、弁護士、会計士等の金融サービスの仲介者にも必要で
あるとしています。

2004年10月に委員会は、「顧客確認に係る連結ベースのリスク管理」（Consolidated KYC Risk 
Management）と題された別の文書を発表しました。これは、2001年10月に発表されたバーゼル委員
会の「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」を補足するものです。この文書は、銀
行グループ全体の有効なKYCリスク管理における重大な要素について分析しています。また、銀行がグ
ローバルな取り組みを採用し、親会社もしくは本部からすべての支店および子会社に及ぶ、健全なKYC
プログラムの必須要素を採用することの重要性を示しています。これらの要素には、リスク管理、新規顧
客の受け入れと本人確認のポリシー、リスクの高い口座に対する継続的なモニタリングが含まれます。
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マネー・ローンダリングに関するEU指令

欧州連合（EU）によるマネー・ローンダリングを目的とした金融システムの利用防止に関するEU指令
（EU第1指令）（指令91 ／ 308 ／ EEC）は、欧州委員会（Council of Europe）によって1991年
6月に可決されました。

その指令では、委員会で可決されたその他の指令と同様、EUの加盟国に対して（必要に応じて、国
内法令を改定し）、特定の結果を達成するよう求めています。この指令は加盟国に対し、マネー・ロー
ンダリング目的による国内金融システムの悪用の防止に関する法案の制定を義務付けました。“国家のコ
ミュニティ”という独特な性質上、EUは他の国際組織とは根本的に異なります。EUが各加盟国の国会
の承認なしに、法的強制力を持つ措置を講じることができます。また、欧州連合の法律は各国の国内
法令に優先されます。

この点において、EU指令は、バーゼル委員会や金融活動作業部会（Financial Action Task 
Force：FATF）等のグループによる自主基準と比べて、大変大きな影響力を持ちます。当然、指令は
EUの加盟国にのみ適用されます。

1991年の最初の指令は、1988年のウィーン条約で定義されたとおり、麻薬密売に制限されていまし
た。しかし、加盟国は、前提犯罪の範囲を他の犯罪にも拡大するよう指示されました。

2001年12月、EUは前回の指令を改定した第2指令（指令2001 ／ 97 ／ EEC）に合意しました。
第2指令は、さらに厳格なマネー・ローンダリング対策を欧州全土に要請するものです。

加盟国は2003年6月15日までに、指令を国内法令として採用することに合意しました。しかし実際
は、デンマーク、ドイツ、オランダ、フィンランドのみが採用期日を守り、アイルランドとスペインは期日後
間もなく採用し、その他加盟国はその後続いて採用しました。2004年2月には、期日8カ月前だったにも
かかわらず、EUの6加盟国において第2指令が実施されていませんでした。その間、イタリア、ポルトガ
ル、ギリシャ、スウェーデン、ルクセンブルグ、フランスは、第2指令を国内法令として採用しておらず、
欧州委員会は、遵守しない法域（司法権の異なる国や地域）には公判が行われるという警告を綴った
正式な要請を送りました。満足な回答が得られない場合、欧州委員会は該当する加盟国をEU司法裁
判所で取り上げる場合もあるとしました。

第2指令の主な特徴は以下のとおりです。
■第1指令が、麻薬関係犯罪に制限されていたため対象範囲を拡大しました。“犯罪活動”の定

義が拡大され、麻薬密売のみならず、欧州委員会の経済的利害に関わる汚職や詐欺等、その
他の重大犯罪も含まれることになりました。

■外貨両替所と送金会社が、AMLの対象として明確に指定されました。
■犯罪行為についての認識は、客観的事実背景から推測することができるとされました。
■マネー・ローンダリングの定義をさらに明確にし、以下を含めました。

□違法な資金源を隠蔽もしくは偽装するために、犯罪活動やその活動への加担によって生じ
た資産であることを知りながら、その資産を変換もしくは移動すること、あるいは、その
活動に関与した者が法的責任から免れるよう支援すること
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□資産が犯罪活動もしくは犯罪への加担により生じたということを知りながら、資産の性
質、発生源、場所、処理、移動、権利、もしくは所有権を隠蔽もしくは偽装すること

□犯罪行為および犯罪への加担からその資産が生じたことを、受領の時点で知りながら、資
産を取得、所有もしくは使用すること

□上記行為の実施にあたり、参加、関与、企て、支援、扇動、幇助、助言を与える等の行為
■指令の対象となる事業や専門的職業が拡大されました。顧客の資金移動に関与する弁護士

等、ある特定の人物に対して、マネー・ローンダリングを暗示する事実に関する報告を当局
へ提出する義務が課せられました。該当するグループは、監査人、外部会計士、税務顧問、
不動産業者、公証人、法律の専門家です。

第2指令は、世界中の重要な金融センターに向けられたため非常に大きな前進とされ、国連やFATF
を含むその他組織による同様の基準や、米国の法律や規制に見られる規範をはるかに超えるものとなり
ました。

FATFの40の勧告に基づいた、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を目的とした金融システ
ムの利用防止に関するEU第3指令」（A Third EU Directive on the Prevention of the Use of the 
Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing）が、2005
年に可決されました。

第3指令は、2007年12月15日までに加盟国による実施を要請しました。
最新のFATFの勧告に沿って、EU第3指令は指令の範囲を以下のとおり拡大しました。

■“マネー・ローンダリング”と“テロの資金供与”を別々の犯罪として定義しました。犯罪か
ら得られた資金の操作だけでなく、テロ目的の資金や資産の収集も対象に含まれました。

■顧客の本人確認と疑わしい取引の届出の義務を拡大し、信託および企業関連のサービス・
プロバイダー、生命保険仲介者、15,000ユーロ以上の現金払いで商品を販売するディー
ラーが、その対象に含まれました。

■顧客管理におけるリスクベース・アプローチについて詳しく述べられました。顧客管理
（Customer Due Diligence: CDD）の程度が、簡素なものにせよ、追加的なものにせ
よ、顧客に対するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクに基づいて行われ
るよう要請しました。

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の疑いを報告する従業者への保護対策によ
り、加盟国に対して、“従業者に対する脅威を防止するために、可能な限りのことをする”
ように促しました。

■加盟国に、疑わしい取引の届出の利用や結果に関する包括的な統計を保存するよう義務付
けました。例えば、疑わしい取引の報告の提出件数、届出に対するフォローアップ、年間
調査事例数、年間の起訴人数、年間の有罪判決を受けた人数等。

■すべての金融機関に対して、法人が所有する口座の“真の受益者”を把握する義務を課しま
した。“真の受益者”とは、法人の25パーセント以上を直接的もしくは間接的に支配する
自然人のことを指します。

マネー・ローンダリングに関する第3指令は下記に適用されます。
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■信用機関
■金融機関
■監査人、外部の会計士、税務顧問
■法律専門家
■信託および企業関連のサービス・プロバイダー
■不動産業者
■15,000ユーロ以上の現金取引を行う高額品販売業者
■カジノ

第2指令と比較して、マネー・ローンダリングに関する第3指令は以下の点で異なります。
■信託および企業関連のサービス・プロバイダーが明確に含まれます。
■15,000ユーロ以上の現金を扱うすべての販売業者が含まれます。
■金融機関の定義に、特定の保険仲介者が含まれます。

論点となっているのは、重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person：PEP）につい
ての定義、疑わしい取引の届出義務の対象に弁護士が含まれる点、“コミトロジー委員会（Comitology 
Committee）”の厳密な役割、の3つです。“コミトロジー ”とは欧州委員会によって提案された活動の
実施について監督を行うEUのシステムを指します。

マネー・ローンダリングに関する第3指令は、重要な公的地位を有する者（Politically Exposed 
Person：PEP）に関して以下のように定義しています。
 “重要な公的地位を有する者”とは、公的機関において重要な責任を負っている（もしくは、かつて重
要な責任を負っていた）自然人や、そのような人物の親族、あるいは、密接な関係にあると見られてい
る知人や関連者を指します。

2006年5月上旬、欧州委員会は、重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person：
PEP）の定義を、EU第3指令で明確にしました。草案文書には、各国の社会的、政治的、経済的な
違いのため、該当人物は国によって異なると述べられています。一般的に、国家レベル未満の権威を
持つ公的機関は、PEPの定義において、重要な責任にあるとされません。密接な関係者については、
PEPとの関係が一般に周知されているか、もしくは、その関係が疑われる場合のみ該当します。また、
重要な責任の立場を離れて最低1年が経過した場合、その人物はPEPとは見なされません。

地域的およびその他の国際的な取組み

FATF型地域体とFATFの関連メンバー

FATF型地域体およびFATF関連メンバー（FATF Associated Member）は、FATFに似た形式およ
び機能を持ち、FATF加盟国の多くがそれらの団体のメンバーにもなっています。

■アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（Asia/Pacific Group on Money 
Laundering：APG）
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■カリブ金融活動作業部会（Caribbean Financial Action Task Force：CFATF）
■欧州評議会マネー・ローンダリング対策評価専門家委員会（Council of Europe Select 

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures：
MONEYVAL）（旧PC-R-EV）

■東部および南部アフリカ・マネー・ローンダリング対策グループ　（Eastern and Southern 
Africa Anti-Money Laundering Group：ESAAMLG）

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ユーラシア・グループ（Eurasian 
Group：EAG）

■南米金融活動作業部会（Financial Action Task Force on Money Laundering in South 
America：GAFISUD）

■アフリカにおけるマネー・ローンダリング対策政府間活動グループ（Intergovernmental 
Action Group against Money-Laundering in Africa：GIABA）

■中東および北アフリカ金融活動作業部会（Middle East and Africa Financial Action Task 
Force：MENAFATF）

上記に挙げられた一部を、下記で紹介しています。

アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ
（Asia/Pacific Group on Money Laundering：APG）

マネー・ローンダリング対策における独立地域体であるAPGは、1997年2月にバンコクで開催され
た第4回アジア太平洋マネー・ローンダリングシンポジウムで発足され、そこで“付託条項（Terms of 
Reference）”が可決されました。

付託条項は、FATFの40の勧告が国際的なマネー・ローンダリング対策のベンチマークであると認め
ました。条項には、APGの加盟国がそれぞれの文化的価値観や憲法の枠組みに沿って、FATF勧告を
実施する誓約も含まれていました。また、国際的な取組みを確立するために、APGの加盟国がFATFと
密接に協力すると述べられていました。付託条項は、2006年の年次会議で改訂されました。

APGは以下の活動を行っています。
■アジア太平洋地域における協力的なAMLおよびテロ資金供与対策の取組みを提供する。
■フォーラムを開催し、以下の活動を行う。

□地域的な問題を討論し、経験を共有する。
□加盟法域（司法権の異なる国や地域）間の運営上の協力を呼びかける。

■国際的に受け入れられているAMLおよびテロ資金供与対策の採用と実施を加盟法域に促す。
■国際的なAMLおよびテロ資金供与対策の実施において、地域および法域に特有の事項につ

いて配慮されるようにする。
■さらに有効な刑事共助等、各法域に対して、AMLおよびテロ資金供与対策の取組みの実施

を推進する。
■加盟国やオブザーバーの国もしくは法域の要請に応じて、実践的な支援を提供する。
APGは、加盟国の同意により発足した任意的および共同的な独立機関です。また、国際条約から派

生したものではなく、どの国際機関にも所属しません。しかし、マネー・ローンダリングおよびテロ資金
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供与に対して一貫性のあるグローバルな対応を推進するため、関連国際機関や地域体による措置およ
び協定について把握し続ける必要があります。

APGによる活動と措置は、加盟国間の合意によって決定されます。
APGは、有効なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の措置の実施における主要なガイド

ラインとして、FATFの40の勧告とFATF特別勧告を参考にしています。また、FATFと同様の仕組みを
使い、取組みの進捗のモニタリングや促進を行います。発足以来、APGとFATFは密接な関係にあり、
互いの会議に出席する相互権利や、文書の相互共有も認めています。一方、APGはその他のマネー・
ローンダリング対策の独立機関と同様に、自主的にポリシーと手法を定めています。

以下の要件を満たす法域（司法権の異なる国や地域）には、APGへの加盟の門戸が開かれていま
す。

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策の必要性を認識している。
■知識と経験の共有から生まれる利点を認識している。
■国際基準に基づいたマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の法案やその他対策

の策定、可決、実施をすでに行った、もしくは積極的に進めている。
■国内法令の対象として、APGによる決定の導入に取り組む。
■相互評価プログラムへの参加に取り組む。
■APGにより同意された取り決めに従って、その予算に貢献する。

マネー・ローンダリング対策もしくはテロ資金供与対策に関する法律がすでに成立しているかどうか
は、APGへの参加の前提条件にはなりません。

APGの事務局はオーストラリアのシドニーにあります。APGのホームページは、www.apgml.orgです。

カリブ金融活動作業部会（Caribbean Financial Action Task Force：CFATF）

世界的なマネー・ローンダリングの問題の解決には、主要な資金洗浄地となっているカリブ諸国の積
極的な参加が不可欠です。

カリブ諸国は、世界随一のコカイン生産
国および輸出国である南米アンデス地域と、
麻薬による収益（Drug Dollars）を最も多
く生みだす米国に近接していることから、麻
薬取引業者を含む多くの国際的な犯罪者に
とって利用しやすい銀行のようなものになっ
ています。

カリブ金融活動作業部会（Caribbean 
Financial Action Task Force：CFATF）は、カリブ地域におけるマネー・ローンダリング対策の強
化を行っています。作業部会の主な目的は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関す
る勧告への事実上の遵守を確実にすることです。CFATFのホームページはwww.cfatf.orgです。

CFATFは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題に対して共通の対抗措置を実施する
という同意を示した、カリブ海地域に位置する数十の国から構成されます。1990年5月のアルバおよび

世界的なマネー・ローンダリン
グの問題の解決には、主要な

資金洗浄地となっているカリブ諸国
の積極的な参加が不可欠です。
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1992年11月のジャマイカで行われた会合の結果として発足し、カナダ、フランス、メキシコ、オランダ、
スペイン、英国、米国等の国々が、“協力国および支援国”としての機能を果たします。

アルバの会合では、カリブおよび中米の代表が犯罪収益の洗浄に対する共通の取組みの策定のため
に集まり、19の勧告が提示されました。地域固有の関連性を持つこれらの勧告は、FATFの40の勧告
の補足的な役割を果たしています。アルバ19の勧告は、カリブ諸国に関する域内の特定の問題を取り
扱うために考案され、1999年に改定されました。

閣僚会議が1992年11月にキングストン（ジャマイカ）で開かれ、FATFの勧告、アルバ勧告、OAS
モデル規制、1988年の麻薬および向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約（1988 U.N. 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances）の実施へ
の取組みに対する政府の支持と承認を示す「キングストン宣言」（Kingston Declaration）が発表さ
れました。また、事務局の設立が命じられました。

宣言には、法律に関して以下のような提案が出されました。
■米州機構（Organization of American States：OAS）の模範法に基づいて、マネー・

ローンダリングを定義すること。
■麻薬収益や関連資産の押収および没収に関する法律。また、押収対象の資産の特定、追跡

および評価と凍結命令を許可すること。
■行政機関による押収命令への異議申立（Judicial Challenge）を許可すること。
■有罪判決が出たすべての事件について、没収を許可すること。
■“麻薬密売の有罪判決を受けた人物がある所定期間内に入手した資産のすべてが、犯罪活

動によるものであった”という判決を、法廷が下すことを許可すること。
カリブ諸国は、マネー・ローンダリングの捜査において相互援助同意を締結しました。また、マ

ネー・ローンダリングを、簡易手続きによる犯人引渡の対象となる犯罪行為であるとし、押収された資
産は協力国の間で共有されることに同意しました。

宣言の条項は以下のとおりです。
■“関係当局”の要請に応じて口座情報が公開されるという理解の下で、金融機関での番号口

座の継続を許可し、顧客の本人確認に関する厳格な法的要件を強く求める。
■大口の通貨取引において、顧客の本人確認の手続きと記録保存が“必須”である。
■金融機関による疑わしい取引の届出が許可されるよう、銀行秘密法を改正し、法規制の必

要性については任意とする。
CFATFは、加盟国によるマネー・ローンダリング対策の勧告の実施を以下の活動を通じてモニタリン

グします。
■勧告の実施に関する自己評価
■継続的な加盟国の相互評価プログラム
■トレーニングおよび技術支援プログラムにおける協力や参加
■技術者のための隔年全体会議
■年次閣僚会議
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南米金融活動作業部会
（South American Financial Action Task Force：GAFISUD）

南米金融活動作業部会（South American Financial Action Task Force：GAFISUD）は、
2000年12月にコロンビアのカルタヘナで発足しました。アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コ
ロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ等の国々から構成され、主な目的は南米のマ
ネー・ローンダリング対策措置の実施です。

GAFISUDは、アルゼンチンに事務局を置き、政府間の合意によって発足しました。この合意では、
新しく加盟する国にも門戸が開かれています。GAFISUDのウェブサイトは、http://www.gafisud.org
です。

中東および北アフリカ金融活動作業部会
（Middle East and North Africa Financial Action Task Force：MENAFATF）

2004年11月、閣僚会議の創立総会がバーレーンのマナマ（Manama）で開催され、14カ国の政
府が、中東および北アフリカのFATF型地域体の発足に合意しました。

この地域体は、中東および北アフリカ金融活動作業部会（Middle East and North Africa 
Financial Action Task Force：MENAFATF）と呼ばれ、本部はバーレーン王国にあります。ウェブ
サイトはwww.menafatf.orgです。

MENAFATFは、任意団体であり、加盟国間の同意によって発足されたため、国際条約に由来して
いません。従って、その他の国際機関からは独立し、加盟国の同意によって作業、規程、手続きを自
ら策定します。現在は、目標の達成に向け、主にFATF等、その他の国際機関と協力しながら活動を進
めていく予定です。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ユーラシア・グループ
（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing：EAG）

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ユーラシア・グループ（Eurasian Group on 
Combating Money Laundering and terrorist Financing：EAG）は、別のFATF型地域体として
2004年10月にモスクワで発足しました。発足時の加盟国は、中国、ロシア、カザフスタン、タジキスタ
ン、キルギス、ベラルーシでした。ユーラシア地域内の他の国も、EAGの全体会議での承認により加盟
することができます。

元FATF会長のジャン・ルイ・フォール （Jean-Louis Fort）は、ロシア連邦によって発足したこの機
関について、“世界の中で広大な地域におよび、その地域のテロおよびマネー・ローンダリングへの対抗
において新しく、かつ必要な構造を提供する”と述べました。グルジア、ウズベキスタン、ウクライナ、イ
タリア、英国、米国等の国々や、FATF、世界銀行、国際通貨基金（IMF）等の国際機関はオブザー
バーとして出席します。グループのウェブサイトは、www.euroasiangroup.orgです。

東部および南部アフリカAMLグループ

東アフリカから南アフリカにある14カ国によって構成されるFATF型地域体は、閣僚委員会、幹部作
業部会、事務局から構成されています。1999年には、加盟国間の理解を示した覚書を発表しました。
目的は以下の通りです。
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■FATFの40の勧告の採用と実施
■すべての重大犯罪に対するAMLの規程の適用
■重大犯罪収益の洗浄防止および規制に関して、加盟国によって同意された、その他多国間

協定や取組みに含まれる対策の実施
これまでに11の加盟国がこの覚書に署名しました。グループのウェブサイトはwww.esaamlg.org/

index.php.です。

その他のマネー・ローンダリング対策の取組み

米州機構全米麻薬濫用取締委員会（Organization of American States 
― Inter-American Drug Abuse Control  Commission：CICAD）

1992年5月、米州機構（Organization of American States：OAS）は常任国際団体として初め
て、マネー・ローンダリングのみを扱うモデル法案の詳細についての合意に達しました。バハマのナッサ
ウ（Nassau）で開かれる年次総会で、OASは、法律用語で書かれた19の条項を満場一致で可決し、
加盟国による制定を呼びかけました。

OASの活動は一夜の努力ではありませんでした。投票は、OASに属する全米麻薬濫用取締委員
会（Commission Interamericana para el Control del Abuso de Drogas、Inter-American 
Drug Abuse Control Commission：CICAD）による、2年間に及ぶ努力の積み重ねの結果でした。
1990年にCICADは14カ国の“専門家グループ”を招集しました。そして、加盟国への勧告や採用に向
けてOAS総会で提案される法律や規制への合意を取り付けるために、時間と労力を要するプロセスが
開始されました。

CICADの役割や機能は以下のとおりです。
■西半球における麻薬問題全般の政策フォーラムとしての役割を持つ。
■アメリカ大陸における麻薬問題の多国間協力を促進する。
■加盟国の麻薬濫用防止、違法薬物の生産および密売対策、密売者の不法収益の利用阻止等

の強化に向けた行動計画を実行する。
■麻薬関連の研究、情報交換、専門的なトレーニング、技術支援を促進する。
■麻薬関連の法案、処置、麻薬消費や麻薬が社会に与える損害の実態の把握、麻薬規制措置

等に関する最低限の基準を作成し、推奨する。
CICADの中核的な任務は、人および機関の能力の向上と加盟国の結束力の利用により、米大陸の

違法薬物の生産、密売、使用を減らすことです。
CICADには、1999年に設立されたマネー・ローンダリング対策ユニットが存在します。ユニットは、

すべての加盟国に対して、司法および財務対策と法執行における技術支援およびトレーニングを提供し
ます。また、CICADのマネー・ローンダリング統制専門家グループの事務局としての機能も果たします。

CICADのマネー・ローンダリング統制専門家グループは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供
与への対策に関する討論、分析、結論の場となる西半球フォーラム（Hemispheric Forum）を指し
ます。専門家グループにより、麻薬密売やその他の犯罪に関連したマネー・ローンダリング行為の模範
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規制が作成されます。これらの規制は、FATFの勧告の影響と整合性を有する恒久的な法律関係文書
として、加盟国に法的枠組みを提示します。

前文から分かるように、麻薬および向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約（United 
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs）による、マネー・ローンダリング
および資産没収条項との整合性に配慮して作成されています。条約を承認した国はすべて、法案や行
政改革の形でそれらの規制の実施が義務付けられます。

OASの提案は、マネー・ローンダリングに関する国連条約よりもさらに詳細かつ具体的に書かれてい
ます。もし西半球中に実施されれば、金融業界、法執行機関、法廷、マネー・ローンダラーに対して
相当な影響を及ぼすことになります。

モデル規制の書類は、http://oas.orgで閲覧できます。
CICADによるモデル規制の活動は困難を伴いました。例えば、西半球諸国の法的システムの多様性

です。多くの国は、スペイン、英国、フランス、ポルトガル、オランダ等の宗主国による影響下で受け継
がれた法システムを持っています。

過去数年にCICAD-AMLUと米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IADB）間
で、地域共同のプログラムやプロジェクトを開発する関係が築かれました。1999年にIADB-CICADは、
南米8カ国で金融機関やマネー・ローンダリング対策関連の監督当局の従業者に対して、トレーニン
グ・プログラムを開始しました。2001年には、別のプログラムが8カ国の裁判官や検察官に対して開発
および実施されました。2002年には、アルゼンチン、チリ、エクアドル、ボリビア、ブラジル、ペルー、
ウルグアイ、ベネズエラで、資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）を発足する長期プ
ロジェクトが開始されました。

さらに、CICADのマネー・ローンダリング対策ユニットは、法律の分析、開発、執行により、マ
ネー・ローンダリングの法的枠組みに関連した技術支援やトレーニングを開発、指導、提供する力を
持っています。また、CICADにより、「マネー・ローンダリングに関する模擬裁判」と呼ばれる共同ト
レーニング・プログラムが中南米諸国で開始されました。

その他のCICADの取組みは以下のとおりです。
■銀行員と規制当局者：1999年にIADBと共同で作成され、金融機関で発覚したマネー・

ローンダリング行為の犯罪類型の策定に関するトレーニングおよび技術支援を、金融機関
に提供する。

■裁判官と検察官：1999−2002年に、IADBの協力の下、スペイン当局と共同で開発され、
国家司法機関に対してマネー・ローンダリングの手口と犯罪化に関する訓練を提供する。

■資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）：CICADとIADBの協力の下、技術支
援とトレーニングを通して、組織的な犯罪におけるマネー・ローンダリングの企みについ
て分析および規制する機関の発足を目的とする。法的、組織的、訓練、および技術面での
トレーニングや支援を提供する。

■マネー・ローンダリングの法執行トレーニング：法執行機関は、1）重大犯罪の発生の減
少とマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与行為に対する起訴の向上のための金融捜
査を円滑に行う戦略的な方法と、2）これらの犯罪活動に関する資産の押収に関する訓練
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を受ける。
2004年に、OASの事務局長だったミゲル・アンヘル・ロドリゲス（Miguel Angel Rodriguez）は、

フランスの会社アルカテル（Alcatel）、スペインの会社イナベンサ（Inabensa）や台湾政府から賄賂
を受け取っていたとされ、同年10月に辞任しました。コスタリカに戻った際、ロドリゲスに6カ月の予防
拘留の判決が下されました。

資金情報機関で構成されるエグモント・グループ
（Egmont Group of Financial Intelligence Units）

1995年、多数の資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）が、エグモント・グループ
（Egmont Group）（最初の会議開催地である、ブルッセルのエグモント・アレンバーグ宮殿から命
名）と呼ばれる非公式の組織を設立し、相互的な協力の枠組みを策定しました。グループの目標は、
FIUの発展を促し、国境を越える情報共有の妨げとなる障害を克服するために（FIU間の）交流を促
進することです。

1996年、エグモントは法律問題作業部会（Legal Working Group）に基づき、FIUを以下のよう
に定義しました。この定義は、テロ資金供与に対抗するFIUの役割を反映させるため、2004年に改正
されました。

FIUは、国家の中央官庁であり、金融情報の開示を収集し（および、許可のもと要求し）、分析し、
それを所轄官庁に周知する責任を負っています。金融情報とは、以下の情報です。

■犯罪収益およびテロ資金供与の疑いがあるものに関する情報
■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対抗するため、国の法規制によって求めら

れる情報
1999年、エグモントトレーニング作業部会 （Egmont Training Working Group） は、エグモント・

グループ・メンバーのFIUによるマネー・ローンダリング対策から得られた事例を結び付ける作業に取り
掛かりました。

2001年、グループは、「マネー・ローンダリングのケースに関する資金情報機関（Financial 
Intelligence Unit：FIU） 間 の 情 報 交 換 の 原 則 」（Principles for Information Exchange 
Between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases）と題した文書を発表し
ました。その文書は、FIU間の情報交換のガイドラインを述べています。2004年に、グループは「資
金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）間の情報交換のベスト・プラクティス」（Best 
Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units） を公表しま
した。

現在、100以上のFIUが、エグモント・グループのメンバーとなっています。

ウォルフスバーグ・グループ

ウォルフスバーグ・グループは、12の国際的な銀行から成る組織です。このグループは、顧客確認
（Know Your Customer：KYC）やマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する、金
融サービス業界の基準を作成することを目的としています。
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グループは、トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International）の代表と
共に、プライベート・バンキングにおけるマネー・ローンダリング対策のガイドラインのドラフトを作成す
るため、2000年に、スイスのウォルフスバーグ城（Wolfsberg Castle）で集まりました。もし、そのガ
イドラインが世界中の銀行で導入されれば、汚職収益のローンダリングに対する、民間部門における画
期的な対策になります。

グループの原則には法的拘束力はなく、不履行に対する罰則もありません。
「ウォルフスバーグ・グループのプライベート・バンキングに関するマネー・ローンダリング対策の原
則」（Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking ）は、2000年10月に
公表され、2002年5月に改正されました。これらの原則においては、顧客の本人確認等の基本的なも
のから、“現在、社会的な信用のある地位にある（もしくは、過去にそのような地位にあった）”個人へ
の追加的な調査等の画期的なものまで、プライベート・バンキングにおける統制が推奨されています。
トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International）と共に本原則を発表した
ウォルフスバーグ・グループは、“汚職を行う者が、不正な資金を世界の銀行システムに預け入れにくく
なるように努める”と述べました。

この原則の作成に関わった銀行は、クレディ・スイス・グループ （Credit Suisse Group） やシ
ティバンク（ Citibank, N.A.）、ABNアムロ銀行（ABN AMRO Bank N.V.） 、バークレイズ銀
行（Barclays Bank） 、バンコ・サンタンデール・セントラル・ヒスパーノ（Banco Santander 
Central Hispano S.A.） 、チェイス・マンハッタン（Chase Manhattan Corporation） 、ドイツ
銀行（Deutsche Bank AG） 、HSBC,　JPモルガン （J.P. Morgan Inc.） 、ソシエテ・ジェネラル 
（Société Générale） 、UBS  （UBS AG）です。クレディ・スイス・グループ （Credit Suisse 
Group）は、当時捜査が行われていた、ナイジェリアの元独裁者、サニ・アバチャ （Sani Abacha）
の関与したマネー・ローンダリングの中心となった組織の1つであり、シティバンク（ Citibank, N.A.）
は、アバチャ（Abacha）やその他政府職員のプライベート・バンキング口座を扱ったことに関し、
1999年に米国議会から捜査を受けていました。

この原則には、銀行は“財産や資金源が合法であると合理的に実証された顧客しか受け入れないよ
うに努力する”という項目があります。資金の真の受益者が顧客と同一人物でない場合、“すべての該当
口座”の資金の真の受益者を把握する必要性を強調するとともにプライベート・バンキングにおいて、仲
介者が顧客に対する“十分な”顧客管理プロセスを保持しているか、もしくはそのような顧客管理を行う
規制義務があるかを確認するために、 “資金の管理者や、それに類似した仲介者”に対して顧客管理を
行うように促しています。この原則は、“担当のプライベート・バンカー以外の少なくとも1人”が、すべて
の新しい顧客や口座を承認することを推奨しています。

原則は、下記を含む顧客管理が必要となる状況をいくつか挙げています。
■“現在、社会的な信用のある地位にある（もしくは、過去にそのような地位にあった）個

人等、政府職員、また、その家族や親しい関係者”
■“マネー・ローンダリング対策の基準が不十分、もしくは犯罪と汚職のリスクが高いと信

頼性の高い情報源において判断された”国等、リスクの高い国々
■顧客や真の受益者の資金源が “マネー・ローンダリングに利用されやすいとされる活動”
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から生じているような、リスクの高い取引
■オフショアの法域（司法権の異なる国や地域）（原則には定義なし）

ウォルフスバーグの原則によると、銀行は“不自然もしくは疑わしい活動の確認や追跡”に関する文書
化されたポリシーを作成し、疑わしい活動の定義とその例を記載すべきであるとしています。また、特定
の顧客に関して疑わしい取引と思われる活動の種類に関して、プライベート・バンカーの知識を利用し
た“十分な”モニタリング・システムを推奨しています。また、会議、議論、国内の顧客訪問等の疑わし
い取引の特定に使用されるメカニズムや、疑わしい取引が検知された際の対策の概要についても述べて
います。

また、原則は、以下の事項にも言及しています。
■マネー・ローンダリング対策上の問題に関する経営陣への報告
■AMLトレーニング
■関連書類の保管
■ポリシーからの逸脱
■マネー・ローンダリング対策部門や対策ポリシーの作成

トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International）およびウォルフスバー
グ・グループのメンバー銀行は、原則が“より多くの金融機関によって幅広く受け入れられる”ことを期待
しています。

ウォルフスバーグの原則は、2002年5月に改正されました。内部の非顧客口座（“集中”口座と呼ば
れる場合がある）が、顧客の代理で資金移動に用いられないよう、内部の非顧客口座の使用を禁止す
る条項が加えられました。つまり、当局による顧客の資金移動の適切なモニタリングを妨げるような内部
口座の利用を、銀行は禁止する必要があるのです。

ウォルフスバーグ・グループは、2002年初頭に、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への
対策における金融機関の役割についての概要を述べた「テロ資金供与に関するウォルフスバーグ声明」
（The Suppression of the Financing of Terrorism）というガイドラインを公表しました。

ウォルフスバーグの声明には、次の事項が含まれています。
■関係当局が世界規模で連携することで、テロリストであると疑われる者の公式リストを作

成すること
■金融機関が顧客データベースを用いて効率的に検索を行えるよう、上記の公式リストに十

分な情報を含めること
■公式リストの配布に続く、金融機関に対する速やかなフィードバック
■テロリストが用いる方法、手段、手法に関する情報
■テロ資金供与のリスクが高いと判断されるセクター（部門）および活動に対する、政府ガ

イドラインの作成
■テロ資金供与の検知に役立つ、資金移動の統一されたグローバル・フォーマットの開発

さらにグループは、金融機関が情報提供や当局への報告を促すため、セーフ・ハーバー免責で金融
機関を守ることを推奨しています。

また、ウォルフスバーグ・グループは、“送金事業者、両替所、外貨両替所、送金代理店等との事
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業上の関係”を制限することにも取り組んでいます。また、リスクの高い顧客もしくはリスクの高いセクター
（部門）の顧客、そして“地下銀行ビジネスもしくは代替的送金システム等”の活動に対する強化され
た顧客管理をメンバーに課しています。

2002年、ウォルフスバーグは、コルレス・バンキングを利用したマネー・ローンダリングおよびテロ
資金供与への対策として、金融機関が行うべき手順の概要を説明した「コルレス・バンキングに対す
るマネー・ローンダリング対策の原則」（Anti-Money Laundering Principles for Correspondent 
Banking） に関するガイダンスを公表しました。

コルレス口座とは、金融機関が預金保持、代理支払い、その他の取引を行うことを目的として、別
の金融機関に開設する口座です。ウォルフスバーグの14のガイドラインは、銀行、証券会社、投資信
託（ミューチュアル・ファンド：Mutual Fund）、マネー・サービス業者、ヘッジ・ファンド、クレジッ
ト・カード発行者等、金融機関が有するすべてのコルレス・バンキングの取引関係に適用されます。

とりわけ重要な勧告は次のとおりです。
■顧客管理は、リスクに基づき、所在地、事業の種類、所有権、顧客層、規制状況、コルレ

ス・バンキングの顧客もしくは事業のAML管理を考慮して実施する必要がある。
■金融機関は、シェル・バンクにサービスや商品を提供してはならない。
■一般的に、新しい原則は、中央銀行やFATF加盟国の金融当局、もしくは国際通貨基金

（International Monetary Fund：IMF）および世界銀行 等の多国籍組織には適用されな
い。

■リスク要素に基づいて、すべてのコルレス・バンキングの顧客情報を定期的に見直し、更
新しなければならない。

■この原則は、金融機関のAMLプログラムの一部とする必要がある。
ウォルフスバーグは、さらに、金融機関が“顧客管理を行う上で有益な”情報を、国際的に登録する

仕組みの構築を推奨しました。登録の基本的な前提は単純です。情報を各金融機関に要求し、個々に
提供するのではなく、必要な顧客管理情報を世界規模の登録簿を用いて一元的に収集します。金融機
関は、正確で完全、かつ最新の情報を登録簿に提供し、維持する責任を負います。その代わり、コル
レス・バンキング顧客の情報を検索し、それらの顧客に関連する最新情報を知ることができます。

ウォルフスバーグ・グループは、このような台帳の作成を進め、メンバーが必要とする情報を台帳に
盛り込んでいます。必要な情報とは、会社の定款、関連する免許の写し、商業登記や法人設立許可書
の抜粋、最新の年次報告書、5％以上の株を保有する株主情報、取締役や経営陣の個人データ、各
金融機関のKYCやAMLポリシーおよび手続きの情報等です。この提案は、顧客管理情報の標準化を
目指し、多様な情報源からの情報検索に要する時間を短縮する可能性があります。

ウォルフスバーグ・グループは法執行権限を持っていませんが、各メンバーが自らのリスクを管理
し、顧客について適切な判断を行い、犯罪に利用されることを防げるよう、ガイドラインを公表しまし
た。

2003年9月、ウォルフスバーグ・グループは「モニタリング、抽出、検索に関するウォルフスバーグ
声明」（A Statement on Monitoring, Screening and Searching） を発表しました。この文書を通
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じ、不自然な可能性がある、もしくは疑わしい活動や取引を見分けるため、取引および顧客の適切なモ
ニタリングが必要であること、それを関係当局へ報告する必要があることが論じられました。特にこの声
明において、取引と顧客に対するモニタリング、抽出、検索に関する、リスクベースのプロセスの構築に
関する問題にも言及しています。

グループの発表は、こちらのリンクから参照することができます。www.wolfsberg-principles.com/
standards.html

世界銀行および国際通貨基金

多大な影響力を持つ国際通貨基金（International Monetary Fund：IMF）および世界銀行
（World Bank）は、マネー・ローンダリングに関する国際的な取組みへの参加を躊躇していた特定
の国々に対抗するための、小さな一歩を踏み出しました。2001年以降、IMFおよび世界銀行による財
政、構造支援プログラムの恩恵を受ける国々に対し、有効なマネー・ローンダリング対策を整備するよ
う要求したのです。その要求によってマネー・ローンダリングに関する対策が世界的に進み、その成果
は、比較的力の弱い金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）によるものを大き
く上回りました。

2001年4月の「マネー・ローンダリング対策への貢献の強化」 （Enhancing Contributions to 
Combating Money Laundering） と題された共同政策文書において、IMFおよび世界銀行は、マ
ネー・ローンダリング対策を世界規模で強化するために取ることができる対策の詳細を論じています。
AMLへの取り組みに関するIMFおよび世界銀行に対する圧力はここ数年高まっています。先進7カ国の
財務大臣は、IMFと世界銀行に対し、自国のマネー・ローンダリング対策を国際的な基準に合わせるこ
とを拒否する国々への支援を控えるよう要請しました。

2001年9月、マネー・ローンダリングと他の金融犯罪への対策を“監視の実行および計画”に“完全に
統合”するという主張を受け、IMFと世界銀行は活動を開始しました。同月、IMF理事会のアドバイザー
である国際通貨金融委員会（ International Monetary and Financial Committee：IMFC） は、“特
にマネー・ローンダリングに対する国際的な取り組み等の金融不正対策を、適材適所に、各種の活動
に組み込む”姿勢にあるという声明を発表しました。

IMFCは、IMFおよび世界銀行に対して、金融不正対策におけるそれぞれの適切な役割と、金融不
正対策をどのように組織の活動に取り込むか、その概要を説明する共同文書を作成するように求めま
した。それに応じて、「金融システムの悪用、金融犯罪、およびマネー・ローンダリング」（Financial 
System Abuse, Financial Crime and Money Laundering）と題された、IMFの報告書が発表され
ました。この報告書は、IMFおよび世界銀行の世界的影響力を国家腐敗防止プログラムの推進にどの
ように利用すれば、両機関が“国際金融システムの信頼性を濫用から保護する役割”を果たせるのかを
述べています。

以降、次のような対策により、IMFと世界銀行によるマネー・ローンダリング対策は、以前より活発
なものとなっています。

■他の種類の金融不正よりも、マネー・ローンダリングに集中すること
■各国の“金融の監督および規制”の強化を支援すること
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■銀行の監督に関し、経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and 
Development：OECD）やバーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking 
Supervision：BCBS）とより密に連携すること

■支援を要請する国に対し、国際的なAML基準を適用するよう要請すること
2004年4月に、理事会の共同会議で、IMFと世界銀行は、国際的なマネー・ローンダリング対策

（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の基準に関する各国の遵守状況を評価するため、パイ
ロット・プログラムを恒久的に採用することで合意しました。このプログラムの採用により、FATFは、非
協力国および地域のリスト（Non-Cooperative Countries and Territories: NCCT）の公表を終了
することになります。

世界銀行およびIMFは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対する取り組みである「FATF
の40の勧告および8の特別勧告」（FATF 40+8 Recommendations）の各国の遵守状況を、単一
のグローバル・メソドロジーを使用して包括的に評価を行うための、FATFとの協調的な枠組みを確
立しました。この評価は、金融セクター（部門）評価プログラム（Financial Sector Assessment 
Program）の一環として実行され、基準および規程の遵守に関する報告書 （Report on Observance 
of Standard and Codes）にも繋がっています。

2002年、世界銀行およびIMFは、「マネー・ローンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対
策（CFT）のレファレンス・ガイド 」（Reference Guide to Anti-Money Laundering (AML) and 
Combating the Financing of Terrorism (CFT)）と題された独自のガイドを作成し、各国が国際基
準に沿ったAML ／ CFT態勢を構築するための実用的な手順を記しました。本ガイドにおいては、グ
ローバルなAML ／ CFTの問題は各国、各地域共通の取組み課題とされています。また、効果的な
AML ／ CFT対策の法律上、制度上の枠組みに必要な基本的要素を論じ、そのために必要な世界銀
行とIMFの役割もまとめて説明しています。

詳細については、次のサイトをご覧ください。http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/

その他の国際組織 

以下の国際組織もマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでいます。
■アフリカ開発銀行（African Development Bank）
■アジア開発銀行（Asia Development Bank：ADB）
■英連邦本部（The Commonwealth Secretariat）
■欧州復興開発銀行（European Bank for Reconstruction and Development：EBRD）
■欧州中央銀行（European Central Bank：ECB）
■欧州刑事警察機構（もしくは、ユーロポール）（Europol）
■米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）
■国際刑事警察機構（もしくは、インターポール）（Interpol）
■証券監督者国際機構（International Organization of Securities Commissions：IOSCO）
■オフショア銀行監督者グループ（Offshore Group of Banking Supervisors：OGBS）
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■世界税関機構（World Customs Organization：WCO）

国際取引に対する米国の立法および規制上の主なイニシアチブ

本ガイドでは、国際取引や米国外の法域（司法権の異なる国や地域）に影響を及ぼすマネー・ロー
ンダリングおよびテロ資金供与に関する、米国法律の主な要素の概要について説明します。

米国愛国者法・USA Patriot Act

2001年の9・11テロ攻撃に動機付けられ、また、テロ資金供与のメカニズムを解明し、機能させな
いようにするという必要に迫られ、米国議会は、マネー・ローンダリング関連の各種法律および銀行秘
密法（Bank Secrecy Act：BSA）を強化しました。それは、1970年の銀行秘密法および1986年の
世界初のマネー・ローンダリング法の制定以来、かつて無いレベルでの強化でした。

2001年10月の米国愛国者法（米国公法第107-56号）は、過去70年間の米国の法律の中で、最
も広範囲に影響を及ぼすものとなりました。本法第3編は、「国際的なマネー・ローンダリング阻止お
よびテロ資金供与防止法」 （ International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist 
Financing Act of 2001）と呼ばれ、マネー・ローンダリング関連条項のほとんどを含んでいます。

米国愛国者法によって、米国政府は世界中すべての金融機関および企業の財産に手を伸ばすこと、
および米国内での機能を停止することが可能になりました。

米国愛国者法は、米国企業はもとより米国内で活動を行う国際的な企業に影響があります。中でも
重要なのが、米国財務省が公布した、金融機関が遵守しなければならない条項の詳細を明記した米
国愛国者法の規則です。本規則は、連邦規則集第103部第31条銀行秘密法の規則に含まれています。

米国愛国者法の重要な条項の前提には、米国金融機関自身が、自らを通じた米国の金融システムに
対する国際的なアクセスを管理しなければならない、という規制があります。米国愛国者法は、外国の
事業に影響を与えるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に関する問題等、広い範囲を規定して
おり、例えば以下のような事項も含まれています。

311条：マネー・ローンダリングの主要懸念対象に対する特別措置（米国連邦法典第31編第5318
条A）（Special Measures for Primary Money Laundering Concerns：31 U.S.C. 5318A）によ
り、米国財務省は、財務長官が“マネー・ローンダリングの主要懸念対象”であるとした、外国の法域
（司法権の異なる国や地域）、外国の金融機関、特定の種類もしくは国際取引や口座に対し、段階
的かつ規模に見合った措置を適用するよう定めています。“マネー・ローンダリングの主要懸念対象”で
ある国や金融機関を指定することで、政府は米国銀行に、指定対象との金融取引停止させることができ
る。指定がなされると、財務省は、国内の金融機関に対し、下記の5つの特別措置のいずれか（1ま
たは複数）を適用することができます。

1. 取引に関わった者の身元や、資金の真の受益者等、特定の取引に関する記録の保持および報
告書の提出
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2. 外国人やその代理人によって、米国内で開設もしくは維持されている口座の真の受益者の情
報の取得

3. 外国の銀行に開設されたペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）の
利用もしくは口座を通じた取引の実施を認められている顧客の情報の特定と取得

4. 外国銀行の“コルレス”口座の利用を認められている顧客、もしくは、外国銀行の“コルレス”
口座を通じた取引が行われている顧客の情報の特定と取得

5. 特定のペイヤブル・スルー口座（PTA）もしくはコルレス口座の閉鎖
すべての関連要素が考慮されることを確実にするため、財務長官はマネー・ローンダリングの

主要懸念対象と法域（司法権の異なる国や地域）、機関、特定の種類の取引や口座を指定す
る前に、国務長官および司法長官と協議しなければなりません。米国政府は、311条を使っ
て、ウクライナやナウル共和国等の国との資金関係を断ち、ラトビア、マカオ、ミャンマー
の銀行等、特定の法人を指摘しました。

312条：コルレス口座やプライベート・バンキング口座について（米国連邦法典第31編第5318条
（i））。外国のコルレス口座（金融機関が外国の金融機関との間に持つほぼすべての口座関係を含
む）やプライベート・バンキング口座に対し、“強化された顧客管理”を行うことを要求しています。

2005年12月に、米国財務省金融犯罪執行機関連絡室（U.S. Financial Crimes Enforcement 
Network：FinCEN）は、312条を公布しました。312条は、2006年1月初旬に公示され、同年発効
されました。新規開設口座に対しては、公示の90日後、既存の口座に対しては公示の270日後に発効
しました。また、FinCENは、外国の銀行と提携する特定のオフショア銀行におけるコルレス口座に対す
る顧客管理手続きを確立する、新たな規制も提案しました。

そのうちコルレス・バンキングに関する規定は、銀行、証券会社、先物取次業者、 商品取次業者、
投資信託（ミューチュアル・ファンド：Mutual Fund）に適用されます。ミューチュアル・ファンドは、
現在コルレス口座を扱っていませんが、外国の金融機関に口座を保持していて、外国の金融機関が当
口座に顧客用のミューチュアル・ファンド関連投資を保有し、その外国の金融機関が、支払いを行っ
たり、その他の金融取引を処理することもあります。このような口座は、コルレス口座に類似しているた
め、本規定の対象となります。

FinCENは、規定の対象である外国の金融機関の定義を、マネー・ローンダリングの重大なリスクを
有する金融機関に限定しました。中には、外国の銀行、米国の銀行の海外支店、外国の証券会社や
先物取次業者、商品ブローカーもしくは米国内で営業するミューチュアル・ファンド、外国で設立され
た送金サービス業者や通貨両替業者等が挙げられます。

コルレス口座の定義が広すぎるという金融業界からの意見があったものの、FinCENは、提案した規
定に用いられた定義を変更しませんでした。しかし、FinCENは、顧客管理要件を事実上さらにリスク
ベースとするよう変更し、金融機関に対して柔軟な対応を示しました。

顧客管理プログラムは、米国で保持されているコルレス口座について、マネー・ローンダリングの疑い
のある取引を報告するための、“適切かつ具体的で、リスクベースの”追加的なポリシー、手続き、統制
を含んでいる必要があります。また、同プログラムは、金融機関のAMLプログラムにも含まれていなけ
ればなりません。
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プライベート・バンキングに関する規程も、コルレス・バンキングの規程と同様の範囲の金融機関に
適用されます。対象金融機関は、重要な公的地位を有する者およびその親族と側近のプライベート・バ
ンキング口座の追加的な精査等、プライベート・バンキング口座に対する顧客管理を実施する必要があ
ります。

本規程の対象は、1人以上の非米国人によって、100万ドル以上の預金が維持され、かつ、その非
米国人との連絡係に銀行の従業者が割り当てられているプライベート・バンキング口座です。口座の残
高が100万ドル未満の場合、本規程の対象にはなりませんが、金融機関内部のマネー・ローンダリン
グ統制の対象でなければなりません。

プライベート・バンキングの顧客管理プログラムには、米国の口座内でマネー・ローンダリングの疑い
もしくは疑わしい活動を検知するための、ポリシーと手続きが必要です。

対象のプライベート・バンキング口座に関して、米国の金融機関は、口座の名目上の所有者と真の
受益者を見分け、どちらかが“外国の政治的に影響力のある人物”に該当するかを確認する必要があり
ます。もし該当する場合、金融機関は“追加的な精査”を実施し、口座の資金源、目的、想定される用
途を調べる必要があります。また、金融機関は口座をモニタリングし、資金源、目的、想定される用途
の情報が実態と一致しているか確認する必要があります。

おそらく、この規定に最も期待されていたことの1つは、“外国の政治的に影響力のある人物”もしくは
PEP（重要な公的地位を有する者）を定義づけることでした。しかし、最終的な規定における定義は、
提案されていたものとほぼ同じであり、意外なものではありませんでした。FinCENは、これらの顧客
を、選挙で選ばれたかどうかにかかわらず“外国政府の立法府、行政府、軍部、司法府等に属する、
現職またはかつての政府高官”と定義しました。外国の政党の幹部や、国有企業の役員も含まれます。
また、定義には、親族や、側近であると“広く一般に知られている”人物も含まれます。

これら個人口座を管理する金融機関は、その外国の資金が“外国での汚職による収益に関係している
可能性があるか”を調べるために、“追加的な精査”を行わなければなりません。これには、“公的資金
の横領、窃盗、および着服によって得られた”あらゆる財産、“外国政府の財産の転換、賄賂もしくは
ゆすり、あるいは、このような資産の転換もしくは転換後の財産”が含まれます。

本規程が“外国の政治的に影響力のある人物”に焦点を当てているのは、米国愛国者法の規定を受
けてのものであり、2001年1月にクリントン政権が米国の金融機関に対して発表した“ガイダンス”を継
続するものです。クリントン政権によるガイダンスは、外国の汚職による収益を検知、拒絶、報告するた
めの、個人の資金口座の扱いに関するものでした。

313条：米国の銀行と証券業者による物理的に存在しない無規制の“シェル”バンクにおけるコルレ
ス口座の保持禁止について（米国連邦法典第31編第5318条（i））、さらに金融機関に対し、コルレ
ス口座を保有する相手方外国銀行が、外国のシェル・バンクからの口座へのアクセスを容認しない等
の、適切な対策を講じるよう求めています。本禁止条項は2001年12月26日に発効しました。財務省は
2002年9月18日に最後の規定を公表し、銀行と証券業者に対して、規定を遵守するため、特定の証明
書の書式を使用することを許可しました。米国銀行や証券業者によって、コルレス口座の相手方である
外国の銀行に、本証明書の書式が送られ、外国銀行は自らがシェル・バンクでないこと、および、ネ
スティングされたコルレス関係を通じ、米国のコルレス口座に対するシェル・バンクによるアクセスを容認
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しないことを、書式に記入し証明します。
319条(b)：米国内に外国銀行が保持するコルレス口座に関する記録について。財務長官や司法長

官は、米国内にコルレス口座を持つ外国の銀行に対して、出廷命令、もしくは記録の召喚令状を発行
することができます（米国連邦法典第31編第5318条（k））。召喚令状の上では、米国外の記録も含
めた口座に関するすべての記録を要求することが可能です。さらに外国の銀行は、召喚令状受理のため
に、米国内の登録代理人を指定しておく必要があります。また、外国の銀行の口座を保持する米国の
銀行および証券業者は、登録代理人の身元、ならびに外国の銀行の所有者名双方の記録を保持する
必要があります。もし外国銀行が出廷命令もしくは召喚令状に従わない、もしくは異議を唱える場合、
財務長官や司法長官は、米国の金融機関に対して、当コルレス口座の閉鎖を命令することができます。
2002年9月18日、財務省は最終規程を公表し、対象金融機関が記録保持義務を果たすために用い
る、証明書の書式を公開しました。本書式は、外国銀行に対して、口座の所有者、および米国内で諸
手続きを行う代理人の身元についての記載を要求していますが、例外も認められます。本記録保持義
務は、2001年12月26日から預金機関に課せられました。

マネー・ローンダリングと民事没収に関する米国法律の適用範囲

1986年に最初に制定された、米国のマネー・ローンダリング法には、特定の“治外法権”条項があり
ます。この法律は、適用の範囲が広く、国際的に強制力があるという点において、世界に類を見ないも
のです。

米国のマネー・ローンダリング法制は強力な法的手段ですが、洗浄取引によって、少なくとも1つの
“特定違法行為（Specified Unlawful Activity：SUA）”から収益をあげている場合にしか適用でき
ません。200以上の特定違法行為のうちの少なくとも1種類から収益をあげていなければ、起訴できな
いのです。法律制定以後も、最近では米国愛国者法を通じて、SUAの範囲は広がっています。SUAの
中には、米国外犯罪も含まれています。SUAリストに含まれる、米国外の犯罪の多くは、収益の一部が
米国での取引、もしくは米企業との取引からあげられたものです。非米国民が犯罪行為の一部を米国内
で行った場合、外国での犯罪によって起訴されるリスクはより高まります。米国民であれば、居住地に
かかわらず、起訴される可能性があります。法律が“域外管轄権”に適用されるのは、“米国民によって
行われた犯罪行為、もしくは非米国民によって部分的にでも米国内で行われた犯罪行為”であって、1
万ドル以上の資金に関する場合です （米国連邦法典第18編第1956条(c)(7)(D)）。

米国法を補完しその一部でもあるSUAは、ハイジャック、電信送信詐欺、銀行詐欺、著作権侵害、
横領、違法輸出、違法賭博、麻薬の違法取引、ゆすり、環境犯罪等、経済的な利益を生む、ほぼす
べての米国の犯罪を含んでいます（合衆国法典第18編第1956条（c）（7）および第1957条）。

SUAは、外国の役人への賄賂、政府からの横領、外国の役人による“公的資金の横領、窃盗、
着服”、外国の銀行に対する詐欺、ゆすり、麻薬の違法取引、誘拐、強盗等の単なる外国での犯罪
も含んでおり、法域外での幅広い米国法の適用に繋がっています。SUAには、海外汚職行為防止法 
（Foreign Corrupt Practices Act） や対敵国通商法（Trading with the Enemy Act）に対する
違反も、含まれています。何年もかけて、議会は着実にSUAの種類を増やし、近年では米国愛国者法
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の制定を通じて、テロ関連の犯罪と役人の汚職に主な焦点を置いた外国の犯罪も加えられました。
外国におけるSUAが、複数の重要な事件にかかわってきました。サンフランシスコでは、ウクライナ

政府と取引をした人々から集めた$1億ドル以上の資金洗浄を行った容疑で、ウクライナの元総理大臣
であるパヴェル・ラザレンコ（Pavel Lazarenko） が起訴されました。米国愛国者法によって追加され
た新しい法律により、汚職行為をした外国の高官が、米国でマネー・ローンダリングに関して起訴され
るリスクが高まったのです。

起訴にあたっては、SUAからの収益が存在することを証明する必要がありますが、 被告人が正確な
資金源について“知っていた”ことを証明する必要はありません。被告人が、資金源が“実際にSUAに該
当するかにかかわらず、何らかの形で、州法、連邦法、外国法において重罪とされる活動”であること
を、知っていたことのみを証明すればよいとされています（合衆国法典第18編第1956条（c）（1） ）。 
裁判所は“事実の認識を意図的に避けること”と定義される“意図的な無関心（Willful Blindness）”
は、事実を知っていたことと同等に扱うと判定しています。取引の状況や、被告人の行為によっては、
意図的な無関心であると認定される可能性もあります。

米国のマネー・ローンダリング法制には、“米国の金融機関に口座を持っている外国の金融機関”に
対する、法律の法域（司法権の異なる国や地域）外適用という民事的罰則に関する独自の条項もあり
ます（合衆国法典第18編第1956条（b）（2）（C） ）。それによって、連邦裁判官は、マネー・ロー
ンダリングを犯し、財産没収の判決を下された外国の個人の資産を管理する“連邦管財人”（Federal 
Receiver）を指名することができます。

最後に、米国愛国者法の319条(a) （合衆国法典第18編第981条（k） ）によって、米国政府の、
外国の個人および企業の所有する資金に対する没収権限を大幅に強化しました。また、米国の追及す
る資金が、外国銀行に預金され、当外国銀行が米国銀行に“銀行間口座”（Interbank Account）を
保有する場合、米国は、米国の口座にある犯罪資金を没収することができます。

米国外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control：OFAC）

前述の法規制に加え、他国の金融機関や企業は、米国財務省の外国資産管理局（Office of 
Foreign Assets Control：OFAC）の課す規制によって、管轄権の域外適用を受けるリスクもあります。

OFACは、米国の外交政策や国家安全保障の目的に従い、制裁の対象とされた国家、テロリストや
国際麻薬密輸業者、大量破壊兵器の拡散に関わっている者に対する経済制裁や貿易制裁を管理、実
行しています。OFACは、戦時および国家緊急時の大統領権限、特定の法令で付与された権限をもと
に、取引を管理し、米国法域内にある外国資産を凍結する権限を持ちます。多くの制裁は、国際連合
およびその他の国際的な指令に基づいて行われ、多国間で実施され、提携国政府との密接な協力を要
します。

OFACの規定により、OFACが定期的に発行する一連のリストに掲載されている個人や組織との取引
は禁止され、そのような個人や組織の財産の凍結が求められています。OFACは、その凍結命令に対す
る違反に対し、重い罰則を課す権限を持っています。

居住地にかかわらず全米国民と米国永住外国人、および米国内に居住するすべての個人と団体、全
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米国法人とその外国支店は、OFACの規制に従う必要があります。キューバや北朝鮮等に対するプログ
ラムでは、米国企業が所有または支配する、外国のすべての子会社も同様に規制されます。米国産の
商品を所有する外国の個人にも規制を課しているプログラムもあります。

詳細は、次のサイトをご覧ください。www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/

まとめ

犯罪収益およびマネー・ローンダリングの犯罪の性質、および国際資金取引の速さを考えると、マ
ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の成功には、国際的な協力が重要です。

経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation and Development：OECD） 
の一部であり、パリに本拠地を置く、マネー・ローンダリングに関する金融活動作業部会（Financial 
Action Task Force： FATF）は、1989年に、先進7カ国グループによって組織されました。FATFは、
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対する、世界規模の取組みを主導しています。

1990年に公表され、1996年と2003年に改正されたFATFの40の勧告は、マネー・ローンダリング
に対する包括的な体制を構築し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基礎として、世界
中で受け入れられてきました。

FATFは、米国での2001年の9・11テロの直後、テロ資金供与に関するFATF特別勧告を公表しま
した。

FATFは、非協力国および地域 （Non-Cooperative Countries and Territory：NCCT） のリスト
や、マネー・ローンダリングに関する犯罪類型および傾向も公表しています。

カリビアン諸島、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ユーラシア、そして南米各地における特有の
ニーズに応えるため、FATFの傘下に、複数の地域グループによって、それぞれFATF型地域体（FATF-
Style Regional Body：FSRB）が形成されました。

1974年にG-10の中央銀行総裁によって設立されたバーゼル委員会は、適切な監督基準を世界中で
推進しています。バーゼル委員会は、適切な顧客確認（Know Your Customer：KYC）のポリシー
および手続きは、銀行の安全性や健全性、ならびに銀行システムの信頼性を守るうえで重要であると
認識し、2001年10月に「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence：CDD）」 （Customer Due 
Diligence for Banks）という文書を公表しました。

2001年12月、欧州連合（European Union）は第2指令を公表し、従来は麻薬関連に限定されて
いたマネー・ローンダリングの前提犯罪の範囲を、すべての重犯罪に拡大しました。さらに、従来は金
融機関にのみ求めていたコンプライアンスを、企業向けサービス提供会社やカジノ、弁護士および会計
士にまで適用するようにしました。EU指令は、域内において、国の法律よりも優先されます。そして、
第3指令は2005年に採択されました。

1992年5月、米州機構（Organization of American States：OAS）が、国際機構としては初め
て、マネー・ローンダリング対策を目的とする法案の雛型に合意しました。

カリブ金融活動作業部会（Caribbean Financial Action Task Force：CFATF） が、カリブ海諸
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国において、対策を促し、アジアおよび太平洋地域では、アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グ
ループ （Asia/Pacific Group on Money Laundering： APG）が、マネー・ローンダリング対策の
導入に力を入れています。

1995年、各国の資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）は、共同でエグモント・グ
ループ（Egmont Group）と呼ばれる非公式の組織を設立しました。

2000年から世界最大級の銀行によって構成されるウォルフスバーグ・グループは、マネー・ローンダ
リング対策に関する自主的なガイドラインを公表し始めました。このガイドラインが世界中の銀行で導入
されれば、汚職収益の洗浄やコルレス口座を利用した洗浄およびテロ資金供与を民間部門が取り締ま
ることになります。

国際通貨基金（International Monetary Fund：IMF）および世界銀行という2つの国際機関は、
各国のマネー・ローンダリング対策に対する評価方法を標準化し、国際的なマネー・ローンダリングに
対する取り組みに非協力的な国 に々も圧力を与えました。

さらに、コルレス口座やプライベート・バンキング口座に関する条項等、マネー・ローンダリングおよ
びテロ資金供与対策に関する米国法も、国際取引や米国外の法域（司法権の異なる国や地域）に対
して規制を課しています。
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グループ名 グループの説明 重要な文書
金融活動作業部会（FATF） ■ 31 の国と 2 つの国際組織による

政府間の組織
■マネー・ローンダリングの基準の
決定

■マネー・ローンダリングに関する
40 の勧告
■テロ資金供与に関する FATF 特別
勧告（2004 年更新）
■非協力国および地域のリスト（継
続的）

バーゼル銀行監督委員会 ■ G-10 の中央銀行総裁によって設立
■世界中に信頼できる監督基準を推
進する

■銀行の顧客確認（2001 年）
■テロ資金供与対策に関する法域（司
法権の異なる国や地域）間の取引記
録の共有（2002 年）
■ 連 結 顧 客 確 認 リ ス ク 管 理 文 書

（2004 年）
■口座開設と顧客確認に関する一般
的な指針（2003 年）

欧州連合 ■マネー・ローンダリングに関する
EU 指令によって、自国の金融システ
ムがマネー・ローンダリング目的に
悪用されないよう加盟国に対して法
令公布が義務付けられている

■マネー・ローンダリング目的への
金融システムの濫用防止に関する EU
第 1 指令（1991 年）
■第 2 指令（2001 年）
■第 3 指令（2005 年）

ウォルフスバーグ・グループ ■ 12 の国際的な銀行から成る組織
■銀行のためのマネー・ローンダリ
ング対策の基準の構築を目的とする

■ウォルフスバーグ・グループのプ
ライベード・バンキングに関する
AML の原則（2002 年更新）
■テロ資金供与に関するウォルフス
バーグ・グループの声明（2002 年）
■コルレス・バンキングに対する
AML 原則（2002 年）

アジア太平洋マネー・ローンダリン
グ対策グループ（APG）、南米金融
活動作業部会（GAFISUD） 、カリブ
金融活動作業部会（CFATF） 、中東
および北アフリカ金融活動作業部会

（MENAFATF）、ユーラシアグループ、
東および南アフリカ AML グループ

■ FATF 型地域体 ■犯罪類型等

エグモント・グループ ■金融情報機関の非公式なネット
ワーク・グループ

■設立目的文書（2004 年更新）
■マネー・ローンダリングのケース
に関する金融情報機関間の情報交換
の原則（2001 年）
■金融情報機関間の情報交換に関す
るベスト・プラクティス（2004 年）

米州機構全米麻薬濫用取締委員会
（CICAD）

■マネー・ローンダリング等、麻薬
関係の問題に対処する米州機構の中
の委員会

■モデル規制

世界銀行および IMF ■財政、構造支援プログラムに対し、
効果的なマネー・ローンダリング対
策を行うことを主要な要素とした。

■マネー・ローンダリングおよびテ
ロ資金供与対策のレファレンス・ガ
イド : 各国での組織の枠組み作りおよ
び発展に関するマニュアル（2002 年）

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の国際的なイニシアチブ一覧
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国際的なAML分野における重要な出来事の概要

年 国際的なAML分野における重要な出来事
1986 ■米国でマネー・ローンダリング取締法が合衆国法典第 18 編第 1956 条に盛り

込まれ、世界で初めてマネー・ローンダリングが犯罪とされる
1988 ■ウィーン条約（麻薬および向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約）

が可決される
■バーゼル委員会が銀行規制監督に関する原則を発表する

1989 ■パリで行われた G-7 経済首脳会議において、金融活動作業部会（FATF）が発
足する

1990 ■ FATF がマネー・ローンダリングに関する 40 の勧告を発表する
■カリブ金融活動作業部会（CFATF）が発足し、マネー・ローンダリングに関
する CFATF の 19 の勧告が発表される
■犯罪収益の洗浄、捜索、没収、押収に関する欧州評議会条約が提案される

1991 ■ FATF の加盟国が “ 相互審査 ” のプロセスについて合意する
■欧州評議会によるマネー・ローンダリングを目的とする金融システムの濫用
防止に関する指令（91/308/EEC）が発表される

1992 ■米州機構（OAS）のマネー・ローンダリングのモデル規制および法案が可決
される
■ CFATF のマネー・ローンダリングに関するキングストン（ジャマイカ）宣言
が発表される

1993 ■麻薬問題に関連して、マネー・ローンダリング、没収、国際的な協力の国連
モデル法が提案される

1995 ■金融情報機関（FIU）から成るエグモント・グループが形成される
1996 ■ FATF の 40 の勧告が改訂され、マネー・ローンダリングの前提となる犯罪が

薬物犯罪から重大犯罪に拡大される
■初めての FATF 犯罪類型報告書が発表される

1997 ■アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（APG）が設立される
■ PC-R-EV（現マネーバル）が設立され、FATF 非加盟の欧州諸国において、
AML 対策の自己評価が行われる

1998 ■不正麻薬取引およびその他の重大犯罪に関連するマネー・ローンダリングに
対する OAS モデル規制が改正される

1999 ■脱税をマネー・ローンダリングの前提犯罪と認める、FATF の 40 の勧告の解
釈に関する FATF のガイダンスが発表される

2000 ■ FATF から非協力国および地域（NCCT）の条件が発表され、最初の NCCT
リストが公表される
■南米金融活動作業部会（GAFISUD）が発足する
■ウォルフスバーグのプライベート・バンキングに関する AML の原則が発表さ
れる
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年 国際的なAML分野における重要な出来事
2001 ■テロ資産凍結を求める国連安全保障理事会決議 1373 号（S ／ RES ／ 1371

（2001））が可決される
■バーゼル委員会が「銀行の顧客管理」の文書を発表する
■テロ資金供与に関する「FATF 特別勧告」が発表される
■米国愛国者法が制定され、米国のマネー・ローンダリング対策において非常に
重大な変化をもたらす
■ 1991 年の指令を改訂した「EU 第 2 指令（指令 2001 ／ 97 ／ EC）」が公表
される
■ IMF の理事会が、マネー・ローンダリングは金融システムの信頼性を脅かす
ことを断定する

2002 ■「テロ資金供与に関するウォルフスバーグ声明」が発表される
■テロ資金供与に関する国連安全保障理事会決議 1390 号（2002）（S ／ RES
／ 1390（2002））が可決される
■「ウォルフスバーグのコーポレート・バンキングにおける AML の原則」

（Woflsberg AML Principles on Corporate Banking）が発表される
■「テロ資金供与における情報交換に関するバーゼル委員会の報告書」（Basel 
Report on Sharing Information on Terrorist Financing）が発表される
■ FATF が「金融機関のためのテロ資金供与の検知に関するガイダンス」を発
表する
■「ウォルフスバーグのプライベート・バンキングに関する AML の原則」が改
訂される
■マネー・ローンダリングに関する 40 の勧告を改訂する「FATF の諮問文書」
が発表される
■「FATF 全体会議の結論とマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策
の基準遵守に対する評価方法の承認に関する提案に関する IMF 報告書」（IMF 
Report on the Outcome of the FATF Plenary Meeting and Proposal for the 
Endorcement of the Methodology for Asessing Compliance with Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism）が発表される

2003 ■バーゼル委員会が「銀行の顧客管理」に基づいた「口座開設と顧客確認に関す
るガイドライン」および「グッド・プラクティスに関する一般指針」を発表する
■ FATF が 40 の勧告を改訂する
■ EU 加盟国による EU 第 2 指令の実施期限
■「モニタリング、スクリーニング、検索に関するウォルフスバーグ声明」

2004 ■ FATF 加盟国により FATF の設立許可が最長の 8 年延長され、恒久的な機関
となる可能性が示される
■ FATF が「FATF 特別勧告第 9」を発表し、各国に対して、マネー・ローンダ
リングおよびテロ資金供与への関与の疑いがある通貨や通貨代替物の国境を超え
た移動の禁止、およびこれら資金の没収を呼びかける
■バーゼル委員会が「KYC に係る連結ベースでのリスク管理」を発表する
■ FATF 型地域体である MENAFATF が発足される
■ FATF 型地域体であるユーラシア・グループ（EAG）が発足される
■ FATF が 2003 年の 40 の勧告のうち 19 の勧告を改訂する

2005 ■改訂された FATF の 40 の勧告の要素に基づいて、マネー・ローンダリングお
よびテロ資金供与を目的とした金融システムの利用防止に関する EU 第 3 指令
が可決される



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

124

復習問題

■テロ資金供与に関するFATF特別勧告について説明してください。
■バーゼル委員会の「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」の文書に関して説

明してください。
■マネー・ローンダリングに関するEU指令は法的拘束力がありますか。法的拘束力がある場

合、指令の適用対象を説明してください。
■FATFは、法執行権限を持たないのにもかかわらず、どのような手段をとることで、国際的

なAMLポリシーや措置の制定を主導することを可能にしているのでしょうか。
■ウォルフスバーグ・グループの発表したマネー・ローンダリング対策に関するガイドライン

は、マネー・ローンダリング対策における、どの分野に関するものですか。またそのガイド
ラインに法的拘束力はありますか。

■エグモント・グループのメンバーは、どのように各国のマネー・ローンダリング対策の改善
支援をしていますか。

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策において、バーゼル委員会はどのような役
割を果たしていますか。

■OFACとは何ですか。
■米国内金融機関における外国コルレス口座に対しては、どのような顧客管理が必要ですか。
■米国の法律や規制が、米国外にも適用されることによって米国以外の金融機関および個人の

グローバルな商業関係に対して、どのような影響が及びますか。
■米国の法律や規制は、米国以外の金融機関の運営や顧客に対して、どのような影響を与えま

すか。
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●イントロダクション

●リスクの評価およびリスク評価モデルの構築

●AMLプログラムの要素

●コンプライアンス文化および経営幹部の役割

●顧客確認（Know Your Customer：KYC）

●従業者確認（Know Your Employee：KYE）

●疑わしいもしくは不自然な取引のモニタリングおよび届出

●マネー・ローンダリングのレッド・フラッグもしくは兆候

●電子的なAMLソリューション

●まとめ

●復習問題

マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム
4章
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イントロダクション

マネー・ローンダリング対策プログラムは、金融機関のコンプライアンス態勢において、非常に重要
です。優れたプログラムの目的は、組織が関連法律や規制を完全に遵守することです。したがって、ど
の法人においても、プログラムの作成、構築、実施は最優先事項です。

一部の金融機関や企業においては、マネー・ローンダリング対策とコンプライアンスという2つの用語
が同じ意味で用いられることがあります。他の金融機関においては、マネー・ローンダリング対策プログ
ラムは、特にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への関与が疑われる顧客に係るリスクを軽減
するために必要な統制（記録保存や疑わしい取引の届出等）を指します。コンプライアンス・プログラ
ムは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与だけでなく、コーポレートガバナンス（企業統治）や
リスク管理といったより広い範囲を含みます。

マネー・ローンダリング対策プログラムを構築する前に、金融機関の存在する法域（司法権の異なる
国や地域）の法律や規制によって、金融機関、従業者、顧客に対して何が課されているかを理解する
ことが大事です。その際、金融機関内部のポリシーや事業リスクも考慮する必要があります。関連法規
が複雑過ぎて助言が必要な場合は、マネー・ローンダリング対策プログラムの構築以前に、外部の人
材を含め、適切なアドバイザーと相談するべきでしょう。

このセクションでは、コンプライアンス・プログラム構築にあたって考慮すべき点、リスクの評価方
法、疑わしい取引の発見、管理、文書化、フォローアップ方法、顧客や従業者を知る方法、有効なプ
ログラムの監査方法、および従業者のトレーニングや精査に関して知っておくべき点について述べます。

リスクの評価およびリスク評価モデルの構築

イントロダクション

優れたプログラムを構築するには、金融機関、従業者、顧客に課される法規制の理解が必要不可
欠です。しかし、法規制が存在する一方で、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：
FATF）は英国や米国等の多くの加盟国と共に、法的要件の如何によらず、リスクベースの管理を強く
呼びかけています。

論理的に考えて、金融機関が、マネー・ローンダリング等の顧客によるすべての違法行為を検知する
ことは不可能です。しかし、よりリスクの高い顧客や取引を検知し、モニタリングし、報告するシステム
や手続きの構築は、犯罪による被害、および政府による制裁や罰則を回避することに繋がります。

リスクベース・アプローチを採るためには、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に係る特定の
リスクに見合ったシステムや統制を採用することが必要です。リスクの評価は、優れたマネー・ローン
ダリング対策のコンプライアンス・プログラムの構築にあたり、最も重要な手順のひとつとされます。マ
ネー・ローンダリングのリスクがより高い場合は、リスクが比較的低い顧客や国に対するときよりも、さ
らに厳格な統制を必要とします。しかし、リスクの高低にかかわらず、顧客の本人確認の検証や顧客確
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認（Know Your Customer：KYC）等の統制を適用することで、リスクを軽減する必要があります。
マネー・ローンダリング対策およびテロの資金供与対策においては、次の理由から、規範重視のアプ

ローチよりもリスクベース・アプローチの方が適切であると、世界中の政府によって考えられています。
■リスクベース・アプローチは、より柔軟である。マネー・ローンダリングおよびテロ資金

供与のリスクは、法域（司法権の異なる国や地域）、顧客、商品、デリバリーチャネル、
時間軸によって異なる。

■リスクベース・アプローチは、より有効である。企業の方が、規制当局よりも直面するマ
ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスクをより効果的に評価、軽減できる。

■リスクベース・アプローチはよりバランスがとれている。リスクベース・アプローチは、
従来の“チェック・ボックス”アプローチよりも、マネー・ローンダリングおよびテロ資金
供与対策に関する常識や知的なアプローチを促進する。また、合法的な顧客に及ぼすマ
ネー・ローンダリング対策の手続きによる悪影響を最小限に抑えることが可能になる。

リスクの決定要因

組織が直面するリスクは、顧客基盤、地域、商品、サービス、事業規模等、多様な要因によって決
まります。

リスクは動的なものであるため、リスク評価が常に現実的かつ実態と関連性を保つものであるために
は、継続的に管理していく必要があります。新しい商品を提供する前に、その商品が悪用される危険に
ついて評価することが大切です。

ところで、リスクベース・アプローチとは一体何でしょうか。そして、リスク評価モデルとは一体どのよ
うなものでしょうか。以下の質問を通じ、金融機関におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供
与に対する脆弱性を評価することができます。

顧客に係るリスクとは？

地理的な所在

法域（司法権の異なる国や地域）リスクに係る検討はリスク評価モデルの設計において極めて重要
です。顧客はどの国や地域に居住するのか。顧客企業の本社はどこにあるのか。一部の顧客は、マ
ネー・ローンダリングのリスクが高い国に所在しているかもしれません。

地域や国を、マネー・ローンダリングの傾向に基づいて分別するような、明確で独立したシステムは
存在しないため、ほとんどの企業は独自の手法を確立する必要があります。特にマネー・ローンダリン
グのリスクを検討する際、英国金融庁、米国外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control：
OFAC）、米国財務省金融犯罪執行機関連絡室（U.S. Financial Crimes Enforcement Network：
FinCEN）、欧州連合（European Union：EU）、世界銀行、国際連合安全保障理事会による法的
な禁止事項や指定事項等の、政府や国際機関によって公表されるテロ、制裁リストから見始めるのは
有効です。また、ある国が金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）の“非協力
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国および地域”（Non-Cooperative Countries and Territory：NCCT）リストに記載されているか、
FATFの加盟国であるか、また、マネー・ローンダリング対策（Anti-Money Laundering：AML）の
規制が、国際的なベスト・プラクティスと同等程度か、もしくはその水準に不備があるか等を検討する
モデルもあります。

さらに、企業は、問題となっている国の総合的な評価を考慮する必要があります。現金が標準的な
交換媒介物として利用されている国もあり、また、政治的に不安定な体制、および公共もしくは民間
部門における腐敗が目立つ国もあります。さらに違法な薬物の生産地、通過地域として広く知られて
いる国かもしれません。では、どのようにそのような国を識別するのでしょうか。米国務省は、年次で
100カ国以上の国のマネー・ローンダリング対策を評価する「国際麻薬取引報告書」（International 
Narcotics Control Strategy Report ）を発表しています。トランスペアレンシー・インターナショナ
ル（Transparency International）は、100カ国以上の国の汚職に関して評価した“腐敗認識指数”
（Corruption Perceptions Index）を公表しています。これは、www.transparency.orgで閲覧で
きます。主要なニュース、メディアをモニタリングするのもよいでしょう。また、国のリストは更新される
ため、3カ月ごとに国のリストをモニタリングする必要があります。また、各国のマネー・ローンダリング
の法規制の質や金融業界の強さもリスクの大きさを決める要因になります。

リスクの比較、理解が完了したら、各法域（司法権の異なる国や地域）を下記のように分類します。
■禁止—この対象の国とは一切の取引を行いません。テロ制裁リストに記載されている国

は、取引禁止対象国となる可能性が高いです。
■高もしくは中から高のリスク—対象国との取引は必ずしも禁止されないものの、強化され

た顧客管理や高度な取引モニタリングを行う必要があります。例えば、FATFのNCCTリ
ストに記載されている法域（司法権の異なる国や地域）に関しては、自動的に高いリスク
と見なします。一部の法人では、FATFによるリスク評価を3年を基準に使用しています。
直近3年間を超えてNCCTリストに掲載されている場合、1年につき1ポイント加算されま
す。ポイントが大きいほど、リスク・レーティングが高いことを意味します。
■低もしくは低から中のリスク—対象国における事業運営や口座関係を維持することに関し

ては、特に支障が見られないため、通常のビジネス・ルールが適用されます。FATF加盟
国は通常、低リスクとされますが、常にそうとは限りません。例えば、ロシアや湾岸協力
理事会の国々（イラク等）は、強化された顧客管理措置の対象となります。

企業がリスク・レベルに基づいて、数値を割り当てる場合もあります。例えば、高リスク国には数値 
10 が割り当てられます。その数値は後に、リスク評価モデルにおける他の要因（数値）と合わせて商
品、顧客等の種類に沿って総合的なリスク評価が計算されます。

ビジネスの種類

ここでは、銀行と関係を築こうとする個人、上場企業、非上場企業、ジョイント・ベンチャー、パー
トナーシップ、金融機関やその他の様々な種類の顧客について、商品の販売先が誰か、あるいはどのよ
うな企業か 、 送金サービス会社、外国の政府職員、旅行代理店、他の銀行、高リスクの法域（司法
権の異なる国や地域）であるか、等を検討します。
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リスク評価においては、金融機関や企業が提供する商品やサービスの利用者に関して分析をするこ
とが重要です。前述の質問に対する回答に基づき、金融機関や企業が直面するマネー・ローンダリン
グおよびテロ資金供与のリスクを評価します。過去に犯罪活動への関与がある者は、高リスクとされま
す。政治家やその他政治組織に所属する者に対しては最も高いリスクが付与されることが多く、多国籍
企業の役員よりも高いリスクが設定されます。例えば、銀行がある非上場企業と接触した場合、非上場
企業は大規模な企業に比べて、顧客管理を実施しにくいため、リスクが高くなります。逆に、公開情報
が多い場合、公開情報の少ない小規模な非上場企業よりも、リスクは低くなります。

法律および取引上の構造

マネー・ローンダラーが、信託、慈善寄付、有限責任会社、その他資金の真の受益者を特定しにく
い組織等、法人格に身を隠す場合、リスクは一般的に高くなります。マネー・ローンダリング対策の方
針が不十分な国を基盤とする企業に関しては、リスクはさらに高くなります。

その他特定顧客に係るリスクは、商品の引き渡し経路や顧客の紹介方法等によっても決定されます。

商品もしくはサービスに係るリスクとは？

リスク評価において、新規、既存の商品やサービスが、どのようにマネー・ローンダリングおよびテロ
資金供与に悪用され得るかを検討することが重要です。コンプライアンス担当者は、新規の商品やシス
テムに対して適切な統制を特定するプロジェクト・チームをリードする必要があります。

自身の会社で提供している商品やサービスのうち、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に悪
用されやすいものはどれでしょうか。インターネット口座、プライベート・バンキング、送金サービス、株
式売買サービス、年金、保険商品、オフショア・サービス、マネー・オーダー（Money Order）、コ
ルレス・バンキング、自動車や不動産等の非金融商品やサービスの販売等でしょうか。

顧客が求める商品の種類に基づくリスク評価は、商品に関連する多くの要因によって計算されます。
リスク評価は、特に、商品がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に悪用され得る度合いに依拠
します。金利スワップがテロ資金に利用されるとは想像し難いかもしれませんが、有価証券にはその可
能性があります。それぞれの金融機関の直面するリスクの程度は多様なため、商品の共通採点方法は
ありません。

特定の新規もしくは既存の商品やサービスに関する次のような質問への回答を検討する必要がありま
す。

■特に高い取引もしくは投資価値を有するか。
■第三者への支払が許可されているか。
■異常に複雑か。
■顧客の適格性について、政府の確認を要するか。

リスク評価モデルには数値を使う場合があります。例えば、潜在的もしくは既存の顧客に対する、各
要因につき、10を最高リスクとして、1から10のスコアが与えられます。複数のカテゴリーを統合し、再
び1から10で表わされる集成値を計算します。1とされた人物に関しては、リスクは極めて低いとされ、
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反対に、“重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person：PEP）”、例えばパラグアイの
政府職員には、10が付与されます。

各要因自体は重要ですが、すべての要因が統合された時に初めてリスクの全体像が明らかになりま
す。例えば、ある商品と顧客の種類を統合した場合、組み合わせによってリスクの程度が大きく変わり
ます。もし、小規模な非上場企業が預金口座を開設しようとする場合、情報量が乏しいため、リスクは
高くなります。しかし、仮に顧客が商業用の貸付を求める場合、与えられる情報が増えるのでリスクは
低くなります。つまり、情報量が多いほど、関係についての理解が深まり、リスクは低くなります。

リスク評価の数値が“高い”場合においても、潜在的な顧客の口座開設が自動的に拒否される訳では
ありません。数字は、どの個人やグループに対して、より精密な調査をすべきかを判断するのに役立ち
ます。

高リスク商品、サービスおよび国

各商品やビジネスのリスク評価は、様々な要因によって決まります。例えば、送金サービス業者すべ
てが高リスクとされるわけではありません。現地の規制、顧客の管理方法、マネー・ローンダリングお
よびテロ資金供与に関する内部のポリシーおよび手続き、従業者のトレーニング方法等によって、リスク
評価が左右されます。

各国の規制当局は、次のような顧客はマネー・ローンダリングに関して高いリスクを有する可能性が
あるとしています。

■カジノ
■オフショア企業、タックス・ヘイブンやバンキング・ヘイブンに所在する銀行
■革製品店
■通貨両替所、送金サービス業者、小切手換金業
■自動車、ボート、航空機の販売業者
■中古車やトラックを扱う販売業者や機械部品生産者
■旅行代理店
■証券会社
■宝石や貴金属の販売業者
■貿易会社
■主に現金で取引を行うビジネス（レストラン、小売店、駐車場）

次のような、特定の地理的所在における取引もリスクが高い可能性があります。
■銀行の機密保持が強い地域（Bank Secrecy Haven）
■主要通貨（Hard-Currency）での投資を求めている新興国
■金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）の「非協力的な国および地域

のリスト」に掲載されている国や地域
■“勧告”もしくはその他の公示で、ある国の政府が、マネー・ローンダリングのリスクが高

いと特定した法域（司法権の異なる国や地域）
さらに、以下のような特定の銀行業務は、高リスクであるとされます。



4 章 マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム

131

■プライベート・バンキング
■オフショアでの国際的な活動
■預金受入業務（DTC）
■電信送金やキャッシュ・マネージメント業務
■主たる受益者が公開されていない取引
■借入保証スキーム
■トラベラーズ・チェック
■銀行小切手
■マネー・オーダー（Money Order）
■外国為替取引
■不自然な価格設定がなされている貿易金融取引
■ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through Account：PTA）

AMLプログラムの要素

一般的に、マネー・ローンダリング対策プログラムの作成にあたり、金融機関や企業は下記の基礎
的要素を考慮する必要があります。

■内部のポリシー、手続き、統制の策定
■コンプライアンス担当者の任命
■継続的なトレーニング・プログラム
■独立した監査機能によるプログラムの検査

内部のポリシー、手続き、統制

マネー・ローンダリング対策に関する内部のポリシーは、多くの場合、上級管理者や取締役会によっ
て定められ、会社のマネー・ローンダリング対策の方向性を決定します。ただし、多くのポリシーは、
期待や基準、姿勢に関する漠然とした声明であって、達成するための具体的な方法は述べられていま
せん。

例
　　このAMLポリシーの目的は、マネー・ローンダリング、テロ、不正およびその他金融

犯罪への対策に関する枠組みを定めることです。金融セクターの取組みが成功するために
は、これまでにないレベルで、各国政府と金融機関がグローバルに協力する必要がありま
す。当社は、AMLの戦略と目標を継続的に検討し、効果的なAMLプログラムの維持に取
り組みます。また、AMLに関して、高い水準のコンプライアンスを保ち、商品およびサー
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ビスのマネー・ローンダリングへの悪用を防止するよう、経営者や従業者がこれらの基準
を遵守することを求めていきます。このポリシーを遵守することが、地理的所在に関係な
く、すべての関係会社が、自らに適用されるマネー・ローンダリングの法規制を遵守する
上での絶対的な基盤となります。当社は、規制当局から課される、マネー・ローンダリン
グに関する法規制およびその他の基準を、マネー・ローンダリング対策コンプライアンス
の最低基準とし、その遵守に取り組んでいきます。より高度なマネー・ローンダリング対
策規制の課される国や法域（司法権の異なる国や地域）で活動する関連会社は、より高い
基準に対応する必要があります。AMLプログラムは、マネー・ローンダリング対策部門
によって策定および主導されますが、不正収益が当社内部に入らないようにするのは、全
従業者の責任です。

標準運用手続きは、組織の下位レベルで定められることが多く、商品、職員および昇進、その他日
頃の運用上の手続きの変化に合わせて、適時に変更されます。運用手続きはポリシーよりも詳細な規程
を記し、ポリシーを適切で実現可能な実務上の手続きに合わせたものです。運用手続きも、ポリシーと
同様、有効な手続きの実施を促すものであり、定期的に検討、更新する必要があります。

AMLプログラムは、経営幹部への報告類やその他組織内部に設けられた安全対策等、様々な内部
統制に依存し、プログラムの機能を保ちます。また、コンプライアンス担当者が内部統制や安全規程か
らの逸脱を認識できるようにする必要があります。一定金額を超える取引に対する担当者の承認や連記
式署名を求めるというような単純なものであっても、無視されれば組織のマネー・ローンダリング対策を
弱体化させます。同様に、ポリシーから逸脱したとされる事象に対する“2次レビュー ”は、後に疑問が
生じた場合に役に立ちます。例えば、ある従業者が、特定の通貨代替物（Monetary Instrument）
の現金購入を、内部ポリシーから逸脱していても一見無害であるとして例外を認めることで、知らない間
に進行するパターンのマネー・ローンダリングの検知が妨げられる恐れがあります。こうした問題は、2
次レビューによって防止されます。

ポリシーと手続きは、文書化され、取締役会に承認を受ける必要があります。
AMLコンプライアンス・プログラムには、以下のようなポリシー、手続き、プロセスが必要です。
■リスクが高い銀行業務（商品、サービス、顧客、地理的所在）の特定、組織のリスク・プ

ロファイルの定期的な更新、リスク管理に合ったAMLコンプライアンス・プログラムの実
施、取締役会（または取締役会に所属する委員会）や経営幹部に対する、コンプライアンス
に対する取組み、コンプライアンスの不備、疑わしい取引の届出の提出、是正措置に関する
報告。

■AMLコンプライアンス責任者の特定。
■経営幹部や従業者の構成、組織の変化に対しても持続する、プログラムの継続性を確保す

る。
■すべてのAMLコンプライアンス関連の規制要件および勧告の遵守、規制の変更に対応する

ための適時の更新。
■リスクベースの顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）ポリシー、手続き、プロセス
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の導入。
■報告対象取引の特定と、疑わしい取引の届出等の必須報告書の提出（組織内でのレビューや

報告提出機能業務の集中化を検討する必要がある）。
■二重統制および職務分離の導入。報告書を作成する従業者は、報告書の提出、報告書の提

出、免除（提出を行わないこと）の承認に関する責任を負うことはできない。
■疑わしい取引の適時の検知と報告を実現する、十分な統制やモニタリング態勢の提供。
■通貨取引、報告書の作成、免除の承認、疑わしい取引のモニタリング、その他マネー・ロー

ンダリングの法規制の対象である取引や規制の実施に従事する従業者に対する十分な監督。
■マネー・ローンダリングの法規制や内部ポリシーのガイドラインによって課される責任に対

して、従業者が十分な認識を持つためのトレーニング。
■AMLコンプライアンスを、関連業務に携わる従業者の職務記述書や実績評価に織り込む。
■高い従業者採用基準を確保するための、採用時の身元調査プログラムの作成および導入。

AMLの枠組みから常に逸脱している従業者への対応。
マネー・ローンダリング対策部門をどのように構成するかは、非常に重大な問題であり、金融機関お

よび職員の規模、商品やサービスの性質や種類によって決まります。マネー・ローンダリング対策部門
の運営方法や責任者の明確な定義は、最初に決定すべき重要な事項です。

コンプライアンス担当者

マネー・ローンダリング対策のコンプライアンス担当者とされる人物には、プログラムの策定と実施、
必要な変更の追加、主要な職員に対するプログラムの成功および失敗事例に関する情報発信、従業者
のトレーニング・プログラムにおけるマネー・ローンダリング関連の内容の考案、法規制の進展につい
て把握する責任が与えられます。

マネー・ローンダリング対策部門の構成は、企業によって異なります。ある個人がプログラムの戦略
面に携わり、別の個人が、疑わしいマネー・ローンダリングのモニタリングや疑わしい取引の届出等の
運用面に携わる場合があります。

AMLの部署は、例えば以下のようなサブグループに分けることもできます。
■マネー・ローンダリング対策（Anti-Money Laundering：AML）レビュー・グループ：

顧客の電信送金、信託、投資取引を、自動システムを使用してモニタリングし、システム
の生成するアラートに関して調査する。事例は調査結果次第で、顧客確認（Know Your 
Customer：KYC）および疑わしい取引の届出（Suspicious Activity Reporting：SAR）を
行うグループに報告する。

■顧客確認（Know Your Customer：KYC）グループ：AMLレビュー・グループ、SARグルー
プ、その他の部署から報告があった事例について調査する。KYCのリスク評価の採点に基づ
いたリスク・コードを割り当て、KYCのプロセスによって特定された中から高程度のリス
クの顧客について調査し、リスクが高い顧客について年次レビューを行う。必要に応じて、
または、フォローアップ・レビューとして、SARグループに報告する。
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■疑わしい取引の届出（Suspicious Activity Reporting：SAR）グループ：AMLレビュー
もしくはKYCグループ、および顧客担当者から報告があった事例に関して調査を行う。
必要に応じて、資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）に、疑わしい取引の
届出（SAR）を提出する。

上記の3つのグループに加え、顧客との接触のある部門にて、マネー・ローンダリング対策（AML）
業務が行われる場合があります。例えば、新規口座開設の際には顧客担当者およびその他の人物に
よってKYCフォームを作成し、支店従業者が、リスクの高い顧客の年次レビューに参加し、場合によっ
ては、潜在的に疑わしい取引の調査のための追加情報や説明を提供するように求められることもありま
す。また、疑わしい取引が企業の安全対策グループに報告される場合もあり、さらに、その取引にAML
のリスクが伴うと判定される場合、KYCあるいはSARグループに事例が報告されます。コンプライアンス
部門は、また規制当局の指示やその他の調査結果により、マネー・ローンダリング関連のコンプライア
ンスの取組みを指揮する場合もあります。

トレーニング

監督当局による法規制により、金融機関は、“適切な職員へのトレーニング”を含む、正式な文書化
されたAMLコンプライアンス・プログラムを作成する必要があります。プログラムが効果的なものである
ためには、法規制で定められた基準を満たすだけでなく、内部ポリシー、手続きも満たし、マネー・
ローンダリングに関する不祥事を起こすリスクを軽減するものである必要があります。

有効なコンプライアンス・トレーニングの開発における、基本的な要素を見てみましょう。
Let’s explore some basic elements behind the development of effective compliance 

training. 

トレーニング対象者

有効なトレーニング・プログラムの作成は、対象者の特定から始まります。間違った対象に最高のト
レーニングを強制しても、トレーニングは成功しません。金融機関の様々な分野でAMLのトレーニング
を行い、ほぼすべての従業者がトレーニングを受ける必要があります。ただし、従業者は所属部門に関
連するトピックや問題についてトレーニングを受けるべきです。

例
■貸付、与信、貸付業務担当者：トレーニングには信用業務に関する理解を反映する必要が

あります。担保や与信についての判断には、起こりうるマネー・ローンダリングに対する
意識や警戒が求められます。間接的な貸付プログラム、信用状、リース・ファイナンスに
対しても、KYCの取組みやマネー・ローンダリングのリスクへの警戒が必要です。

■窓口係、顧客サービス担当者：最前線で顧客と接触する従業者は、リテール・バンキング
取引に関するマネー・ローンダリングのシナリオを認識できるようにするためのトレーニ
ングが必要です。トレーニングでは、口座開設、顧客の本人確認、現金取引、資金移動、
疑わしい取引の検知と届出、そしてKYC の基準に関する指導を行うべきです。
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■監査およびコンプライアンス職員：監査およびコンプライアンスの職員は、マネー・ロー
ンダリング対策の指導、モニタリング、検査に携わります。規制、マネー・ローンダリン
グの手口、取締り状況に関する変化や、それらが自社に及ぼす影響についてのトレーニン
グが必要です。

■経営幹部および取締役会：マネー・ローンダリングの問題および脅威は、定期的かつ十分
に取締役会に報告する必要があります。コンプライアンス部門は取締役会の強い協力を得
ることが重要であり、マネー・ローンダリングによる風評リスクに対する取締役会の意識
を高く保つことが必要です。

トレーニング内容

効果的なトレーニング・プログラムの作成にあたり、対象者決定の次に、トレーニング内容を特定す
る必要があります。各企業、および特定の商品もしくはサービスにより、トレーニング内容は異なります。

AMLトレーニングにおいては以下の基礎的な内容を考慮すべきです。
■マネー・ローンダリング対策に関する概要、背景、歴史、マネー・ローンダリングおよび

テロの資金供与の定義、犯罪者が実施する理由、ならびに、それらを阻止する重要性につ
いて。

■法的枠組み、銀行や従業者にかかるAML法規制について。
■疑わしい顧客もしくは取引に直面した場合の対処策について。
■報告義務を回避しようとする顧客に対しての対応策について。
■顧客の本人確認とその検証、顧客確認（KYC）のポリシーと手続き等の内部ポリシーに

ついて。
■疑わしい活動もしくは取引の報告要件、通貨取引報告の義務について。
■従業者の責務と説明責任について。

トレーニング計画の責任者は、トレーニング対象者に当てはまる内容が何かを特定しなければなりま
せん。

トレーニングを有効なものにするためには、できれば金融機関もしくは同様の企業で起こったマネー・
ローンダリングの実例について、取引パターンの検知方法、金融機関への最終的な影響等を含めて紹
介すべきです。

トレーニング方法

以下のステップにより、有効なトレーニング・プログラムを開発することができます。
■伝達すべき問題の特定と、最適な伝達方法の決定。場合によっては、正式な個別のトレー

ニングではなく、メモもしくは電子メールによって教えることも可能です。また、Eラー
ニングで十分な場合もあります。クラスルーム・トレーニングが最適な場合もあります。

■部門および従業者、管理者のレベル別トレーニングの対象者の特定。それぞれの目的に
応じた分類を行います。また、新しい従業者に対しては、経験豊かな従業者とは異なるト
レーニングを行う必要があります。
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■取り上げられる必要事項の特定。監査や検査で明らかにされない事柄、もしくはシステ
ム、商品、規制の変化によって発生する事柄である場合があります。

■トレーニング・プログラムの作成、実施に最適な人物の特定。
■コースの目標、目的、期待される結果を示したコースの概要およびカリキュラムの作成。

この際には、トレーニング対象者やトレーニング方法について確認する必要があります。
■各コースの題材や頻度を特定したトレーニング・カレンダーの作成（可能な範囲で）。
■配布資料の検討。多くの場合、トレーニングのメッセージを強調するためのもの、もしく

は事後的な参考ツールとして、トレーニング資料が配布されます。配布資料はシンプルに
しましょう。

■トレーニング成果の評価にテストを実施する場合は、解答のコピー。同様に、要点説明に
ケース・スタディを使用する場合、“望ましい行動”に関する詳細な解説。

■注意が持続する時間の検討。小規模で、理解しやすく、分類しやすい問題点に集中するべ
きでしょう。

■出席の確認。出席者に署名を依頼し、追加セッションが必要な場合はリマインダーを出し
ます。欠席者に対しては、懲戒処分や従業者人事ファイルへの注記が必要となる場合があ
ります。

トレーニングの日時

トレーニングの場所と日程も重要です。仕事から離れる時間を最小限に抑えるために、複数のセッ
ションをまとめます。ランチ直後の時間はコンプライアンス・トレーニングの“ブラック・ホール”とされ、
あまり薦められません。各企業特有の要因によって、トレーニングの日程が決まります。例えば、残業
代を最小限に抑えるために通常の勤務時間帯で行う必要があるかもしれません。業務への影響を最小
限に抑えるため、休日もしくは勤務時間外にトレーニングを行う企業もあります。また、月末もしくは四
半期末関連の業務がある部署や従業者にとっては、月末もしくは四半期末に予定されるトレーニングへ
の出席は難しくなります。重要なシステムの移行やその他単発で人的な負荷がかかるイベントと重なる
場合も、出席をあまり期待できません。トレーニングは定期的で継続的であると同時に、状況によって
は、緊急のセッションが行われる場合があります。例えば、検査や監査によって重大なマネー・ローン
ダリングの不備が発見された直後に、緊急のトレーニング・セッションが必要になる場合があります。ま
たは、新聞の見出しに会社の名前が出された場合、その対応策として、緊急のトレーニング体制を整え
る場合もあります。ソフトウェア、システム、手続き、法規制の変更によって、予定外のトレーニングが
必要になる場合もあります。

トレーニング場所

一部の企業では、トレーニング受講者に対し、日常の業務により注意がそらされないようトレーニン
グ・センターを設けています。マネー・ローンダリングのケース・スタディ等、トレーニングの種類によっ
ては、小規模のグループで開催する方がより効果的である場合があります。準備された講義やパネル・
ディスカッションを補足するために使われるロール・プレイング・トレーニングは、小規模のグループで



4 章 マネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラム

137

実施する方が効果的です。これらのトレーニング場所はどこでも結構です。大規模なグループ・トレー
ニングは、電話会議、ビデオ、オーディトリアム等、個人が表に出でない方法が利用されます。

監査

AMLコンプライアンス・プログラムを実行に移すだけでは不十分であり、継続的なモニタリングや成
果の評価が必要です。効果のないダイエットを続ける人がいるでしょうか？もちろんいないでしょう。マ
ネー・ローンダリング対策コンプライアンス・プログラムの効果の確認と新しいリスク要因の発見のため
にも、定期的な評価が必要となります。

監査は独立して行われる必要があり（つまり、AMLコンプライアンスとは関係のない従業者によって
行います）、検査を行う個々人は取締役会あるいは外部の者（主に社外取締役もしくは社外取締役のみ
によって構成される）によって構成される特別役員会に直接報告する必要があります。独立したテストを
行う人物は、調査結果や結論が信頼できるものとなるよう、充分に適格な人物でなければなりません。

独立監査では以下のことが実施されます。
■AMLリスク評価の妥当性についての検討
■顧客管理（Customer Due Diligence：CDD）のポリシー、手続き、プロセスの十分性、

および内部要件への適合性の検査
■銀行のAMLポリシー、手続き、プロセスに対する職員の遵守状況の確認
■適切な取引テストの実施。特にリスクが高い業務（商品、サービス、顧客、地理的位置）

に配慮する。
■トレーニングの包括性、資料の正確性、トレーニングの予定、出席者の確認等を含めた、

トレーニングの妥当性の評価。
■AMLコンプライアンス・プログラムに使用される経営情報システムの信頼性や正確性の

検査。監査では、以下のとおり、システムおよびソフトウェアの不自然な取引を特定する
機能を評価する必要があります。
□疑わしい取引に対するモニタリングに関するポリシー、手続き、プロセスのレビュー
□想定される取引やフィルタリング基準の策定および適用に関するシステムのメソドロ

ジーの評価
□システムのモニタリング報告書作成機能の評価
□システムによるフィルタリング基準の合理性の判定

■もし、自動システムを大規模取引の特定や集計に用いていない場合、監査において、窓口
係の現金照合表、テープ、その他書類のサンプル・テストの実施。これにより、大口の通
貨取引の特定や報告が正確に行われているかを判断します。

■疑わしい取引の届出（Suspicious Activity Reporting：SAR）システムのレビュー。シス
テムに不自然な取引の調査や照会の評価が含まれていることを確認します。検査には、す
べての部門（法務、プライベート・バンキング、海外のコルレス・バンキング等）から、
不自然な取引の評価に携わる職員または部署に対し、不自然な取引を照会するためのポリ
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シー、手続き、プロセスのレビューが含まれます。
■疑わしい取引の届出の提出が何件も発生している口座のレビューに関する、社内ポリシー

の有効性についての評価。
■以前指摘された不備に対する、経営者による是正の確認。
■組織のリスク・プロファイルに対して、監査の全体的な範囲や頻度の適切性の判断。
■これまでの監査結果（発見事項）に対して、取締役会による対応の有無の検討。
■トレーニング・プログラム、資料の評価に際しての、以下の事項の検討。

□継続的な教育、トレーニング、コンプライアンスの実施に対する取締役会や経営幹部の
姿勢

□AMLコンプライアンスを確保するための従業者の説明責任
□各部門における特定のリスクを考慮したトレーニングの包括性
□銀行の対象分野すべての職員に対するトレーニング
□トレーニングの頻度
□銀行のポリシー、手続き、プロセス、新しい法規制の網羅性
□疑わしい取引の特定に関連する、様々なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の

網羅性
□内部ポリシーや規制要件へのコンプライアンスの不備に対する罰則

監査報告や調書を見直し、独立したテストが包括的で正確、かつ十分、または適時に実施されてい
たかどうかを見極める必要があります。

プログラムの評価に基づき、手続きや統制に変更が必要となる場合があるかもしれません。定期的で
継続的な評価は非常に重要です。コンプライアンス・プログラムの評価を頻繁に（少なくとも年に1度）
行うことで、防止策をアップデートし、ローンダリングの手口を先回りし、対応することができます。

調査結果は、プログラムの指導の実施に直接関係する従業者と共有します。彼らのキャリアはプログ
ラムの成功に大きく関連します。また多くの点で、彼らは、金融機関の評判や経営を守る最前線に位置
するため、プログラムの改善についての助言を求めるとよいでしょう。新しいアイディアを出してもらうため
に、最良のアイディアや実施に対して小さな報酬を提供するのもいいかもしれません。

監査結果（発見事項）は、他の地域にある支店、関連会社、子会社と共有するのもよいでしょう。
すべてを網羅するAMLコンプライアンス・プログラムは存在しないとはいえ、お互いのプログラムの効果
についての情報や助言の交換を奨励すべきです。

自己評価や外部監査に伴い、評価実施者、評価方法、結果、変更の提案を示した報告書が経営
幹部に提出されることを確認してください。不備を発見する評価や監査は、プログラムを実施する人物
以外であれば、自社の従業者が行うことも可能です。

監査終了後、金融機関は必要な変更を反映する必要があります。記録保持のために、各変更に対し
て締め切りを設け、その責任を主に担う人物を記載しておくとよいでしょう。検査官の要請に備えて、監
査や変更の実施に関する詳細な記録を保存しましょう。
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コンプライアンス文化および経営幹部の役割

コンプライアンス文化を組織全体に根付かせることは、効果的なAMLプログラムに重要です。ビジネ
ス・ラインの職員は、他の優先事項があるからという理由で、AMLを疎かにすることを正当化するかも
しれません。即時にあるいは短期に利益を追求する企業文化が、マネー・ローンダリングに関する法
や規制のコンプライアンスの文化を押しのけてしまうこともあります。コンプライアンス関係職員は無視さ
れ、関係がないと見なされ、ビジネス・ユニットとの間に距離がある場合は危険です。企業は、従業者
が日々判断や選択を下す際に、彼らを導き支えるような、強いコンプライアンス文化を確立することが重
要です。企業内の意識を高め、マネー・ローンダリングの防止や検知に努めることは義務であると組織
の全員が感じるレベルに到達させることが不可欠です。

AMLコンプライアンス・プログラムの最終的な責任は、取締役会にあります。取締役会の役員は、プ
ログラムに対する責任について公に宣言し、プログラム遂行への責任がすべてのサービス部門や事業部
門に確実に浸透するよう、必要に応じて、株主に結果を報告することも厭わないという姿勢でいなけれ
ばなりません。

AMLのコンプライアンスにおける取締役会の役割は、監督です。取締役会の役員は、彼ら自身がマ
ネー・ローンダリング対策の専門家になるわけでもなく、日々のプログラム管理を任されているわけでも
ありません。取締役会の任務は、組織のAMLコンプライアンス・プログラムを正式に承認し、職員によ
りプラグラムが十分に実行され、維持されていることを確認することです。

取締役会の対応範囲には、当局の検査のプロセスも含まれます。当局検査の前および検査中に、当
局の検査担当が取締役会や経営陣と意見を交わすことは、検査手順の一環を成します。これは、取締
役会のコンプライアンスに対する力の入れ具合い、取締役会の法律の理解度、組織の運営に関する取
締役会による把握の程度等を知るためです。この意見交換における取締役会の返答内容が不十分な場
合、それは重大なレッド・フラッグであり、より徹底した検査が行われることになります。

当局や監査人による検査終了後、必要な是正措置が確実に行われるようにするのも、取締役会の義
務です。個別の義務については、取締役会よりも下のレベルに任されるかもしれませんが、検査担当者
や監査人によって取り上げられた問題を修正しない場合、それは取締役会の責任になります。

経営幹部の協力は非常に重要なため、コンプライアンス・プログラムを開発する上で、常に進捗を報
告し、各ステップに関して承認を得る必要があります。必要な関係者に逐次報告して、途中で彼らの意
見も求めるべきです。AMLコンプライアンスは、1人で行う仕事ではありません。管理者や個々の職員
が、独自にマネー・ローンダリングの防止に協力する責任があり、経営幹部からのメッセージに耳を傾
けることも、プログラムの成功に欠かせません。

十分なAMLプログラムは費用がかかり、コンプライアンス自体がコスト・センターと見なされているた
め、経営陣は資金を出し渋りがちです。AML担当者にとっての難問は、経営陣に対して、AMLプログ
ラムはコストを要するかもしれないが、法的問題や、企業の評価への悪影響を回避するために、必要不
可欠な出費であると説得しなければならないことです。

経営幹部は以下のような行動により、コンプライアンスへのコミットメントをを示す必要があります。
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■取締役会で承認された、強力なコンプライアンス計画を確立し、十分に実行すること
■コンプライアンスへの取り組み、監査報告書、コンプライアンスの不履行、およびそれに

関して実施された是正措置につき、経営幹部が報告を受ける重要性を強調すること
■法規制へのコンプライアンスを、職務記述書や従業者の業績評価の中に加えること
■法規制へのコンプライアンスを、雇用の条件にすること

経営幹部からマネー・ローンダリング対策プログラムの承認を得ることは、コンプライアンス担当者の
任務の1つです。コンプライアンス担当者は、取締役会および経営幹部の役割や責任と、風評リスクが
企業にどのようにダメージを与えるかを説明する責任があります。

マネー・ローンダリング対策担当部署は、多くの場合、金融機関を法規制リスクから守るために必要
な高価なコスト・センターと考えられています。経営幹部からマネー・ローンダリング対策プログラムの
承認を得ようとするコンプライアンス担当者は、顧客確認（Know Your Customer：KYC）や強化さ
れた（Enhanced Due Diligence：EDD）のプロセスで集められた情報は、これらのコスト・センター
をプロフィット・センターに変えるために利用できると主張することもできます。AML部署の収益性を最
大にするための鍵は、貴重なデータを、法執行機関、規制当局、経営幹部だけでなく、会社のその他
の部署と重要なデータを共有することです。AML部門は、KYCのファイルを作成する過程で、他の部
署の利益につながるような情報を見つけることができます。例えば、マーケティング部門が、特定のリ
テールや法人顧客の取引をよりよく理解できれば、顧客関係全体を分析でき、商品を組み合わせてよ
り効果的に販売することができます。

顧客情報を公開する前に、制限がないかを理解するために、個人情報保護に関する企業のポリシー
を見直すことが重要です。一般的に、社内の他部署と顧客の情報を共有することには、規制の問題はあ
りません。しかし、企業によっては、企業外での顧客情報の共有を制限したり、顧客からの“オプトアウ
ト”を認めて第三者である企業への情報提供を制限したりする場合もあります。結論からいえば、顧客の
情報を他の部署と共有する前に、銀行子会社や第三者企業等における規制を確認することが必要です。

顧客確認（Know Your Customer：KYC）

多くの専門家は、優れた顧客確認（Know Your Customer：KYC）プログラムが、マネー・ロー
ンダリングを防止する最善の方法だと述べています。AMLコンプライアンス・プログラム全体が顧客に
関する情報を基盤にしています。顧客に関する情報を深めるほど、マネー・ローンダリングを、より効果
的に防止できます。

顧客確認（Know Your Customer：KYC）プログラムの主な要素

適切な顧客確認（Know Your Customer：KYC）プログラムには、次の10の要素が含まれています。
■顧客（自然人および事業会社）の資金および財産の出所の十分な把握
■各顧客の想定される活動に関する、取引プロファイルおよび活動プロファイルの作成
■商品、サービスごとの対象顧客の定義と取り上げ基準
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■顧客や口座に存在する、リスクに関する評価および格付け
■存在するリスクに基づく、口座もしくは取引のモニタリング
■不自然な顧客もしくは口座の動きの調査
■発見事項の文書化
■社内外に対する適切な報告
■顧客確認（KYC）システムの監査
■顧客確認（KYC）の重要性に関する職員のトレーニング

口座開設、顧客の本人確認および検証

適切な顧客確認（KYC）プログラムには、顧客の本人確認と口座開設に関する信頼性のある手続き
が含まれます。金融機関は、顧客の本人確認を実施する口座開設手続きを採用すべきであり、また、
顧客の持つリスクに合わせた、本人確認の基準を設けるべきです。国によっては、当局が具体的な規
制や法律を公布し、金融機関の顧客の本人確認要件を示しています。

以下に、バーゼル委員会公表の、顧客の本人確認に関する優れた取り組みに関する手引きとなる
「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence：CDD）」 （Customer Due Diligence for Banks） 
の添付資料「口座開設と顧客確認に関する一般的な指針（2003年2月）」（February 2003 General 
Guide to Account Opening and Customer Identification）より、口座開設および顧客の本人確
認のガイドラインに関して説明します。

クロスボーダー・バンキング作業部会（Working Group on Cross-Border Banking） によって作
成されたこの文書は、起こりうるすべての事態を網羅している訳ではありませんが、銀行が応用すること
ができる、いくつかの効果的な本人確認プログラムの仕組みに焦点を当てています。

個人口座を開設する各新規顧客に、次の質問をする必要があります。
■（法律上の）正式な名前、および該当する場合はその他の使用名（旧姓等） 
■正確な定住所（完全な住所を要する。私書箱では不十分）
■電話番号、ファックス番号、電子メール・アドレス
■生年月日と出生地
■国籍
■職業、公職、および／もしくは雇用者名
■公式の個人識別番号、もしくは、その他の有効期限内の公的文書に記載された個人を識

別できるもの（パスポート、身分証明書、居住許可書、社会保障カード、運転免許証等）
で、写真付きのもの

■口座の種類および銀行との取引関係の性質
■署名

金融機関は、以下の方法のうち、少なくとも1つを行って、情報を検証する必要があります。
■公的書類での生年月日の確認（出生証明書、パスポート、身分証明書、社会保障カード等）
■定住所の確認（公共料金の請求書、課税通知書、銀行明細書、公的な機関からの手紙）
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■口座開設後、電話、手紙、電子メール等で、提供された情報を確認するために顧客に連絡
をとる（電話がつながらない、郵便物が戻ってくる、電子メール・アドレスが間違ってい
る等の場合は、追加調査を確実に行うべきです）

■権限のある者（大使館職員、公証人等）の証明により、公式文書の正当性を確認する
上記に挙げたもの以外にも、可能な方法はあります。法域（司法権の異なる国や地域）によって

は、上記のものと同等の性質のその他の書類が、顧客の本人確認の十分な証拠として使用されることも
あります。

また、金融機関は、財産の出所、資金の出所および顧客の職業についての情報を得るべきであり、
多額の預け入れについては（特に、現金での預け入れの場合）、その資金源を調査するべきです。担
当者は、顧客の住所や事業所の所在地と、口座が開設された支店との距離を考慮し、もし近くなけれ
ば、顧客がその場所で口座を開設した理由を突き止めるべきです。

金融機関は、対面顧客に対する本人確認手続きと同等の有効な手続きを、非対面の顧客にも行うべ
きです。

企業体（法人やパートナーシップ等）については、以下の情報が求められます。
■企業の名称
■事業運営の主要拠点
■郵便住所
■企業の担当者の電話番号およびファックス番号
■可能な場合、何らかの公式な識別番号（納税者番号等）
■法人設立許可書、会社の定款および覚書の原本もしくは正式な写し
■口座開設に関する取締役会の決議および口座運営の権限を持つ人物の身分証明
■事業の性質および目的、ならびに合法性

金融機関は、下記の方法のうち少なくとも1つを用いて情報を検証するべきです。
■大手の企業については、最新の事業報告書（監査を受けたものがあれば、監査を受けたも

の）をレビューする。
■企業情報サービス業者による調査を行う、もしくは、定評のある法律事務所もしくは会計

事務所に提出された書類の確認を依頼する。
■会社の調査や、事業に関するその他の照会を行い、企業が解散、抹消、清算、終了されて

いない、もしくはその手続き中でないことを確認する。
■公共または民間のデータベースを利用する等、独立性のある情報検証サービスを利用する
■過去の銀行信用照会状を入手する。
■（可能ならば）企業を訪問する。
■電話、郵便、電子メール等で企業に連絡を取る。

上記に加えて、法人顧客の代理人が口座開設を行う場合に、その代理人が顧客の従業者でない場
合には、金融機関は、代理人の身元および信用を調査するための合理的な手続きを取る必要がありま
す。詳細は、参考資料を参照してください。

口座開設の手続きや、新規顧客の受け入れのポリシーの具体的な内容は、顧客の種類や、リスク、
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現地の法規制によって決められます。
顧客の身元確認が行われ、口座を開設したら、金融機関はKYCのプロセスの一環として口座をモ

ニタリングするべきです。モニタリングの頻度は、その顧客のリスクによって決まります。金融機関は、
顧客が金融機関の商品やサービスに対して持つリスクに応じて顧客を分類し、分類に応じてモニタリン
グします（“リスク評価”に関するセクションを参照してください）。分類された顧客のうち、取引に一定
のパターンがあり、変わった動きのない顧客には、頻繁なモニタリングを必要としませんが、マネー・
ローンダリングのリスクがより高い顧客には、より厳格なデュー・デリジェンスおよびモニタリングが必要
です。金融機関は、特定の顧客のデータや、顧客の事業の目的と矛盾する取引を含む、疑わしい取引
を識別するための、継続的なモニタリングの態勢を導入するべきです。

顧客について知ることに加えて、顧客の取引先についても知っておくべきです。

実例
　　ヨルダンに主たる拠点を置くアラブ銀行 （Arab Bank） のニューヨーク支店は、資金移動

および決済業務における、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対する対策が不十
分であったとして、2005年8月に2,400万ドルの罰金を課されました。FinCENと通貨監督
庁（Office of the Comptroller of the Currency：OCC） から共同で課されたこの罰金の前
にも、2月にOCCより、当該銀行が米国に持つ唯一の支店に対して、2件の法的措置が行わ
れました。1件目は、支店に対し、資産の残高を保持し、預金を払い戻し、コンプライアン
ス・プログラムや内部統制の改善することを要求していました。また、OCCは、その支店
を限られた銀行業務のみを行う預金保険非適用の代理店に変更すること、および電信送金業
務の停止を命令しました。アラブ銀行ニューヨーク支店は、アラブ銀行グループの他の国に
ある各社や、グループ外の国内外のコルレス銀行のために資金移動を処理し、主に中継銀行
として機能していました。しかし、FinCENによると、銀行は直接取引関係にある顧客の取
引しかモニタリングしていませんでした。

　　罰則が課された後、アラブ銀行は、支店が中継銀行としての役割でしかない電信送金に対
して、直接関係のある顧客と同様のマネー・ローンダリング対策の適用が、法律上義務付け
られているとは考えていなかったと言いました。しかし、アラブ銀行グループおよびアラブ
銀行グループとコルレス契約を持つ銀行の客層や地理的な条件、支店が扱った資金移動の金
額を考慮すると、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与について、より高いリスクが
もたらされていた、とFinCENは述べています。支店は、一見客による資金移動に関して、
潜在的に疑わしい取引を特定、調査および報告するための、リスクに応じた適切な仕組みを
導入していませんでした。その結果、疑わしい取引の届出がなされなかった、あるいは、届
出が遅れました。FinCENは、その支店が取引をモニタリングするために、一般に公開され
ている情報および米国外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control：OFAC）リスト
を使用していなかったことに関しても批判しました。

金融機関のAMLコンプライアンス・プログラムには、少なくとも以下のポリシー、手続き、統制を含
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む、文書化された本人確認プログラム（Customer Identification Program：CIP）が必要です。
■（名前、住所、納税者番号、個人の場合には生年月日を含む）本人確認に必要な情報と、

リスクに応じた本人確認手続き（確認が不可能な状況における対応を含む）
■記録保持義務の遵守に関する手続き
■該当する場合、所定の政府リストと新規口座との照合手続き
■顧客の本人確認の要件を、十分に周知させるための手続き
■該当する場合、本人確認を他の金融機関もしくは第三者に委託する場合の手続き
■疑わしい取引の届出をすべきか否か、またいつ提出すべきかを決定する手続き
■口座の種類、口座開設の方法、および金融機関の規模、所在地、客層を考慮に入れた、口

座開設顧客に対するリスク分析の実施手続き
■既存の顧客のために新規の口座を開設する手続き
■CIP単独の、あるいはAMLコンプライアンス・プログラムの一部としての、取締役会によ

る承認手続き
■CIPを十分に浸透させるための、監査とトレーニング・プログラムに関する手続き
■テロリストもしくはテロ組織と疑われる人物もしくは団体を列挙した政府所定のリスト等

が入手可能である場合、すべての新規口座が適時にそのリストと照合されていることを検
証するためのポリシー、手続き、およびプロセス

バーゼル委員会の文書に加えて、2000年に公表された「ウォルフスバーグ・グループのマネー・ロー
ンダリング対策の原則 」（Wolfsberg Group’s Anti-Money Laundering Principles） は、顧客確認
（Know Your Customer：KYC）を含め、プライベート・バンキングの対策に関する最低限の基準
を定めています。KYCのガイドラインはFATF の40の勧告にも見られ、顧客と金融機関の間に仲介者が
存在する場合の顧客の本人確認手続きが含まれています。

名前照合リスト

金融機関は、新しい顧客と取引を始める前に、テロリストと判明している者あるいはテロリストの疑い
のある者の公開リストと照合すべきです。

最も知られているリストの1つは、米国財務省の外国資産管理局（Office of Foreign Assets 
Control：OFAC）特定国籍業者リスト （Specially Designated Nationals（SDN） and Blocked 
Persons） です。このリストは頻繁に更新され、数百の名前が載っています。リストには、米国政府がテ
ロリストとみなしている個人と企業、国際的な麻薬密輸業者、その他米国の対外政策や貿易制裁の対象
者が掲載されています。他の多くの制裁は、国際連合やその他の国際的な取り組みに基づいています。

米国では、OFAC規定の遵守は、海外で事業を展開するあらゆる企業や、すべての金融機関にとっ
て、コンプライアンス・プログラムの一環として最優先すべき事項です。OFACは金融機関の監督官庁
ではありませんが、連邦レベルおよび州レベルで、監督官庁と密接な協力関係にあります。銀行検査官
は、検査における決まった手続きとして、OFACコンプライアンス・マニュアルを参照し、OFAC規定の
遵守を検証するためのテストを行います。

非金融機関は、OFACによるそのような介入は受けませんが、非金融機関が口座を保有する米国の
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銀行は、OFACリストに掲載されている者が関与する取引に注意しています。銀行がそうした取引を見つ
けた場合、その取引を阻止するだけではなく、政府に対して疑わしい取引の届出の義務があります。

ただし、デュー・デリジェンスの手続きやOFACリストとの照合を行っても、自身の組織が関わりたくな
いと思うような、高リスクの疑わしい個人や企業をいつも検知できるとは限らない点に注意すべきです。

テロリストと疑われる者のリストを当局から受け取る金融機関および企業は、中東各国出身のテロリス
トと疑われる者を顧客リストから探し出すことは容易でないことを学びました。政府もその作業を容易に
は為し得ていません。なぜなら、OFACが提供するリストでテロリストとして指定されている名前の多くに
は、最多で15程度の別名があるからです。

アラブの命名風習や慣習を理解することによって、混乱を軽減できるかもしれません。1人の人物に複
数の名前がある場合、偽名である場合もありますが、風習が理解されていないために混乱が生じている
場合もあります。

■すべての名前はアラビア文字から音訳され、ほとんどの短母音が省略されます。そのた
め、名前の“Mohammed”は、金融口座では“Mohamed”もしくは“Mohamad”と綴られる
かもしれません。

■アラブの名前は長いのが典型的です。姓は父親の名前です。“bin”か “ibn” が名前の前に
来れば、“誰々の息子”という意味です。姓が最後に来る場合、よく“al” がその前に来ます。

■“Mohamed”、“Ahmed”、“Ali”もしくは、 前に“Abd-”や “Abdul”等がつく名前が広く用
いられますが、これは“誰々の従者”という意味で、神を表す99の形容名詞の1つがその後
に来ます。

■多くのアラブの名前は“Abu”で始まります。“Abu”は“何々の父”という意味なので、もし
それがファーストネーム的に使われていれば、おそらく個人につけられた正式の名前では
ありません。“Abu” の後に、例えば“自由”や“闘い”の意味を有する名詞が来る名前も、
テロリストや政治における合法的な指導者の名前によく見られます。“Abu” が姓の前に
来る時だけ、それは個人につけられた正式の名前として認められます。

顧客確認（Know Your Customer：KYC）のために、コンプライアンス・プログラムで実行し得る
すべての予防策を講じても、最良のプログラムが失敗することがあります。例えば、重要な公的地位を
有する者（Politically Exposed Person：PEP）を特定し、識別する明確な方法はまだありません。
PEPから汚職収益を受け取ることは、米国と同様、法律でマネー・ローンダリングとされる国がありま
す。金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、FATFの40の勧告において
PEPについて明確に言及しています。

しかしながら、AMLプロフェッショナルから見ると、実務上の多くの問題が残っています。リスクが高
いとみられる種類の顧客や、その顧客が所有する資金が賄賂から生じているという可能性は、どうした
ら識別できるのでしょうか。問題は、世界中のPEPの識別に関して、入手可能かつ有用な情報が不足
していることにあります。現在、限られた数の、主に民間のプロバイダーのみが、PEPのデータベースを
提供しています。

汚職と戦うことに力を尽くす国際的な非政府組織、トランスペアレンシー・インターナショナル
（Transparency International）によって発表された腐敗認識指数（Corruption Perceptions 
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Index） は、リスクの高い法域（司法権の異なる国や地域）に注意を注ぐことには役立つかもしれませ
ん。しかし、腐敗指数上位10カ国に挙げられている国に関係するすべての顧客がPEPという訳ではあり
ません。さらに、リスクが低い法域（司法権の異なる国や地域）のPEPでも、賄賂、ゆすり、そしてそ
の他の腐敗が全くないという訳ではありません。

政府機関の中には、例えば米国のCIA  （Central Intelligence Agency） のように、外国政府の国
家元首と閣僚 （Heads of State and Cabinet Members of Foreign Governments） のリストをすで
に発表しているところもあります。このリストはwww.cia.govで閲覧できます。しかし、このリストはすべ
ての関連情報を提供してくれるとは限りません。データの欠陥は、十分な犯罪防止政策の導入の妨げ
になります。生年月日や住所等、その人物を一意に識別する情報はありません。その結果、特にリテー
ル業務を展開する大規模な金融機関に対して、業務上の重大な制約を設けることになります。

連結ベースのKYC

バーゼル委員会によると、KYCのための国際的なリスク管理プログラムは、見落とされる恐れのある
不自然な取引やそのパターンを検知するために、顧客の口座に関する本人確認やモニタリングを業務ラ
インや地理的な所在を超え、一貫性のある方法でグローバルに実施するべきであり、また、親会社レベ
ルでの監督も行う必要があります。

顧客情報のそのような包括的な取り扱いは、潜在的に有害な取引の検知を通して、銀行全体の風
評リスク、集中リスク、オペレーショナル・リスク、法務リスクの管理に、大きく貢献する可能性がある
と、委員会は述べています。

企業は、新規顧客の受け入れポリシー、顧客の本人確認手続き、よりリスクが高い口座のモニタリン
グ・プロセス、および国際レベルでのリスク管理の枠組みを、世界中のすべての支店や子会社に適用す
ることを目指す必要があります。また、企業はポリシーと手続きを明確に伝え、それらがしっかりと守ら
れるようにすべきです。

グループの各事業所は、本社において適用されている本人確認や顧客情報へのアクセスに関する最
低限の基準に従う立場にあります。ただし、情報の収集や維持については、地域の法的義務や関連す
るリスク要素に合わせるために、法域（司法権の異なる国や地域）によって多少変える必要があるかも
しれません。

KYCに関する最低限の基準が、本社が所在する法域（司法権の異なる国や地域）とそれ以外の法
域で違う場合、本社の法域以外の事業所は、高い方の基準を選択すべきです。

従業者確認（Know Your Employee：KYE）

金融機関や企業は、多大な犠牲を払って、顧客と同様に内部の人間もマネー・ローンダリングの
脅威をもたらし得ることを学んできました。AMLの分野では、顧客確認（Know Your Customer：
KYC）プログラムおよび従業者確認（Know Your Employee：KYE）プログラムの両方を同等に行う
ことは、必要不可欠であることが明らかになってきました。
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時間、費用および評判を犠牲にする前に、問題を識別および予想する取り組みの一環として、企業
は組織内の者を厳しくモニタリングするプログラムを開発しています。

従業者確認 （Know Your Employee：KYE）プログラムとは、企業が従業者の身元、利益相反、
マネー・ローンダリングの共犯者になる危険度を理解するために用いるプログラムで、企業が整備しま
す。ポリシーと手続き、内部統制、職務記述書、指針および倫理規程、権限のレベル、就業規則およ
び法規制の遵守、責任の所在の明確化、二重統制、その他の抑止手段が、厳格に実施されているべ
きです。

採用候補者や現職の従業者の、とりわけ犯罪歴に関する身元調査は、望ましくない従業者を締め出
し、排除すべき従業者を識別するために極めて重要です。雇用者による強制的な身元調査が、法律上
義務付けられている業界もありますが、ほとんどの業界では依然として雇用者の判断に委ねられていま
す。

米 国 の 銀 行 監 督 機 関 の1つ で あ る 連 邦 預 金 保 険 公 社（Federal Deposit Insurance 
Corporation：FDIC）は、「採用前の身元調査：採用前の効果的な身元調査プロセスの開発に
関するガイダンス」（Pre-Employment Background Screening: Guidance on Developing an 
Effective Pre-Employment Background Screening Process）という文書で、従業者の身元調査
に関するガイダンスを提供しています。

身元調査は、応募者から提供された情報は事実であり、犯罪記録はないという保証を経営陣に提供
することにより、効果的なリスク管理のツールとなる可能性があります。採用前の身元調査を効果的に
利用すれば、候補者がそのポジションに必要なスキル、資格、免許もしくは学位を持っていることを実
証でき、離職率を減らし、盗難や横領を予防し、そして従業者の採用に関する訴訟を防止することがで
きるかもしれません。企業は、自社の従業者に対する身元調査手続きと同様の手続きを、請負業者も
実施していることを確認すべきです。

効果的な審査プロセスの開発と導入に費
用はつきものです。しかし、そのようなプロセ
スを経ずに採用すると、銀行は、従業者を
募集し、採用し、トレーニングを実施し、さ
らには、不適任な個人を解雇するのに、多
大な費用を負担しなければならないかもしれ
ません。

詐欺やマネー・ローンダリングが関係する
犯罪で有罪判決を受けた人物が自社の関係者になったり、関係者であり続けたりすることは、規制で
禁止されている場合もあります。また、直接または間接的に、被保険企業を所有または支配すること、
あるいは、被保険企業の業務に、監督機関の事前の書面による合意なしに、直接または間接に関与す
ることが、規制で禁止されている場合があります。金融機関の業務に関与するコンサルタントも、この
規制の対象になる可能性があります。

したがって、すべての金融機関は、採用前の身元調査を確立すべきです。調査によって、少なくと
も候補者の犯罪歴に関する情報は、明らかにしなければなりません。時には、調査のレベルを上げ

時間、費用および評判を犠牲にす
る前に、問題を識別し、予期す

る取り組みの一環として、企業は組織
内の者を厳しくモニタリングするプロ
グラムを開発しています。
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る必要がある場合もあります。そのポジションの危険度や従業者個人のアクセス・レベルによっては、
追加的な身元調査は当然のことかもしれません。連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance 
Corporation：FDIC）によると、追加的な身元調査には、紹介状、職務経験、教育、職業資格の検
証が含まれます。

さらに、経営陣が顧客の身元を検証するのと同様に、採用候補者の身元も検証すべきです。雇用
後、状況の変化に応じながら特定のポジションに関して、または、一定の期間ごとに各部署の従業者
に関する包括的な再検証を行うために、継続的な身元調査のアプローチを検討すべきです。FDICによ
ると、経営陣は、候補者や従業者が提供した情報が、調査で明らかになった情報と異なる場合の対応
法を示すポリシーも整備すべきだとしています。

金融機関は、犯罪に関与する恐れのあるポジションにいる従業者へ指紋審査を定期的に行う場合が
あります。また、従業者の昇進を考慮している時に、業者と契約して広範囲に及ぶ身元調査を行うかも
しれません。そのような調査手続きを整備しなければ、金融機関は、法的に不適切な人物の雇用禁止
に反するリスクがあります。調査の程度は、合理性を基準に、状況によって決められます。

実例
　　ニューヨーク銀行 （Bank of New York：BONY）の事例は、金融機関自身の従業者が引

き起こし得る犯罪に対する金融機関の脆弱性について、多くを語っています。BONYの東欧
州支部のヴァイス・プレジデントであるルーシー・エドワーズ（Lucy Edwards）は、ピー
ター・ベルリン （Peter Berlin）を銀行に紹介しました。彼は、ニューヨーク銀行に口座を
複数開設し、それらの口座を経由して3年間に70億ドル以上の資金を移動しました（報道に
よると、エドワーズは銀行に対し、ベルリンが彼女の夫である旨の通知を怠りました。ま
た、確認も行われませんでした）。1996年の7カ月間で、ベルリンはBONYに、ベネックス・
インターナショナル（Benex International Co. Inc.）とBECSインターナショナル（BECS 
International L.L.C.）用に2つの口座を開設しました。この2社は、ベルリン氏の支配下に
あり、また、この2社とエドワーズとの間に利害関係がありましたが、このことは隠されて
いました。1998年に、ベルリンはBONYに、ローランド （Lowland Inc.） 名義でもう1つの
口座を開設しましたが、この会社も彼の支配下にありました。42カ月の間に、3つの会社
を合わせて70億ドルを超える金額がBONYに預けられました。そして、ロシアの税金や関
税、その他の公的義務を逃れようとしたロシアの銀行や他の顧客の要求により、預け入れ後
間もなくほとんどすべての資金はオフショアに移動されました。

　　ベルリンが支配する3つの会社に商業的な目的等はありませんでした。それらの唯一の機
能は、ロシアの銀行や他の顧客から電信送金を受け取り、BONYの口座に預金し、それをオ
フショア口座、あるいはロシアの顧客の取引先へ送金することでした。ベネックスとBECS
のニューヨークでの住所は、ロシアで告発を受けているロシアの銀行によって支配されて
いた、無許可の送金サービス業者であるトルフィネックス（Torfinex）の事務所と同じもの
でした。BONYの主要なサービス区域に事務所があるベネックス、BECS、ローランドは、
ニューヨークの法律下では、送金サービス業者として登録されていませんでした。州の免許
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なしに送金ビジネスを営むことは、米国では1992年より連邦法違反となっています（合衆
国法典第18編第1960条） 。エドワーズはベネックスの役員、BECSの取締役、BECSの口座
の署名者を務めていました。ロシアの銀行は、数十億ドルをベネックス、BECS、ローラン
ドの口座に、BONYのコルレス銀行口座を使って送金しました。そのうちのいくつかは、エ
ドワーズによって開設されていました。

　　マネー・ローンダリング・ヘブンとしてよく知られるナウルの南太平洋の島々で登録され
ているシェル・バンクの名前を使い、 ロシアの2つの銀行が保有していたBONYのコルレス
口座を通じて、30億ドル以上が電信送金でベネックスとBECSの口座に流れました。ベルリ
ンとエドワーズがサービスを提供していたロシアの顧客は、BONYに、ナウルのシェル・バ
ンクの事務所がオーストラリアとニュージャージーにあるという嘘の情報を伝えました。
1998年6月に、FBIは、“ロシアで誘拐されたロシア実業家の身代金の支払い”との名目で30
万ドルの振り込み先であるBECSの口座の取引を捜査しました。41カ月の間に、ベルリンと
エドワーズは、BONYにあるベネックス、BECSとローランドの口座に資金を預け入れた手
数料として、ロシアの顧客からおよそ180万ドルを受け取りました。この金は、べネック
ス、ロシアの会社、およびBONYのロシアのコルレス銀行の名義で、BONYにおける口座を
通じて支払われました。ベルリンとエドワーズは、受け取った手数料を、マン島にあるバー
クレイズ銀行（Barclays Bank） とロンドンにあるミッドランド銀行（Midland Bank）で
管理されているオフショア会社の口座に送るように指示しました。

疑わしいもしくは不自然な取引のモニタリングおよび届出

経営陣は、コンプライアンス・プログラムの一環として顧客や取引を疑わしいと判断し、届け出る前
に、適切なデュー・デリジェンスにより、顧客や取引に関する追加情報を収集することが求められるかも
しれません。どのような行為が疑わしい取引なのかという、確固たる法則はありませんが、金融機関の
従業者は、顧客の通常のビジネスとかけ離れた取引に注目するべきです。

金融機関は、毎日何千もの取引を処理しなければならないため、疑わしい取引のモニタリングおよび
報告のための態勢は、リスクに応じて、また、企業の規模、ビジネスの性質、そして顧客の種類や所
在地といった要素によって決められるべきです。

多くの金融機関は、潜在的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の検知に利用できる報告書
を手元に持っています。その中には、以下のようなものがあります。

■その国の報告義務の対象となる金額を超えた日々の現金取引
■その国の報告義務の対象となる金額をぎりぎり下回る日々の現金取引 （支払いのストラク

チャリング、すなわち、報告すべき金額にならないように取引を小分けにしたものかを見
分けるため）

■一定期間の現金取引の合計額（一定の額を超える個人の取引、もしくは、30日の期間に
合計で一定の額を超える取引等、支払いのストラクチャリングを識別するため）
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■（金額や地理上の要素でフィルターをかけた）電信送金の報告や記録
■モニタリング手段の記録や報告書
■カイティング（銀行口座の照合の時間差を利用して残高を多く見せる行為）、未回収資金

から振り出される小切手（重大なクレジット、デビットの流れ）
■重大な変化／変更に関する報告
■新規口座の取引の報告

報告手順は国によって異なりますが、金融機関内の疑わしい、または不自然な取引の典型的な報告
手順には、以下のようなものがあります。

■潜在的に疑わしい取引を識別する手順
■不自然な取引に関する個々の事例の正式な評価およびその継続
■当局への提出の有無にかかわらず、疑わしい取引の届出についての判断の文書化
■経営幹部や取締役会に、疑わしい取引の届出について定期的に知らせる手続き
■疑わしい取引の検知に関する従業者へのトレーニング

疑わしい取引の届出を義務づけている国の多くは、届出の対象者に対して、その者が疑わしい取引の
届出の対象として報告された事を開示することを禁じています。

ほとんどの法律は、届出を行う金融機関とその従業者を民事上の責任から免責しています。しかし、
届出を行う金融機関は、顧客の金融プライバシーに関して適用される、法的要件には従わなければなり
ません。

疑わしい取引の届出 （Suspicious Activity Report：SAR）は、マネー・ローンダリングや他の犯
罪に関して、法執行機関が捜査を開始する際によく利用します。規制当局は、不正行為が報告された
銀行役員に法的措置を実行する際にも、疑わしい取引の届出を利用します。 

記録管理の正しい手順は、届出の規制もしくは法律上の関連を管理する上で重要です。国の法律や
規制は、金融機関や企業が記録を保持すべき期間、手元に置くべき記録の種類、また、規制当局また
は法執行機関の担当者の要求に対する対応方法について指示しています。

SARを保管しておくための国際的な情報センターはありませんが、多くの国の資金情報機関
（Financial Intelligence Unit：FIU）は、毎年何件のSARが提出されたか、どの地域での届出が
多いか、疑わしい取引の傾向はどのようなものかについて公表しています。情報は、各国のFIUが互い
に署名して交わした合意がある場合、その国の間で共有されます。

マネー・ローンダリングのレッド・フラッグもしくは兆候

ビジネスにおける疑わしい取引の兆候について、実証された、完全なリストというものは存在しませ
ん。ただし、金融犯罪とマネー・ローンダリング活動の両方に共通する兆候は、数多くあり、それに対
して備えることが可能です。

マイケル・ケルシー（Michael Kelsey） は、ワイドナー大学法学部（Widener University School 
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of Law） の非常勤教職員であり、銀行のコンプライアンスとAMLの問題に、18年取り組んでいる専門
家です。金融機関は、以下に挙げるような、疑わしい特徴に注意すべきであると述べています。これら
の特徴は、以下のような既存のシステムによってすでに検知されている可能性があります。

■ATMの利用：ATMは、その利便性によって、マネー・ローンダラーやテロリストにとっ
て、理想的な金融サービスの場を提供してくれます。マネー・ローンダラーは、米国に
ある口座を使用して、米国内で預金を行い、そして、別の人物が国外でそれを引き出しま
す。また、国内のテロリストにとって、（国外に）旅行する際、口座にアクセスできるこ
とは大変便利です。預金口座にさまざまなアクセスがある場合、ATMの悪用の兆候かも
しれません。金融機関は、ATMを通した国際的な取引を把握するために、データの調査
を考慮すべきです。
■顧客の転居：毎月転居する顧客、特に顧客の情報から頻繁に行われる転居を裏付ける正当

な理由が見いだせない場合は疑わしいかもしれません。
■予備源泉徴収（Backup…Withholding）：金利が発生する口座から、わざわざ政府に源

泉徴収をさせるでしょうか。このような口座には注意が必要です。とりわけ、口座の所有
者の納税者番号が、非居住者の外国人のものや、期限切れもしくは無効になっている場合
は要注意です。
■預金もしくは投資口座の開設：新規の顧客に対して、資金源について質問することに加

え、金融機関は、顧客の最初の取引の経緯についても確認するべきです。特に要注意なの
は、国外からの電信送金、通貨代替物（Monetary Instrument）、そして勿論、高額紙幣
を用いた多額の現金取引も要注意です。
■商圏外の話がうますぎる顧客：あなたの金融機関に今現れたばかりの顧客の話がうますぎ

るように思われたら、その考えは正しいかもしれません。その顧客の住所があなたの金融
機関から遠く、その金融機関と取引を始める特別な理由がない場合、特に注意が必要で
す。顧客の住所により近く、同じサービスを提供できる金融機関があるのではありません
か。もしその顧客が事業会社なら、離れた金融機関を使うのは、結局のところ事業の実体
がないことを、あなたが確かめにくいようにするのが狙いかもしれません。新規のビジネ
スをとるためなら“何も質問しない”主義の営業員に押し切られてはなりません。

もちろん、予備源泉徴収（Backup Withholding）をされている顧客がすべてテロリストというわけ
ではありませんし、住所が金融機関から離れている顧客（話がうますぎる顧客）が、すべてマネー・
ローンダラーというわけでもありません。上記に掲げたのは、より厳しい監視に値するかもしれない“リス
クの高い”口座を識別するために、金融機関が参考にできるいくつかの要素にすぎません。AMLコンプ
ライアンスの態勢が、このような取引に備え、また潜在的には、犯罪が起きる前に防止することができる
ような方策を探す必要があります。

金融関係の複雑さが増し、金融機関を通して資金を世界中に移動する手段が増えるにつれ、マ
ネー・ローンダリングの手口はより巧妙になってきています。

2005年10月に、FinCENより発行された「疑わしい取引の届出のレビュー：傾向、助言、諸問題
（SAR Activity Review: Trends, Tips and Issues）に、証券会社での取引開始にみられる犯罪の
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兆候について書かれています。口座の悪用を意図した取引もあれば、個人が証券会社に示した投資目
的とは矛盾する方法で証券会社の口座を利用しようとするものもあります。

実例
　　この分野で報告されている顕著な例は、ある口座に資金を送金したものの、資金を寝かせ

たままにしておくというものです。投資口座には利息がつかないものもあり、資産を投資に
回さないのなら、通常は損失です。したがって、投資口座に動きがないのは、証券会社に
とってレッド・フラッグと考えられます。動きのない時期が長く続いた後で、口座から突然
引き出された場合に、疑わしい取引の届出の提出が決定されるというのが、よくある例でし
た。その引き出しは、小切手を振り出す、ATMでデビット・カードを使う、経済的に明ら
かに利益があるわけでもないのに国外へ資金を移動する、等の形で行われます。証券会社お
よび先物取引業者等が提出した疑わしい取引の届出（SAR）には、過度な海外への電信送金
が、共通して見られました。初期段階での兆候としては、証券口座開設から１年以内の、
こういった取引に関係する個人が海外へ送金するケースはよくあるということです。カナダ
あるいはメキシコとの国境に近い金融機関から、届出がいくつか提出されました。その届出
は、動きのなかった証券口座の資金が、海外の金融機関（カナダやメキシコの）へ、税金逃
れのために送金されていたのではないかという、強い疑いを報告するものでした。

下記の状況は、マネー・ローンダリングを示唆するかもしれません。このリストは完全ではありません
が、参考にはなるでしょう。

顧客の疑わしい行動

■顧客が、不自然にまたは極端に神経質な態度をとる。
■顧客が、金融機関の記録保持義務・報告義務について、明らかにそれらを避ける意図を

もって相談する。
■顧客が、義務付けられている記録や報告をさせないよう、従業者を脅す。
■顧客が、ある取引について当局への報告が必要だと告げられた後、その取引を行おうとし

ない。
■顧客が、従業者に心づけを渡す意思をほのめかす。
■顧客が、隠された思惑を持っている、または、不自然な行動をしているように見える。例

えば、口座の残高が大きいのに、より高い金利を得るチャンスを拒絶する、等。
■政府職員である顧客が、家族の名前で口座を開設する。その口座には、家族の合法的な収

入源とは不釣り合いな多額の預け入れが最初になされる。
■顧客が、現金を数えずに高額の現金預け入れをする。
■顧客が、頻繁に少額紙幣を高額紙幣に換える。
■顧客の現金預け入れに、偽造紙幣や、古いまたは極端に汚れた紙幣が混ざっていることが
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多い。
■学生である顧客が、不相応に大きな額の送金や両替を行う。
■口座に、資金のめまぐるしい動きがみられるが、毎日の開始残高および終了残高は、低く

抑えられている。
■取引にかかる通信文が、レターヘッド入りの原本ではなくコピーで届く。
■取引に、よく知られた合法的な金融機関と類似する名前のオフショアの金融機関が関与し

ている。
■地図帳や地図にも見つからないような、見慣れない国や島が関係する取引が行われる。
■代理人、弁護士、財務アドバイザー等が、適切な書面（委任状等）なしに、他の人物の代

理で行動する。

疑わしい顧客の本人確認の状況

■顧客が、不自然なまたは疑わしい身分証明書を示す。個人の身元データの提供を嫌がる。
■口座開設の際、個人の身元情報の提供を顧客が嫌がる。
■顧客が、身分証明、照会先、住所を提出せずに、口座を開設する。
■顧客の定住所が、銀行のサービス区域から外れている。
■顧客の電話（自宅もしくは会社）が繋がらない。
■顧客の本人確認に関する情報の使用目的および提出先ついて、顧客が数多くの質問をす

る。
■事業会社である顧客が、事業の詳細を明らかにすることや、関係会社について金融機関に

情報を出したり文書に書いたりすることを、避けようとする。
■ローン申込の際、顧客が過去や現在の勤務先の記録を出さない。
■顧客は法執行機関の職員であると主張し、おとり捜査を行っていると言っているが、その

有効な裏付けがない。

疑わしい現金取引

■顧客が、他の顧客と一緒に銀行の店舗に入ってきて、別々の窓口係のところへ行って、報
告基準未満の金額の通貨取引を行う。

■顧客が、500ユーロ紙幣や100米ドル紙幣等の高額紙幣を多数含む、多額の現金預け入れ
を行う。

■顧客が、単独もしくは複数の名前で、複数の口座を開設し、複数の現金預け入れを行うも
のの、１件あたりの金額は報告基準未満である。

■不正行為から得られた資金が預金されている口座から、顧客が100ドル紙幣で現金を引き
出す。引き出す金額は報告基準未満である。

■顧客が、夜間金庫を利用して不自然な現金取引を行う。特に、顧客のビジネスと不釣り合
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いな高額の取引の場合。
■顧客が、ビジネス上の明白な理由なく、あるいは、通常多額の現金を扱わないビジネスに

おいて多額の現金預け入れもしくは引き出しを頻繁に行う。
■顧客が、同一の日に、別々の支店で、高額の現金取引を行う。または、他人を使って、こ

のような取引を行わせる。
■顧客が、複数の口座に、報告基準未満の額の現金を入金した後、1つの口座に資金を集め

て、海外へ電信送金する。
■現金預金が通貨取引報告の対象になると知った後、顧客が報告を避けるために報告対象金

額の超過分を取り戻そうとする。
 顧客がATMで、報告基準未満の現金預け入れを複数回に渡って行う。
■会社の口座の預け入れもしくは引き出しが小切手ではなく、主に現金で行われる。
■他の銀行のスタンプが押された帯封がついたままの多額の現金を顧客が頻繁に預け入れる。
■顧客が、報告基準未満の額の現金で通貨代替物（Monetary Instrument）を頻繁に購入す

る。
■顧客の外国通貨両替の取引回数が異常に多い。

現金以外による疑わしい預け入れ

■大量のトラベラーズ・チェックで預け入れる。同一の金種で番号が連続している場合が多
い。

■不自然な印が書いてあるマネー・オーダー（Money Order）で預金をする。
■端数のない金額の、多数の連番のマネー・オーダー（Money Order）で預金する。
■小切手やマネー・オーダー（Money Order）を預け入れるが、口座の目的やビジネスの

性質とは一貫性がない。
■口座から引き出される資金が、口座の所有者の通常のビジネスや個人の取引とは一貫性が

ない。疑わしい（マネー・ローンダリングのリスクの高い）海外の法域（司法権の異なる
国や地域）への送金が行われる。

■入金された資金が、口座開設の目的にふさわしくない支払方法ですぐに引き出される。

電信送金の疑わしい取引

■口座の所有者でない人物が、多数の通貨代替物（Monetary Instrument）を含む資金を電
信送金する。1件あたりは、報告基準未満の金額である。

■電信送金で入ってきた資金に、銀行小切手に交換して口座の所有者でない人物に郵送する
ようにという指示がついている。

■機密性が高い国または地域への多額の電信送金。
■電信送金で資金が入ってきた直後に、受益者が通貨代替物（Monetary Instrument）を購
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入して他者への支払いにあてる。
■ある口座で、海外との電信送金が増えているが、過去にそのような取引はなかった、ある

いは、顧客のビジネス（銀行に対して明らかにしているビジネス）からは説明がつかない。
■顧客が、頻繁に国外への電信送金を行う。顧客は、その資金は国際的な取引の利益である

と言っている。
■顧客が、少額の電信送金を多数受け取った後、外国への高額の電信送金を指示する。
■顧客が、無記名の証券で預け入れを行った後、資金を第三者へ電信送金するよう指示する。
■通貨両替所名義の口座が、報告基準未満の額の電信送金や現金での預け入れを受領する。

貸金庫を使った疑わしい取引

■顧客が、不自然に長い時間、貸金庫の置いてある部屋にいる。貸金庫に多額の現金を保管
している可能性があると考えられる。

■顧客が、現金（報告基準未満の金額）での預金を行う直前に、貸金庫の部屋に入ることが
多い。

■顧客が、複数の貸金庫を借りている。

与信取引における疑わしい取引

■顧客の財務諸表に、会計原則に合わない部分が見られる。
■ある取引を行うのに、印象的だが無意味な言葉（例えば、エミッション率、一流銀行の手

形、スタンドバイ・コミットメント、裁定取引、ヘッジ契約、等）を使うことによって、
必要以上に複雑に見えるようにしている。

■顧客が、オフショア会社への貸付、あるいは、オフショア銀行が保証人になる貸付を申し
込む。

■返済が滞っていた多額の貸付が突然完済されるが、資金源について納得できる説明がな
い。

■顧客が譲渡性預金証書を購入し、貸付の担保として使う。
■顧客が、預金を貸付の担保にする。
■顧客が、貸付を受けるのに、オフショアにある現金を担保とする。
■顧客が貸付で受け取った資金が、突然オフショアに移動される。

商業用口座における疑わしい動き

■企業である顧客の財務諸表が、業態の似た他社の財務諸表とは明らかに異なっている。
■大企業より提示された財務諸表が、会計士によって作成されていない。
■小売業者が、小切手換金サービスをしており、小切手の入金があったときに、高額の現金
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を引き出さない。現金の調達源が他にある可能性がある。
■顧客が従事している（と顧客自身は言っている）業種には通常必要のない、多数の口座を

持っている。
■会社の口座に規則的、定期的な取引がほとんどない、もしくは全くない。
■担保に疑わしい点があるという理由で、銀行が貸付の申請を断るという状況が発生する取引。

貿易金融における疑わしい取引

■顧客が商品の輸出もしくは輸入に関する資金を調達しようとするが、商品の価格が同種の
商品の市場環境と比較して、明らかに高すぎる、または低すぎる。

■顧客が、信用状の受益者を決済の直前になって変更する。
■顧客が、信用状に記載された決済の場所を、受益者の住所とは違う国にある口座に変更す

る。
■顧客のスタンドバイ信用状が、入札保証、履行保証等に使われるが、関係するプロジェク

トや契約について通常提出されるような情報がなかったり、通常とは異なる受益者が関係
していたりする。

投資の疑わしい取引

■顧客が、投資用口座を、パススルーの手段を使って送金（特にオフショアへの送金）して
いる。

■投資家が、投資用口座について通常考慮する取り決め（料金や、投資の手段の適切性、
等）に、興味がないように見える。

■顧客が多額のポジションを閉じるのに、少額の取引を何件も行おうとする。
■顧客が投資口座に入金する際、現金、マネー・オーダー（Money Order）、トラベラー

ズ・チェック、銀行小切手で報告基準未満の金額だけを預け入れる。
■顧客が、年金型の投資について、クーリングオフ期間（申し込み撤回が可能な期間）に現

金を引き出す、あるいは、早期に解約する。

従業者の疑わしい行動

■銀行が義務づけている報告を作成する従業者が、顧客の信用情報、身元、財務能力、資金
について、事実を脚色する。

■例外事項の報告において、ある従業者が、未解決の問題や繰り返し発生する問題に、頻繁
に関わっている。

■従業者が、自身の給与では賄えないような、贅沢な暮らしぶりをしている。
■従業者が頻繁に、内部統制や確立されている承認権限を無視する、あるいはポリシーの裏
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をかいて回避する。
■従業者が、個人の利益のために、会社の資源を使っている。
■従業者が、真の受益者や取引相手が明らかにされていない取引を手助けする。
■従業者が休暇を取ろうとしない。

送金サービス業者／通貨両替所における疑わしい取引

■マネー・オーダー（Money Order）、トラベラーズ・チェック、資金移動等の不自然な利
用。

■ある取引で、2人以上の人物が協働している。
■通貨取引報告書（Currency Transaction Report：CTR）の対象にならないように、取引

が変更される。
■1回あたり3,000ドル（または当該国の報告基準）未満の有価証券を買うために、顧客が

頻繁に訪れる。
■3,000ドル（または当該国の報告基準）以上の、資金移動、マネー・オーダー（Money 

Order）およびトラベラーズ・チェックについて、記録されないようにするために取引が
変更される。

■同一人物が、短い期間に複数の住所を使う。
■複数の人物が、同一の身分証明を使う。
■1人の人物が、複数の身分証明書を使う。

保険会社における疑わしい取引

■保険契約のための支払を現金で行う。
■保険のクーリングオフ期間（ペナルティーなしで解約が認められる期間）に、払い戻しが

請求される。
■保険料が海外から支払われる。特に、オフショア金融センターからの場合。
■高額の保険料の定期的な支払いが求められる保険の契約。
■保険の受益者が、契約者との関係が不明な人物に変更される。
■保険を解約するときに課される、高額な税金やその他の違約金に、（契約者が）無関心で

ある。
■ある国の個人が購入した保険債券が、別の国の企業によって償還される場合。

証券会社における疑わしい取引

全米証券業協会（U.S. National Association of Securities Dealer：NASD）は、米国証券取
引委員会の管理下で、NASDAQ証券市場を監督する自主規制機関です、2002年、NASDは、「NASD
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から加盟各社への特別通達」（Special NASD Notice to Members）の中で、証券業における疑わ
しい取引の兆候について述べています。

■顧客が、身元が明らかにされていない人物の代理人を務めているように見える。しかし、
ビジネス上の合法的な理由なく、情報の提供を断る、もしくは情報の提供を渋る。あるい
は、その個人または企業に関する情報について、曖昧になる。

■明白な理由なしに、顧客が、１つの名前で（もしくは複数の名前で）複数の口座を持って
いる。口座間の、または第三者との資金移動が、相当回数行われる。

■顧客の口座で、突然または説明がつかない送金が頻繁に行われるようになる。特に、当該
口座に、そのような取引が以前はほとんどなかった、もしくは、全くなかった場合。

■顧客が、長期投資の目的で入金した直後に、ポジションを閉め、換金して資金を移動する
よう要求する。

■顧客が、ビジネス上の明白な目的なしに、無関係な口座間で多数の付け替えを行う
■その会社が通常要求される文書化を避けるような方法で、取引が処理されるように、顧客

が要求する。
■明白な理由なく、または他の“レッド・フラッグ”と関連して、顧客が一定のタイプの証券

の取引をする。例えば、低額株、“レギュレーションS株”（Reg S。米国証券法の規定に
基づく株式。レギュレーションSは、証券の募集がどのような場合に米国外でのものとみ
なされるかについての規定。）、無記名債券等である。これらは合法ではあるが、不正やマ
ネー・ローンダリングに利用されてきたものである。（こういった取引については、さら
なるデュー・デリジェンスが必要になる場合がある。）

■顧客の口座において、証券取引が極度に少ないにもかかわらず、説明のつかない多数の資
金移動が見られる。

闇ペソ交換システムを利用したマネー・ローンダリングにおける疑わしい取引の兆候

1999年の米国税関は、「闇ペソ交換システム」（Black Market Peso Exchange：BMPE）と題さ
れた、中南米でビジネスを行う企業に対しての「貿易に関する勧告」（Trade Advisory）の中で、闇
ペソ交換システムの仕組みを説明し、マネー・ローンダリングが疑われる場合に報告するよう、ガイダン
スを示しました。この中で、次のような“レッド・フラッグ”が、BMPEの兆候であると述べています。

■当該取引に関係のない第三者が、現金で支払をする。
■当該取引に関係のない第三者が、電信送金で支払をする。
■小切手、銀行為替手形、マネー・オーダー（Money Order）等で支払が行われるが、そ

れらは、購入者の口座から引き落とされない。
1997年、FinCENは、金融機関に対し、次のような“潜在的な兆候”を示し、これらが見られる場

合、金融機関や企業がペソ・ブローカーによって悪用されている可能性があると述べました。
■個人の当座預金にストラクチャリングされた（現金）預け入れが行われ、また、同じ日

に、同じ銀行の複数の支店の複数の口座に預け入れが複数回行われる。
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■消費者の当座預金がある一定期間は使われていたが、その後、口座に動きがなくなる。
■銀行に一緒に訪れた外国人たちが、個人の当座預金口座を開設する。
■同一の外国人によって、複数の銀行に、同じ日に複数の口座が開設される。
■コロンビアへの輸出を行う米国企業が所有する口座へ、（現金）預金の頻度または金額が

増える。

電子的なAMLソリューション

AMLコンプライアンスは、何らかの形でテクノロジーの助けがなければ困難を極めるということは、多
くの金融機関が同意するところでしょう。現在そして将来の規制を遵守するためには、多くの人 と々膨
大な規制やデータが関わるので、人の手によるコンプライアンスは不可能とは言わないまでも、困難で
す。多くの金融機関で、コンプライアンス活動を自動化するためにコンピューター・システムを使用して
います。一方、まだマニュアルで行っている金融機関もあります。

テクノロジーは、AMLソリューション全体の数ある要素のうちの1つになりますが、有効なテクノロジー
は、金融犯罪リスクに対抗するのに、下記のようなより良い防御策を提供することになります。

■取引モニタリング：潜在的なマネー・ローンダリングを見つけるためのデータを、スキャ
ンおよび分析する

■ウォッチ・リスト・フィルタリング：新しい口座、既存の顧客、受益者、取引の相手先
を、テロリスト、犯罪者、その他の要注意人物のウォッチ・リストと照合する

■規制で求められる報告の自動化：疑わしい取引の届出（Suspicious Activity Report：
SAR）、通貨取引報告書（Currency Transaction Report：CTR）、その他の政府への報告

■詳細な監査証跡：規制当局にコンプライアンスの取り組みを示し、また、召喚令状、その
他の要求に対応する

ソフトウェア会社の多くは、マネー・ローンダリング対策専用のシステムを、あなたの金融機関にセー
ルスしてくると思われますが、多くの会社では、すでに電子システムが稼働しています。AMLコンプライ
アンス・プログラムを設計したり、新しいテクノロジーを購入したりする前に、既存のシステムを、自社
の目的に合わせて変更できないか検討してみるべきです。仮に現在のシステムを改良することで対応でき
るなら、部分的かもしれませんが、時間とお金を節約することができます。

金融機関が、既存のテクノロジーをAMLの目的に役立てるように利用することが可能な例を下記に列
挙します。

■プロファイリング・システム　
■高額の現金取引の報告
■記録の保存
■身元調査
■企業の“ホットファイル”
■ケース管理追跡システム
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■事件／事故報告データベース
新たにマネー・ローンダリング・ソフトウェア・パッケージを選ぶ金融機関もあります。多くの金融機

関は、提案依頼書（Request For Proposal：RFP）方式を採用します。金融機関が、適切であると
考えたソフトウェア会社に対して、RFPを送ります。RFPには、プロジェクトの内容と、アプリケーション
の手続きが書かれています。RFPの目的は、金融機関がマネー・ローンダリング関連規制における義務
を果たすための、システムを選ぶことにあります。システムが、潜在的にリスクの高い、顧客・口座・取
引を識別し、それに基づく検査の実行、管理、文書化、報告に役立つでしょう。

ほとんどの金融機関は、長年、めまぐるしく変化する規制の一歩先を行くことに全力を傾け、また、
効率的に適切な取引をモニタリングし、調査すべき顧客を調査する柔軟性、機敏さ、および素早さを兼
ね備えた実績のあるビジネス・パートナーを求めているのです。理想的には、数多くの支店に導入する
ために、システムは柔軟、迅速、効率的であることが求められます。そのようなシステムは、シームレス
に顧客関係、口座、取引等に幅広く使われ、また、さまざまな商品ラインやシステム（預金、電信送
金、貸付、信託、証券の仲介、信用状、小切手等）にわたる取引への適用が可能です。顧客の関係
についての単一ビュー（一覧できること）は、効率的で、信頼性があり、かつ迅速な情報へのアクセス
のために、最も重要なことです。金融機関各社は、ベンダーが、自社のニーズに最適であることを確認
しなければなりません。RFPプロセスで、多くの金融機関が、コンプライアンス、運用、テクノロジー、
業務の各部門の管理責任者から成る、評価チームを設けます。このチームは、プロジェクト・マネー
ジャーの主導で活動し、RFPへのすべての回答を検討し、評価する責任を負います。

どの自動化ツールが、自社の組織に適しているでしょうか？　顧客基盤、規模、提供するサービスに
よって、各社の事情は異なるでしょう。もし、ソフトウェアを購入すると決めるのであれば、一般的には
下記のような機能を求めるのがよいでしょう。

取引をモニタリングし、疑わしい取引を示しているかもしれない異例事項を識別する。
■新規顧客および既存顧客について、顧客確認（Know Your Customer：KYC）に関する

情報を収集し、顧客からの回答や保管されているKYC情報のスコアリングを行い、デー
タを後で使えるように保管する。

■モニタリング・システムが認識した、疑わしいもしくは不自然な取引の、より高度な評価
と分析。この際、各顧客のリスク・プロファイルやピアー・グループのそれに照らし合わ
せる。

■個々のアラートを、その金融機関における、当該顧客の取引全体と関連づけて見ることが
できる。

■単独または一連のアラートからケースを作成でき、さまざまな関係者間で（同時にある
いは順次）情報を閲覧および更新できる、また、必要に応じて、モニタリングおよび調査
の部門横断的に、また銀行全体に渡ってAML関連情報を共有できる、というようなワー
ク・フローの特徴を持っている。

■モニタリングおよびケース管理の記録および更新のために、中核の銀行業務のシステムや
データベースにあるデータを利用する。

■取引の傾向を分析するため、少なくとも12カ月、情報を保管し、必要なときに使用する。
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■疑わしい取引の調査の割り当て、報告経路の指定、承認、継続的なモニタリングを管理す
る。

■資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）へのSARの作成と提出の自動化。
■経営陣やその他の利用者向けに、疑わしい取引の調査の特徴やボリューム、また、調査官

の生産性に関する標準的な報告と特殊な報告の作成。
■AML関連の調査の、従業者1人あたりの取扱件数の計画、割り当て、モニタリングを行

う、より高度な能力。
■AMLコンプライアンスのすべての面での、包括的かつ正確な報告。経営陣への報告、規

制当局への報告、生産性の報告、特殊な報告等。
■コンピューター技術の特別なスキルがなくても、利用者がリスク変数の設定を簡単に更新

できる。
上記のような機能に加え、以下の点についても評価すべきです。

■アプリケーションの使いやすさ。取引モニタリングのルールの追加および変更への対応の
しやすさ。

■データ統合や、システムの導入と設定のしやすさ。
■アプリケーションの拡張性。金融機関の成長に柔軟に対応できるシステムの拡張性。
■内部の人的資源で、システムをどの程度維持できるか。
■ハード面およびソフト面におけるサポートについての利用者の満足度。
■価格。

規制遵守に関する様々なソリューションの提供に加えて、自動化ツールは、顧客や利用者が、商
品・サービスをどのように利用しているのかを、金融機関が分析するためにも役立つかもしれません。
マーケティング目的で、顧客のタイプや異なるビジネス・ラインごとに、取引のパターンを、グラフや統
計リポートといった形で見ることが可能です。金融機関のニーズによって、ソフトウェアで前述のようなレ
ポートを自動化することもできます。より標準的な分析システムから、高度な人工知能まで、ニーズに合
うソフトは様々です。

文書の管理についても、同じことが言えます。文書の管理は、多くの金融機関にとって、非常に大
きな負担ですが、必要なものです。歴史的に、イメージング・システムは、記録への、迅速かつペー
パーレスなアクセスを実現しています。利便性だけでは不十分で、テクノロジーはその一歩先を行ってい
ます。新しいシステムは、すべての文書（紛失したものや期限切れのものも含めて）の状態を追跡およ
び報告することが可能です。ワンストップ・アクセスのシステムを使うと、文書の画像を見ることができ、
また、コンプライアンス目的で対応が必要な、文書の標準化および管理も可能になります。

自動化は、効率と管理性の向上だけでなく、それ以上のメリットがあります。コンプライアンスへの
企業の責任を、要求されるレベル、またはそれを超えるレベルにすることができます。この“副産物”とし
て、規制当局は、速くて簡潔で、形式の整った（フォーマット済みの）情報を得ることができます。
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まとめ

優れたAMLプログラムには、マネー・ローンダリング防止に貢献しようという、企業の姿勢が表れま
す。すなわち、法と規制によって課された要求に対して、条文および精神、両方の観点から遵守してい
ることが分かります。

多くの規制当局は、現在、金融機関が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に利用される
という特定のリスクに応じた態勢と統制を導入することを要求しています。金融機関のマネー・ローンダ
リングのリスクを評価することは、適切なAMLプログラムを作るために最も重要なステップの1つです。
AMLプログラムは、その金融機関の顧客基盤、地域、規模、提供する商品やサービスに伴うリスクに
見合ったものである必要があります。

これらのプログラムの設計と構築は、最優先事項です。プログラムの実行と持続も同様に重要です。
これらのステップは、その金融機関や企業がある法域（司法権の異なる国や地域）での法的要件はど
のようなものか、その企業の内部ポリシーと、組織の弱点についての、明確な理解があってはじめて可
能になります。

このセクションで示した事項では、コンプライアンス・プログラムを設計する際に何を考慮すべきか、
疑わしい取引を、発見、管理、文書化し、フォローアップする方法、プログラムを有効的かつ効率的に
持続する方法、そしてシステムを使う従業者へのトレーニングと従業者選別を適切に行うために、知っ
ておくべきことは何かを示しています。

復習問題

■本人確認プログラムの重要な要素は何ですか？
■リスクの評価とはどのようなものですか？ある商品または顧客のリスクを決定する要因は何

ですか？
■証券会社にみられるマネー・ローンダリングの兆候は何ですか？
■マネー・ローンダリングのモニタリング・ソフトウェアを選ぶときに考慮すべき要素は何で

すか？
■あなたは、疑わしいと考えられる取引を長年の同僚が職場で行っていることに気がつきまし

た。そのことは今までに報告されていません。あなたはこの状況で、どのように対処すべき
ですか？
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●イントロダクション

●捜査における取り調べ

●企業の刑事責任

●調査の実施

●起訴

●政府による捜査

●マネー・ローンダリングの調査におけるインターネットの活用

●AMLに関する国家間の協力

●まとめ

●復習問題

調査プロセスの実施または支援
5章



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

164

イントロダクション

世界中の銀行やその他の事業者は、犯罪収益の洗浄防止のために、コンプライアンス・プログラム
へ何百万ドルもの投資を行います。しかしこれらの取り組みは、企業やその役員による犯罪行為への加
担や、他の人物の起訴に必要な証拠を有するという疑いから生じる政府の犯罪捜査の対象から、当該
企業やその役員が外れるということを保証してくれるものではありません。

AMLコンプライアンス・プログラムの章で述べたように、従業者がマネー・ローンダリングに加担して
いる場合があります。もし、“内部不正”が疑われる場合、その疑いを確認し、必要な措置を講じるため
の内部調査が必要です。

内部調査は様々な理由で行われますが、通常、企業内部調査は企業の違法行為に関する政府の捜
査から発生します。例えば次に挙げるような事項を通じて、そのような違法行為が発覚します。

■政府監査人の報告書や声明
■顧客等第三者からの情報
■従業者や社内ホットラインからの情報
■政府の召喚令状の受領
■捜査令状を持った捜査官の訪問
■政府の捜査官が、従業者、取引先、顧客、さらに競合会社に対して情報収集をしていると

いう事実の発覚
■会社に対する民事訴訟

内部調査のタイミング

内部調査は、2つの状況において行われます。1つは、政府による捜査の前に、会社が内部の不正
行為を疑う場合であり、場合によっては、従業者による別の従業者に対する苦情、監査、またはその
他の発見から疑いが発生します。もう1つは、政府による捜査が開始された場合です。独立した内部調
査によって、法律や内部ポリシーの違反の事実を究明することができます。

内部調査の実施は、取締役会によって決定
されるべきです。取締役会には、会社が違法
行為に関与していないと確認し、また、潜在
的な民事もしくは刑事責任から会社を守るとい
う信任義務が課せられています。

一方で、会社は、内部調査に係るリスクを
知る必要があります。最も重大なリスクは、法
律顧問（Counsel）によって自社のために作
成された内部調査の詳細報告書を、政府や第三者である民事訴訟当事者に開示しなければならないこ
とです。また、内部調査によって、従業者が会社に反発したり、従業者が自らの責任への懸念から政

内部調査の実施を決定する
際、最終的な影響について

考慮する必要があります。
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府と協力して会社に不利な証人となったりする場合があります。つまり、内部調査は必要なものではあり
ますが、実施理由および方法に気を配る必要があります。

内部調査の実施を決定する際、最終的な影響について考慮する必要があります。刑事および／もしく
は民事責任が問われる行為が発生したと考えられる場合には、経営幹部は、内部調査を通じてその経
緯を調べる指示を出すべきです。

問題の性質や範囲を理解する必要性、解決策の模索、風評リスクの回避、そして規制の遵守義務
等によって、内部調査の実施が必要になります。調査の目的は、会社の責任を最小限に抑えるため
に、不正の性質や範囲について知り、マネー・ローンダリングを阻止し、事実に基づいた法的助言を
弁護士から得ることです。

会社に対する訴訟の回避は非常に重要であり、内部調査は刑事手続きを避けるのに役立ちます。し
かし、刑事手続きが完全に避けられない場合でも、内部調査が実施されたという事実は、会社のリス
クを大きく減らします。例えば、企業による違反の自己申告は、何百万ドルという罰金の軽減につなが
ります。また、従前から企業がコンプライアンス・プログラムを実施していた場合も、軽減が検討されま
す。また、自主的な開示により、政府による起訴の回避や、少なくとも判決に好影響を与える場合もあ
ります。さらに、あらゆる民事訴訟の処理においても、内部調査は役に立ちます。

調査の種類

調査の理由によって、どのような種類の調査を行うかが決定されます。政府の措置に対応して調査が
行われる場合、その調査は、通常は事後対応的な性格のものであり、第三者が興味を示す、特定の
問題に限られます。

しかし、会社のポリシー、手続きおよび政府の規制に対する違反に関する調査であれば、より広範な
調査が行われます。

政府による捜査という状況において、政府が何の行為に関して捜査をしているのかは、すぐには明確
になりません。

捜査に関してできる限りのことをすべて速やかに把握します。最初の通知が、捜査機関以外から発生
したものであれば、捜査機関に連絡する前に、その情報元が知っていることをすべて把握しましょう。
捜査機関に連絡を取る際、できる限りの詳細を求めます。協力的な姿勢を見せ、問題の調査にすぐに
取り組む印象を与えます。

法律顧問は、検察官や政府機関に会い、早期の捜査段階における話し合いへの意向次第ですが、
捜査内容について個別の理解を得ることができます。外部の弁護士と捜査機関を最初に接触させるの
は、できるだけ避けます。大抵の場合、代表者が捜査機関に最初に接触することが重要で、捜査機関
から会社の“ボディーガード”と見られそうな人物が最初に接触するのは好ましくありません。

経営幹部への捜査に関する報告は、あなたが業務遂行し、事態を掌握する上で大変重要です。経
営幹部に対して、事態に対処できる自信を示すように話しましょう。捜査の最中に怯える経営幹部ほど
悪影響を及ぼすものは他にありません。
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その後の事実収集から得た内部情報の伝達方法を含め、置かれている状況から発生するあらゆる事
柄を処理するために、社内弁護士（In-house LawerもしくはIn-house Counsel）が率いる小規模で
高いレベルのマネージャー・チームを作る指示を、経営幹部に求めます。

内部および外部監査人に対して、本件に関する今後の活動は法律顧問（Counsel）の指揮の下で
行われ、また法律顧問によってのみ利用される、という指示を書面上で速やかに提出します。これによ
り、事実収集に関する法的特権を最大限に活用することになります。

政府から取り調べを受けた従業者から報告を求めます。もちろん、取り調べの前に話し合いを行うの
がより好ましいと言えます。事後的な従業者による報告は役立ちますが、事前の面談ほど重要ではあり
ません。

調査における法律顧問（Counsel）の選択

大手銀行や証券業者等の多くの金融機関には、法律顧問（Legal Counsel）がいます。しかし、小
規模なマネー・サービス業者のような、他の多くの金融機関には法律顧問がいません。どちらにしても、
政府の捜査に直面する際は、経験豊富な外部の法律顧問を雇う、もしくは相談するのがよいでしょう。

内部調査が、社内弁護士（In-house Counsel）か顧問弁護士（Retained Counsel）のどちらの
指導下で行われるかは、会社の規模、予算、調査の性質、調査対象の問題に関する社内弁護士の役
割、調査実施の経験、起訴の可能性等、様々な要因によります。それぞれの選択肢には利点がありま
すが、政府の捜査を受ける場合には、顧問弁護士に実施させる傾向にあります。

社内弁護士を使う場合、出費を抑えられ、会社の人員、ポリシー、手続きについてより深い知識を
持っているという利点があります。しかし、もし捜査対象になっている行為が、刑事捜査、起訴および
民事裁判につながる場合、いずれにしても社内弁護士が携わることになります。外部の弁護士が最初か
ら同じ機能を果たせる限りにおいては、その方がコストを最小限に抑えられる可能性があります。

アラート・グローバル・メディア （Alert Global Media Inc.）と米国弁護士メディア（American 
Lawyer Media LLP）によって、フロリダ州マイアミ・ビーチで開催された第4回国際マネー・ローンダ
リング協議で、クリストファー・H・シーモア氏（Christopher H. Seymour, Esq）が発表した文書で
は、“先行的な対策”が提示されています。

何よりもまず、あなたやあなたの職員が状況に対して冷静かつ効率的に処理する能力を、事前に把握
します。日々の要求される仕事量、問題処理の経験、個人の性格を考慮します。できるだけ正直に鋭
い目で評価します。適切な外部の弁護士を選び、また、社内弁護士が法執行機関や規制当局からの
接触があった場合にどのような役割を果たすべきかを把握するのに、これらの評価が正確に行われるこ
とが重要です。

評価の後、マネー・ローンダリング関連事項に対処した経験を持つ外部の弁護士の名簿を事前に用
意します。名簿の準備は、次のように行います。

■あなたや監督機関に知られている弁護士や、弁護士名簿等の一般的な方法から、資料を集
めます。面接をする場合、1つの場所に限らない方がいいかもしれません。役立つ有効な
人材は様々な場所に存在し、政府の捜査はどこでも発生し得るので、1つの場所に限定し
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ないようにしましょう。
■最初のリストにある候補者に、マネー・ローンダリングに関する知識の提示を書面上で求

めます。その後最有力候補者と面談し、さらに質問します。これらの面談から、必要が生
じた場合に依頼する最終的な候補者のリストを作成します。

■同様の手順を、事前に選択した調査担当者の有力候補者にも行います。あなたの会社の監
査人は、銀行の内部セキュリティ職員、監督機関の調査部門、元法執行官や検察官等、人
材の有効な情報源です。捜査機関や監督機関から高い評価を受けている人物を探します。

数名に絞った候補者の“リスト”を作成したら、外部の弁護士を選ぶにあたり、次のような項目を検討
します。

■1）意思決定を導く能力や素質を示し、2）あなたとあなたの職員に対して尊敬できる仕
事上のパートナーとして接し、3） あなたを法務部門の代表として支援する、外部の弁護
士を探します。あなたが指揮権を明白に握っていると経営幹部が確認することで、外部の
弁護士が裏で指導していたとしても、経営幹部を安心させることができます。

■自尊心を抑制しましょう。あなたの目的は、検察官のレーダー・スクリーンから姿を消す
ことであって、挑戦することではありません。平静に問題を処理する目的を共有する弁護
士を探します。

■もし、すでに差し迫った刑事起訴や訴訟に直面している場合、経験豊富な弁護士が必要で
す。しかし、差し迫った起訴の心配がない、初期の捜査や口座の差押えに直面している場
合、マネー・ローンダリングの事件に携わった経験を持つ、熟練した銀行弁護士を活用す
ることを検討します。銀行弁護士はあなたの事業の性質をすばやく理解し、それは検察官
に対して、コンプライアンスの手続きを説明し、あるべき銀行コンプライアンスとの比較
を示す上で、大変重要です。また、銀行弁護士は、“管理職の管理”という内部の政治的な
懸念を十分に理解し、一般的にあまり闘争的でない傾向があります。

■元上級検察官が役に立つ場合があります。しかし、名声を得ようとする別の検察官と対抗
するという理由で、元上級検察官を雇うことを考えているなら、それが賢明なことかどう
か、注意深く考えるべきでしょう。

■反対に、特定の経験のある刑事弁護士が検察官に対する個人的な偏見を持つ場合、検察官
がそれにすぐ気付くことがあります。その結果、検察官と円滑な仕事関係を築くことが難
しくなり、不利な結果につながる恐れがあります。

通常、内部調査の早い段階で大部分の詳細が欠けていても、不正が存在したかどうかを把握できま
す。なるべく早い段階で、会社や法律顧問が最善および最悪の事態の想定を検討し、受け入れられる
ものとそうでないものを判別することが重要です。これは、法律顧問の最も重要な機能の1つです。ま
た、有罪判決が下された場合に、どのような処罰を受けるかは、大変重要な問題です。企業幹部の観
点からすれば、最悪の処罰は刑務所に収監されることですが、会社の観点からすれば、最悪の事態は
廃業です。従って、法律顧問は早い段階にできる範囲内で、会社がどれだけのリスクにさらされている
かについて分析する必要があります。分析に基づいた結論次第で、会社の方向性が決まります。

状況によっては、最良の戦略は捜査官への協力だ、と法律顧問が助言するかもしれません。これ
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は、捜査の結論に必要な情報を与えることで、会社の資源や評価に悪影響が及ぶ前に捜査を終結させ
る、最も有効な手段となるかもしれません。捜査の手続きが長引くほど、捜査のコストが増え、検察官
がより厳しい対応を取る傾向があります。協力には、会社の役員を含む従業者を取り調べに対応させる
ことや、召喚令状を受ける前に書類を作成することが含まれます。また、法律顧問が作成した、捜査関
連の報告書を捜査官に対して提供することにより、“自主的に”開示することも含まれます。

実例
　　2004年5月、ワシントンD.C.に拠点を置き、外交官を専門に扱うリッグス銀行（Riggs 

Bank）が、銀行秘密法に違反したとして2,500万ドルの罰金を払いました。捜査が開始さ
れた時、銀行が直面する規制や犯罪に係るリスクに対処するために、コンプライアンス・セ
キュリティ部門が新しく立ち上げられました。

　　リッグス銀行は、連邦や地元の法執行機関、電気通信、コンサルティングの専門家から調
査担当者を雇いました。法的措置、金融業務、テクノロジーについての理解を持った人材の
組み合わせは、非常に強力でした。調査担当者には、協力的な証人、非協力的な証人のどち
らに対しても詳細なインタビューを行い、不自然な口座の動きを即座に特定し、取引の傾向
を発見する能力が必要です。さらに、調査担当者は、従業者、経営幹部、検査官、法執行当
局等、関連者すべての信頼を得ることがとりわけ重要です。リッグス銀行の事例において
は、主要な目的は監督機関と、その後の捜査において法執行当局の信頼を得ることでした。
そして、銀行の従業者が調査グループは銀行の利害関係から独立していると認識し、また、
不正行為の捜査および報告を行い、誠実な従業者、株主、政府機関の利益にかなうように運
営されていることを理解することが重要でした。

メディア向け広報活動

組織や役員を守る上で、広報やメディア活動の重要性が見落とされがちです。公衆の認識は、組織
が社会的な信頼を維持するのに大変重要な役割を果たします。主張の利点にかかわらず、取締役、役
員、その他従業者は世間の評判に関心をよせます。大抵の場合、主な懸念は、会社が本業に注意を
向けていない間、競合相手がそのすきを突くことです。さらに、顧客やベンダーは瞬時に、メディアの報
道に基づいた意見を持ってしまうかもしれません。

マスコミ報道は、捜査についての報道内容や会社の反応次第で、害を及ぼす場合があります。法律
顧問は、メディアとのやりとりを管理し、明瞭で一貫性のあるメッセージを表明し、従業者や社会全体
へ広がる情報に対してしっかりとした対応を行うことが大切です。マスコミ報道は、間違った発言が、法
的立場に悪影響を及ぼす危険があるので、できる限り回避すべきです。

会社が公の詳細な捜査を受けている状況で、メディアへの戦略を策定する際、事実関係をよく知る
人物が、広報活動担当の責任者と密接に協力することが大切です。もし事実関係を会社が把握できて
いない、または事実関係が進行中の監督機関もしくは法執行機関の捜査における必要情報に関連する
場合、“今の段階ではお答えすることができません”という応対が、最も適切かもしれません。“何も問題
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はなく、不正はありません”という誤った表明は、事態の悪化を招く恐れがあります。また、上場会社が
そうした表明を示した場合、法執行機関や監督機関による追加的な捜査を招きかねません。

報道の対処について助言を与える経験豊富な広報活動のアドバイザーを雇うことは賢明ですが、法
律顧問の許可なく情報が報道されないことが重要です。刑事捜査において何かを表明する場合、法律
顧問が会社の代弁者であるべきです。いずれにしても、会社を代弁する人物はただ1人である必要があ
ります。

公式な声明を出す前に、捜査を行っている政府機関や検察官への影響を考慮する必要があります。
報道は、捜査のニュースに大変敏感に反応します。法律顧問が状況を把握する前に、会社が、捜査の
開始にあたってマスコミ取材に対応せざるを得なくなるケースが少なくありません。すべての事実を把握
する前に不正を完全否定することで、後に、検察官との応対に悪影響を及ぼす場合があります。また、
追加事実が出る度に、表明が撤回もしくは変更されると、会社に対する一般の見方にも影響が出ます。

書類およびコンピューター・ファイルの管理

会社が政府の捜査を受けているという事実は、会社全体に、または少なくとも、影響を受ける部署
に、急速に広まる可能性があります。また、周知の事実ともなり得ます。もし不正が存在する場合、
責任者である従業者が関与の証拠隠滅を図ることは珍しくなく、書類の破棄もしくは修正、コンピュー
ター・ファイルの削除、従業者への脅迫等が伴います。このような行動は、会社の内部調査を妨げ、
また、会社に対する政府の態度がより厳しいものとなる原因となるため、そうした行動を防止するために
最善を尽くす必要があります。

最初の措置として、法律顧問は自身の指示の下で働く従業者を任命し、最も重要な書類を突き止
め、これを自身の管理下に置く必要があります。もし会社の業務に書類が必要であれば、コピーを取る
か、原本が管理された状況で使用されるようにします。書類の隔離は、一部の従業者に不都合を与え
るかもしれませんが、会社にとって最も賢明な対応となるはずです。

コンピューター・ファイルは、直ちに保護しなければなりません。定期的なバックアップが行われてい
ても、バックアップへのアクセスにセキュリティが施されていないケースが多々あります。コンピューター
が従業者のサイン・オンを必要とする場合は、疑われている従業者がシステムに入れないようにする
か、システム上の活動を制限する必要があります。ウィルスによる妨害を防ぐために、ウィルス対策プロ
グラムが更新されていることを確認します。

従業者への通知

従業者が政府等の第三者に対して会社の書類を用意することを禁止し、そのような書類の要求は法
律顧問に知らせるようにします。従業者が政府から取調べに応じるように言われた場合には、法律顧問
にその旨を知らせるよう、従業者を指導します。さらに、捜査中の疑惑に関する書類を作成しないよう
従業者に指示します。そうした仕事は、作成された書類についての保護能力を持つ法律顧問に託される
べきです。
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事前の計画

会社が政府の捜査を受けている時、いくつかの問題が発生する場合があります。危機に迫られた状
況下で検討するよりも、前もって直面する可能性のある特定の状況への処理方法を計画しておくのがよ
いでしょう。

政府の捜査への対応を管理するにあたって、考慮すべき点は多数あります。まずは、会社の業務に
関して政府が検査に入るという現実を、経営陣に理解させることです。会社の役員や従業者が会社の
不正に関して起訴される可能性について、経営幹部が認識する必要があります。また、従業者が行う
活動に対して、それが従業者の権限の範囲内であり、かつ会社の利益のための活動であっても、会社
のポリシーに反して、会社が責任を問われる場合があります。こうした原則を、従業者や経営陣に伝え
ることで、犯罪行為の早期発見や回避につながります。

捜査における取調べ

複雑な金融捜査を行う際、一方では資金源、他方では真の受益者を把握することが重要です。そし
て、その両方を合わせ、当該事件を起訴するために必要な証拠を準備します。

法執行機関は、証拠取得のために金融機関に情報を要求することがあります。この情報は、起訴ま
たは法廷に対する口座やその他資産の凍結要請の裏付けとして必要になります。問い合わせは、出廷
命令、召喚令状、捜査令状等様 な々形式で行われることもあります。

これらの聴取は、基礎的な捜査テクニックであり、大抵の場合、訴訟手続きや公判が始まる前に行
われます。事件の規模や複雑性、または、適用される法律や規制によって、取調べの範囲や程度が
異なります。また、問い合わせは、他の法域（司法権の異なる国や地域）にある金融機関からの証拠
収集を必要とする場合があります。その場合、法執行当局や検察官は、条約やその他の法的手続きに
よって、関係する法域当局からの情報を要求します。

一部の金融機関では、召喚令状や、記録もしくは証言への同様の要請は、“政府がすでに事件の捜
査に着手している”として、更なる検査や捜査は不要であると考える場合があります。これは、特に捜査官
が要請する情報から従業者の違法活動が明るみに出る可能性がある場合、大変危険な見解となります。

召喚令状、出廷命令書、もしくはその他政府からの要請を受領する際、求められる記録もしくは情報
の提出以上の準備が必要です。“召喚令状デュー・デリジェンス・プログラム”の構築と維持が大切にな
ります。

金融機関は、政府機関による情報の要請について、調査グループに点検させ、銀行や他の法人にリ
スクがあるかどうかを考えなければなりません。

捜査令状

金融機関が法執行機関から店舗の捜査令状を受け取る場合があります。捜査令状とは、裁判所が
法執行機関に対して、ある特定の建物や土地を捜索し、ある特定の種類の品目や情報を差押える許可
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を与えることを指します。通常、要請には、犯罪証拠の特定に関する相当な理由を示す必要がありま
す。捜査令状は、法執行官によって提出された宣誓供述書に含まれる情報に基づいて与えられます。
 捜査令状が執行される際、慌てずに頭を使うことが大事です。各従業者は、一般的に捜査令状が強
制力を持たないと認識する必要があります。捜査令状は、捜索先に立ち入り、物品や情報を差押える
権限を与えるのみで、証言を強いる力を持ちません。従って、多くの場合、誰も尋問に応じる必要はな
いのです。

捜査の妨害をしてはなりませんが、一方で、いかなる従業者も、会社の代表者も、進んで協力する
義務を感じる必要はありません。最善の対処は、恐怖心から行動するのではなく、以下のステップを踏
んで対応することです。

■すぐに弁護士を呼ぶ。
■できるだけ早く捜査令状を確認し、その範囲を理解する。
■捜査令状のコピーを求める。
■捜査令状の裏付けとなる宣誓供述書のコピーを求める。当局は宣誓供述書のコピーの提供

を義務付けられていないが、金融機関はそれを見る許可を与えられる場合、捜査の目的に
ついて知ることができます。

■捜査官がすべての差押え物品のリストを記録する間立ち会う。捜査官が取っている記録に
ついて把握する。

■棚卸リストのコピーを求める。
■捜索の主導を行った法執行機関の捜査管の名前と関係機関を書き留める。

弁護士／依頼者間の秘匿特権やその他の法的特権によって保護される書類やコンピューターの記録
は、普通の記録とは別に書き留めて保存します。特権が与えられる記録は、“弁護士／依頼者間の秘
匿特権”と記されたキャビネットに保管します。

捜査当局がこれらの記録を差押える場合、会社の代表者は異議を申し立て、代わりに、裁判所に保
管されるように提案します。従業者の全員に、捜索に対してどう行動するかが伝えられ、また、法律顧
問が到着するまでの間に捜査当局とのやりとりを行う担当者を任命します。

口座や資産の凍結命令

捜査の過程で、金融機関は、疑いのある犯罪者や資金洗浄者による口座の資金移動や資産へのア
クセスを防止しなければならなくなる場合があります。

これは、国の法律および規制によって取り扱われます。通常、法執行機関や検察官は、禁止命令や
裁判所の命令を得て、口座凍結、資金移動もしくは引き出しの阻止を行います。一般的に、命令は、
宣誓供述書に基づいて与えられ、また、宣誓供述書が命令に含まれる場合もあります。この宣誓供述
書が命令の一部でない場合、金融機関は宣誓供述書の閲覧を求めることができ、顧客情報が要求さ
れる理由を知ることができます。法執行機関による供述書の提供が義務付けられているかどうかは、各
国の法律や規則によって異なります。また、宣誓供述書が裁判所から入手できる場合もあります（“捜
査令状”に関するセクションを参照）。
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出廷命令書および召喚令状

世界中で、マネー・ローンダリングの捜査において、法執行機関がアクセスできる情報量に関する法
律が緩和される一方で、特に厳しい銀行秘密に関する法律があるオフショア・ヘイブンにおいて、一部
の制約が未だに適用される場合があります。しかし、召喚令状、出廷命令書、裁判所の命令により、
金融機関に対して記録の提出が法的に求められる場合があります。

また、捜査対象となる顧客にその旨を知らせてはならないという命令が金融機関に出される場合（ほ
とんどの場合そうですが）、金融機関はその命令に従う義務があります。

ジェームス・リチャーズ（James Richards）は、著書「国境を越えた犯罪組織、ネット犯罪、
マネー・ローンダリング：法執行官、監査人、金融捜査管のためのハンドブック」（Transnational 
Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law 
Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators）の中で、政府によるマネー・ロー
ンダリングの捜査における4つの基礎的な段階について説明しています。以下は、CRC出版社により出
版された本からの抜粋です。

■第1段階—違法活動の特定：政府によるマネー・ローンダリングの捜査の多くは、麻薬取
引、ギャンブル、密輸等、捜査対象者違法活動に関する捜査から始まります。限られた前
提犯罪のリストが使われる国もあれば、すべての重要犯罪が、マネー・ローンダリングの
前提犯罪として扱われる国もあります。捜査官は、適切な規制の下で、当該違法活動がマ
ネー・ローンダリングや没収の起因となる前提犯罪であると確認しなければなりません。
多くの場合、マネー・ローンダリングや没収の規制は、洗浄行為を立証するのに、捜査対
象者が“違法活動”および前提犯罪の収益を使った取引に関与したことを示す必要がありま
す。また、国の法律によっては、麻薬密輸、詐欺、銀行業務違反、恐喝等、最低でも1つ
の前提犯罪から資金が派生したことを証明しなければなりません。
■第2段階—取引の特定と把握：第2段階は、“金を見せろ（麻薬販売代金の出所を明らかに

する）”の捜査段階にあたります。多くのマネー・ローンダリングの現地捜査が、麻薬関
連の逮捕や捜査から発生します。通常、末端のディーラーの逮捕が、麻薬取引のサプライ
ヤーの捜査につながります。捜査官は、捜査対象者の財務状況の確認と追跡を、以下のよ
うに行うべきです。

■捜査令状の執行中に押収された書類：両替の領収書、仲介業務の明細書（多くの場合、
ブローカーの返送用住所が記載された封筒しか保管されていませんが、こういった封筒
は、捜査対象者が保有している可能性のある口座の捜査を開始するのに十分です）、電
信送金、郵便為替の受領書、貸金庫の記録、自動車の記録、クレジット・カードの明細
書、カジノの会員カード、旅行代理店関連の書類（旅行代理店は、オープン・チケッ
トの購入およびその販売を認めることにより、マネー・ローンダリングの機会を与えま
す）を探します。

■法執行機関のデータベース：資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）の
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データベースを、すべての金融捜査の出発点とすべきです。
■商用データベース：信用調査所の報告書、法律または法廷訴訟事件一覧表は、起訴され

たまたは起訴した証人につながる場合があり、捜査対象者に関する豊富な情報が得られ
る可能性があります。

■公的記録：会社の記録、社会保障、破産裁判所の記録、離婚および遺言検認裁判所の申
請、不動産の公的記録が非常に有益な場合があります。

■許可証事務局：自動車の運転記録、結婚許可証、酒類販売許可証、公証人の記録も良い
結果をもたらす可能性があります。多くの場合、ピザ店、レッカー車会社、送金会社、そ
の他各種現金中心のビジネスを営む小さな店を介して、不正な資金が洗浄されます。ポ
ケットベルや携帯電話を扱う送金会社は、麻薬売人の“ワンストップ”ショップとして利用
される場合があり、注意が必要です。捜査対象者が小企業と関係を持っている場合、捜
査官は、帳簿レビューを検討する必要があります。帳簿レビューの目的は、合法な収益が
裏金と混ぜられているかを確認する、売上および収益比率を他の類似企業と比較する、お
よび、取引高を測定することです。これは、購入された商品と報告されている売上との整
合性に関するサプライヤーおよび卸売業者への確認、銀行の記録および預け入れパターン
の分析および預金と売上の比較による取引パターンの観察から行われます。

■第3段階—捜査対象者の財務分析：マネー・ローンダリング捜査の対象者が、“正業を営
んで暮らしている”ことを反映した消費性向を示しているかを判定するために利用する
ことができるツールがあります。このツールは、“非合法的な”資金源による収益かどう
かを判定するために、捜査対象者が“合法な”収益を超える資産を入手したかどうかを表
します。1つ目は、“純資産方式”と呼ばれ、米国の税務当局である内国歳入庁（Internal 
Revenue Service：IRS）が利用し、中でも、アル・カポーネ（Al Capone）という有
名なマフィアに対して適用したことが最も広く知られています。純資産方式は、一般的
に、捜査対象者が明確な資産を有する場合に使用され、消費性向が有形資産の取得お
よび処分を反映している場合に役立ちます。合衆国対ソレンティノ（United States v. 
Sorrentino）事件で、米国最高裁判所は純資産方式について次のように述べています。“合
理的な確実性をもって被告人の期首純資産を確定し、問題となっている各年の純資産の増
加に、各年の非控除出費を加え、明らかにされている非課税収入を除いた額が、申告され
ている課税所得を相当な金額で超過する場合、そして、政府が考えられうる資金源を示す
場合または非課税所得源泉をすべて否定する場合に、陪審員は超過純資産の増加が、申
告されていない課税所得を示すものと推論し、政府は、一応有利な事件とすることができ
る。”もし捜査対象者が、明確な消費性向を示す場合、捜査官は“資金源とその利用の分析”
を行う必要があります。これは、消費性向が一時的な性質を持つ場合に役立ちます。分析
の計算式は単純で、未確認の現金＝現金支出総額−現金収入総額で表されます。
■第4段階—資産の凍結と没収：多くのマネー・ローンダラー、特にマネー・ローンダリン

グのサイクルにおいて仲介者の役割を果たす者は、ある一定期間に資金を蓄積し、その期
間の終わりに資金を分散するため、押収を成功させるためにはタイミングが重要になりま
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す。巨額の引き出しの直後に、関連する資産没収の法律に基づいて、事業や銀行口座を差
し押えても意味がありません。

召喚令状、出廷命令書、または、政府からのその他の要請を受領する際、単に求められた記録や情
報を提出するだけでなく、それ以上のことを行う必要があります。召喚令状のデュー・ディリジェンス・
プログラムの構築と維持が必要になります。金融機関は、大陪審の召喚令状および政府機関によるそ
の他の情報提供の要請をすべて調査グループにレビューさせ、召喚令状および政府機関によるその他の
情報提供の要請が、銀行または他の会社にリスクをもたらすかを判断する必要があります。

通常、米国連邦大陪審の召喚令状は、どの違反行為が捜査の対象となっているのかを示すため、銀
行は要請対象が顧客なのか、あるいは、顧客の取引の受益者なのかを確認できます。また、金融機関
は自らの記録を通じて、どの従業者が対象口座や取引を取り扱っているか確認することができます。顧
客の口座は、捜査中の事項に関連する活動についてレビューする必要があります。

銀行が、疑わしい取引の届出が必要であると判断する場合、届出を行う前に、召喚令状に連絡先と
して記載されている政府の役人に連絡することをお奨めします。もし、事実や法律に基づく根拠があれ
ば、法執行によって要求されない限り、捜査中の顧客の口座を閉鎖することも可能です。その場合、法
執行官や検察官に対して、政府機関のレターヘッドで書面上の要請を出すように求めます。銀行検査
官は、通常、このような紙の証跡を確認することに関心があります。

書類提供を求められた場合、何を提出するべきか？

一般的に、法執行官による口頭での情報要求を受け入れるべきではありません。上司や責任者によ
る書面での依頼か、または、召喚令状、出廷命令書、裁判所の命令等、法的強制力を持つ形式によ
る依頼を求めます。

金融機関の口座記録に対する召喚令状、出廷命令書、裁判所の命令は、通常、文書化されており、
その内容は一般的なものです。要求された記録の詳細は、“ありとあらゆる記録”という表現で始まりま
すが、通常は、特定の人物や業務に関するものです。捜査官はその特定の人物や団体に関するすべて
の、もしくは、大部分の口座記録または取引記録を要求します。一般的に、法律顧問は、すべての召喚
令状、出廷命令書、裁判所の命令をレビューし、どの記録を提出すべきか助言を与えてくれます。

召喚令状、出廷命令書、裁判所の命令によって、1件の取引に関する記録、もしくは、1週間または
1カ月分の取引の記録が求められる場合があります。この場合、要請に従うのは比較的容易です。

口座または資産の凍結命令は、口座取引や資産移動を今後拒否するよう指示するものです。多くの
金融機関では、こうした命令を実施するために必要な手続きが定められています。口座には“フラグ”が
設定され、当該口座の入出金および小切手の引き受けは一切なされません。貸し金庫へのアクセスが
停止されると、その貸し金庫は物理的に“封印”され、アクセスが拒否されます。
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企業の刑事責任

会社が犯罪捜査下に置かれると、たとえ違法活動が1人または複数の従業者による特定の行為の結
果であっても、潜在的な刑事責任に直面します。

一部の国の刑法では、企業が、個人と同等のまたはそれ以上に厳しい刑罰を受ける場合がありま
す。通常、取締役、役員、従業者の違法行為に対して企業の責任も問われます。

FATFの40の勧告の第2の勧告には、“刑事責任、および、刑事責任が可能でない場合には民事ま
たは行政上の責任が法人に適用されるべきである。法人に関して並行して、刑事上、民事上または行
政上の手続きをとることが可能な国においては、これを妨げるべきではない。法人に対して効果的で適
切な、抑止力のある制裁措置を課すべきである。当該措置によって個人の刑事責任が排除されるべき
ではない。”と述べられています。

一部の法廷で展開される論理の下では、数人の従業者の“集合的な認識”を法人に帰属させる場合
があります。ある特定の人物による違法なギャンブルの運営の事実をある従業者が知っているか、もしく
は疑っており、その人物が当該金融機関の顧客であるということをもう１人の従業者が知っていただけで
あっても、政府は、このような“集合的な認識”は、ギャンブル収益における顧客の取引に当該金融機関
が関与したという有罪判決を下すのに十分であると主張する可能性があります。

調査の実施

政府の調査や捜査に応じて開始される内部調査の実施にあたり、会社の法律顧問は、ほぼすべての
ケースで、（a） 従業者との面談、（b）書類のレビュー、（c） クライアントへの事実の報告と法的な助言
の提供、（d）検察官への対応、を行う必要があります。

従業者との面談

従業者との面談の準備

内部調査で最も重要な点は従業者との
面談です。一般的に、法律顧問にとって
は、決定的に重要な意味を持つ従業者と
面談する前に、比較的重要度の低い従業
者との面談や書類のレビューを通じて事実
をよく理解しておくことが、有益です。関連
書類を参照することは、従業者に出来事を
思い出させる上で役立つと同時に法律顧問

政府の問い合わせや捜査に応じて開
始される内部調査の実施にあたっ

て、その会社の顧問弁護士は、ほぼすべ
てのケースで、…（a）…従業者との面談、（b）…
書類のレビュー、（c）…クライアントへの
事実の報告と法的な助言の提供、（d）…検
察官への対応、を行う必要があります。
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にとって、従業者が事実を話しているかどうか判断するのに役立ちます。
政府捜査の圧力を受けずに、会社が内部調査を行っている場合、会社は、調査をどのように行うべ

きかについて、自分自身で基本方針を決めることができます。法律顧問は、通常、ほとんど関係のない
従業者の面談から開始します。これらの従業者は、背景情報を提供してくれる可能性があり、より直接
的に犯罪に関わったかもしれない従業者の立件に役立つ可能性があります。

一方、政府の捜査による圧力がある場合、通常、法律顧問には前述のような選択がありません。多
くの場合、従業者の面談順序は、捜査の性質によって、また、政府の捜査官の行動によって決められ
ます。政府の捜査官は、特定の従業者に対する面談の実施や、特定の従業者に対して大陪審で審議
を実施する可能性があります。

政府が捜査を行っている場合、法律顧問は、事実に最も詳しい従業者に直接、かつ直ちに事実確
認を行う必要があるかもしれません。また、より関わりの少ない従業者、または二次的な情報しか持ち
合わせていない従業者と話すより前に、犯罪への関与を疑われている従業者の面談を実施しなければ
ならない場合があります。核心にいる従業者は、通常、関連する事実を提供する可能性が最も高いの
で、そのような状況においては、できるだけ多くのことを、できるだけ速く理解することが、法律顧問に
とって非常に重要になります。法律顧問は、また、召喚令状を受けた、もしくは命令を受けそうなすべ
ての従業者に対して迅速に面談を行う必要があります。法律顧問は、すでに政府の面談を受けた従業
者に直ちに面談を行い、政府捜査の方向性について情報を得るよう努める必要があります。この面談で
は、政府の面談を受けた他の従業者を知っているか、また、政府の面談を受けた際、政府がどの書類
に特に興味を示したかを確認します。

捜査に政府が関与するかしないかにかかわらず、ほとんどの従業者は、面談を受けることを快く感じ
ません。また、多くの従業者は不安を表します。彼ら自身や同僚が関与を疑われている場合はなおのこ
とです。協力的な従業者でさえ、自分が協力しているという事実を広く知られたくありません。したがっ
て、法律顧問は、面談を手配する前に、面談の実施場所および連絡方法を考慮することが大切です。
法律顧問は、この状況ですでに生じているプレッシャーを考慮に入れ、面談について同僚に知られる心
配はないということを保証することが必要でしょう。

企業および個人に適用される弁護士／依頼者間の秘匿特権

内部調査において、組織のために働く弁護士は、会社の代理人であり、必ずしも従業者の代理をす
るものではないことを、すべての関係者が認識していなければなりません。法律顧問は、この問題を理
解し、それを考慮に入れて内部調査を適宜行うべきです。多くの場合、取締役会が、弁護士／依頼者
間の秘匿特権の範囲を拡大し、すべての従業者まで対象とするのが得策です。そうすることで、従業者
の信頼を得て、調査中に起こりうる悪影響を最小限にすることが可能になります。

企業と従業者の利害が異なる、または対立する場合、もしくは従業者が雇用主の犯罪への関与を示
す場合、またその反対に雇用主が従業者の犯罪への関与を示す場合、重大な結果を招く可能性があり
ます。このような場合には、別々の法律顧問が必要かもしれません。それでも、弁護士／依頼者間の秘
匿特権や、共同防衛合意のもとで情報を共有することは、有益かつ適切である例が多く見受けられます。

調査は迅速かつ内密に行われるべきであり、経営幹部の全面的な協力が不可欠です。かつて雇われ
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ていた従業者、特に不満を持っている者については、適切な扱いが必要です。内部の弁護士は面談の
結果に利害関係がある可能性があるため、このような場合には、外部の弁護士が最も適切に面談を行
うことができるのかもしれません。内部監査人の代わりに、外部の弁護士は客観的に事実を明らかにす
ることができます。

面談の実施

面談は、できるかぎり議論にならないように行う方がよいでしょう。面談の冒頭では、背景に関する
質問や、自由に回答させる質問をし、書類についても、対立的にならない質問をします。議論になる可
能性がより高い質問や反対尋問が必要な場合には、後に回すべきです。法律顧問は、自身の個人的な
意見を面談の中で述べたり、従業者に対して仮説や一連の事実を示唆したりすることは、絶対にすべき
ではありません。従業者が、出来事を思い出すのを助けるためであろうと、また他のどのような理由であ
ろうと、そのような言動は避けるべきです。政府が捜査に関与している可能性がある場合には、（以下に
述べるような）司法妨害で罰せられる可能性を別にしても、従業者の意識にある示唆を植えつけること
により、法律顧問は、実際に起きたことを突きとめる手腕を損なう可能性があります。

書類

書類の収集および作成の重要性

金融捜査官の主な目的は、銀行、証券会社、マネー・サービス業者、カジノ等を通じた資金の
動きを追跡することにあります。「金融捜査：犯罪の検知と解決のための金融面からのアプローチ」
（Financial Investigations: A Financial Approach to Detecting and Resolving Crime）と題
された本の中で、米国財務省と内国歳入庁（Internal Revenue Service：IRS）は、金融犯罪の捜
査において、調査に値する数多くの領域についてまとめています。この本は米国の金融機関を扱ったも
のではありますが、基本的な原則と理論の多くは、世界中の金融機関に適用することができます。

金融機関は、業務上、資金の動きを取り込み、計算し、支払い、記録しているため、膨大な情報を
手元に持っています。これは、金融業界で働く者にとっては、誰の目にも明らかなことです。

銀行は、口座開設時に回収する署名カード、口座明細、預金伝票、小切手、引落し、入出金帳票
（Credit And Debit Memorandum）を保管しています。銀行はまた、貸付、銀行小切手、銀行
保証小切手、トラベラーズ・チェック、マネー・オーダー（Money Order）等の記録も保管していま
す。銀行は、多くのマネー・サービス業者と同様に、通貨の両替を行い、第三者小切手を換金し、電
信送金を行います。銀行はまた、貸金庫の提供も行い、クレジット・カードの発行も行います。

通常、銀行は顧客の口座の記録を5年間保管するよう求められています。この規制は国によって異な
ることもありますが、金融機関のコンプライアンス担当者が、これらの法的要件を認識していることが重
要です。口座の記録と、口座以外の他の取引の記録は、その一部が捜査中に要求または押収されるこ
ともあります。これらは、マネー・ローンダリングの疑いを追跡するための鍵となります。

あらゆるマネー・ローンダリングの捜査において、疑わしい取引のあった時期とその前後数カ月のもの
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を対象に、これらの書類は徹底的に調査する必要があります。
米国の財務省とIRSの前述の本によると、マネー・ローンダリングの疑いを捜査するにあたって、金

融機関は次のようなパターンを考慮する必要があります。
■既知の収入源と比べて、毎月の残高が不自然に高い。
■合法的な収入源に起因しない、不自然に高額な預金、端数のない金額の預金、同じ金額で

繰返される預金。
■報告基準未満の、複数回の預け入れ。
■預け入れのタイミング。違法な支払の日付が判明している場合は特に重要となる。
■不自然に大きな額で振り出された小切手（容疑者の既知の取引に関して）。
■口座に動きがないこと。これは、現金で取引をしている、または、明らかになっていない

別の銀行口座があることを示している可能性がある。
（レッド・フラッグの完全なリストについては、AMLプログラムのセクションも参照）

書類のレビュー中に、犯罪行為の解明に役立つ情報を発見するケースはよくあります。重要な情報
は、社内のメモ、取引の書類、カレンダー、電子メール、財務記録、旅行の記録、電話の通話記
録、署名カード、預金伝票、小切手、引落し、入出金帳票（Credit And Debit Memorandum）、
貸付の記録等、さまざまな種類の書類において発見される可能性があります。

捜査対象になっている活動に関する最良の記録が書類から得られることがよくあります。書類によっ
て、動機と意図が立証されることも多く、また、ホワイトカラー犯罪の立件においては、容疑者の意
図を判断する上で書類が大きな役割を果たすことがあります（意図とは、あることを行う決定または決
意、もしくは、何かを行う際の精神状態を言います）。

検察官らは、“意図”を判断することに非常に関心を持っています。また、その会社の意図についての
検察官らの決定は、会社が刑事責任を負うか否かの決定の決め手となる場合があります。政府はこのこ
とを十分に認識しており、その結果、書類の召喚令状は、しばしば、広範で包括的なものになります。
関連書類の収集と整理が十分に準備されていないと、あらゆるトラブルの元となる可能性があります。
単に法律顧問が事実を十分に理解できないという問題から、秘匿特権の対象となる書類の作成に不注
意があったことに起因する、弁護士／依頼者間の秘匿特権の放棄という様々な問題が発生する可能性
があります。さらに、仮に政府が、書類が隠された、破棄された、または改ざんされたと結論づけたと
すると、司法妨害の重い責任を負わされることになります。

以上のような理由から、書類レビューの開始前であっても、法律顧問は、潜在的で取り返しのつか
ないダメージを会社が負わずに済むように行動するべきです。第一に、法律顧問は、関連書類が改ざ
ん、紛失、破損していないことを確実にすべきです。さらに、社内でそれを知るべきすべての人に、書
類が移動、改ざん、破棄されてはならないということを周知すべきです。法律顧問からすべての関係従
業者へメモを送ることで、これを行うことができます。もしも、このようなメモを送ったために、特定の従
業者が書類を改ざんしたり破棄したりする恐れがあるのであれば、このような状況では後述のように、ま
た別の処置が必要です。

また、会社の書類破棄のポリシーがある場合、法律顧問は直ちに書類破棄のポリシーに重点的に取
り組み、書類が検査中に破棄されることがないようにすべきです。政府の捜査に関連のある書類が、検
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査の前に破棄されていても、それが合法的なポリシーに従った処理であれば、深刻な問題ではありませ
ん。しかし、会社が検査のことを知らされた後に書類が破棄された場合は、たとえ召喚令状が未受領
であっても、理由を問わず（合法的なポリシーに沿ったものであっても）深刻な問題となります。

立腹し、しかも懐疑的になっている検察官に対して、検査開始後に1年分の書類を破棄したのは、弁
護士の依頼人が司法妨害をするつもりでやったことではないと説得することは、弁護士にとって容易なこ
とではないでしょう。たとえ検察官が報復措置をとらなかったとしても、上記の書類破棄は、検査開始
時点で（検査をする側とされる側の）関係をこじらせてしまい、それを克服するのは難しいでしょう。さ
らに皮肉なことに、破棄された書類は会社にとって有益なものであった可能性もあります。

書類の発見とレビュー

法律顧問は、会社のために書類回収を担当する、会社のファイルに詳しい従業者を特定することか
ら始めます。法律顧問は、その人物を監督する必要があります。その従業者とその上司に、この職務の
重要性を明確にしておかなければなりません。可能であれば、書類が複数の場所で作成される場合で
あっても、1人の弁護士がすべての書類作成を監督するべきです。

別の人が保有している同一文書のコピーを含む、すべての書類の保管場所を特定するためのシステム
を整備する必要があります。コピーを受け取った従業者が、そのコピーに手書きのメモを記入している
可能性があるため、このようなシステムは重要です。多くの書類は、恐らく経営陣が期待する方法や場
所で保管されていません。会社には、中央で管理するファイル、各部署のファイル、さらには個人のファ
イルというものも存在するかもしれませんが、経営陣が、書類の保管場所をすべて把握していることは稀
です。法律顧問は、それぞれの書類が実際はどこにあったのか、どこを探したのかについて、詳細な記
録を残すよう主張する必要があります。

犯罪への関与が疑われる者のファイルは調査する必要があり、カレンダー、通信文、電話の通話記
録、経費の報告書、電話のメモ等も含め、ある特定の事件に関連のあるすべての書類を調べる必要が
あります。従業者がファイルを隠したり破棄したりする恐れのある場合には、法律顧問は、最初にその
従業者に対して書類の要求を行うのではなく、また、その従業者に気付かれないような書類の入手方法
を考えます。

書類の整理

法律顧問は、書類の原本を完全に保管しなければなりません。一方、業務への支障を最小限に抑え
る必要があります。法律顧問は、書類の保管のための適切なシステムを確実に整備し、書類の整理、
管理、番号の付与、安全な保管、コピー等を行い、また、政府への（または民事訴訟の相手方へ
の）提出の準備をしなければなりません。書類は、必要なときに見つけられるように、見出しをつけてリ
ストにします。見出しには、それぞれの書類がどこで入手されたか、誰が作成したかを記述します。典
型的な方法としては、事件の規模と書類の数、予算の割り当てによって、書類は手作業で整理してコン
ピューター上で見出しを作るか、もしくは、すべてのテキストをイメージ・スキャナで読み込むか、いず
れかの方法を選ぶことができます。どちらの方法を選んでも、弁護士は、必要な書類がすぐに見つけら
れる状態を整える必要があります。
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書類を集めたら、秘匿特権に関する詳細なログを作成します。また、不注意によって開示されること
を防ぐため、秘匿特権に関連する書類は、他の書類と別に保管する必要があります。秘匿特権に関連
する書類のリストには、特定の書類に関する事実が書かれ、それによって、書類の開示請求に関連す
る、弁護士と依頼人との間の守秘義務を行使することができるでしょう。また、会社にとって不利に作
用する可能性のある“悪い”書類のリストは、一か所に集めておくべきです。こうすれば、法律顧問が、
ある事件での潜在的な問題を評価するのに役立ちます。

調査報告

多くの弁護士にとって、包括的な内部調査の論理的な結論は、報告書の作成によって示されます。
文書による報告書は、事実を詳細に伝え、法的な助言を提供し、捜査を裏付ける証拠となります。報
告書は、捜査前および捜査後の討議においても、会社が政府とのやりとりをする際にも役立ちます。文
書化されたものの方が、複雑な報告内容を容易に理解することができ、何度も見直すことができます。
また、口頭での発表に出席できなかった人も見ることができます。

しかしながら、報告は書面によるべきであると、自動的に結論付けるべきではありません。書面の報
告は、もしそれを政府や民事訴訟の当事者が入手した場合、壊滅的な結果を招くことがあります。報告
には、“犯罪者”にとってダメージとなるような証拠や関連記述が含まれている可能性があるため、（この
セクションで後述するように）彼らがそれをもって名誉棄損で訴えるという事態を招くかもしれません。

反対に、口頭での報告は、包括的ではありませんが、明らかな利点がいくつかあります。報告は法
律顧問のメモに基づいて行われ、事実だけでなく、弁護士の意見や考え、法的な助言も交えたものに
なります。弁護士業務成果物としての報告書は第三者への開示から事実上守られており、弁護士／依
頼者間の秘匿特権に加えて、他にも強力な免責特権があります。

書面または口頭のどちらで調査報告を行うかを決める際、法律顧問は以下のような事項を考慮する
必要があります。

■政府機関に対する報告の開示義務の有無
■報告が民事訴訟の当事者または犯罪捜査官によって入手される可能性
■報告書内に記載された会社の有責性
■取締役会が指示した取組みを文書化するために、あるいは、受託者の義務遂行の証拠とし

て、報告を書面にすることの必要性

書面による報告の配布

報告書を開示から守るために、多くの時間と努力が費やされています。法律顧問は、報告を受け取
るべきでない人物に渡すことで、弁護士／依頼者間の秘匿特権を不用意に犯すことがないよう、その重
要性を経営幹部に対して強調する必要があります。報告書のすべてのページに、機密文書であること、
弁護士／依頼者間の秘匿特権と弁護士業務成果物の原則の対象であることについて、注記を付けてお
く必要があります。

報告書のコピーには番号を付与し、また、コピーを渡すべき人物のリストを管理する必要がありま
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す。一定の時間が経過したら、すべてのコピーを回収します。報告書を受け取る人々には、メモ等を
書き込まないよう指示します。すべてのコピーは、最高レベルの保護を維持するために、会社の通常の
ファイルとは分けて保管すべきです。

口頭での報告

一般的に、口頭での報告は、書面での報告に比べて、かなり詳細を欠くものです。しかし、だから
といって、口頭の報告は、書面での報告よりも幅広い参加者に聞かせるべきだということにはなりませ
ん。取締役会の議事録に、報告は取締役会に向けたものであることを注記し、取締役会の他に報告を
聴いた人物がいる場合は、その名前を議事録内に明記しておく必要があります。議事録にはさらに、報
告が法律顧問／依頼者間の秘匿特権の対象となる情報であること、および、法的な助言はこの報告に
関連して会社に対して行ったものであることを記載すべきです。

報告を発端とする訴訟から会社を守る

包括的な報告書において、法律顧問は通常、不正行為に対して責任を持つ従業者を特定し、彼ら
の不正行為について詳しく述べます。本質的に、報告書では、特定の従業者の名前を挙げ、その人物
が犯罪行為を行ったこと、または不正を働いたことを示します。会社は、不正や犯罪行為の真相を究
明することに関心がありますが、当の従業者は、自分の評判に傷がついたと思い、会社または報告を書
いた弁護士を訴えようと決意するかもしれません。精神的苦痛および名誉棄損による訴訟というのは、
このような事例の訴訟では最もよく見られる原因です。

名誉棄損は、第三者に対して公表された、名誉を害する虚偽の発言や文書と定義されます。した
がって、名誉棄損で訴えられた場合の抗弁のひとつは、その発言や文書の内容が事実であるということ
です。報告の中で個人に法的責任があると述べる場合、それが完全に正確なものであるよう、法律顧
問は特に注意を払わなければなりません。証拠に矛盾する点がある場合、法律顧問は、弁護士として
の信頼を事実に対するどちらかの見解に賭けるよりも、証拠に矛盾があるということを、ありのまま述べ
るべきです。このことは、法律顧問が会社に対して提言を行うことを、妨げるものではありません。

このような訴訟からより適切に身を守るためには、必須対象以外に報告書を配布すべきではありませ
ん。意見の陳述は法律で保護されますが、事実の陳述は法律で保護されないため、法律顧問の、不
正行為に関する陳述は意見であり、事実を述べるものではないことを強調しておく必要があります。

調査資料の開示からの保護

会社は、調査報告書の機密が保持されるよう、また、政府が強制的に報告書を開示させることがな
いよう、尽力する必要があります。これは、戦略的な理由から、報告書の一部または全部の開示を会
社が自発的に最終決定することができない可能性がある、という意味ではありません。報告書の開示
は、可能な限り常に、会社が自由に選択するオプションのひとつであるべきです。

上記の目的を達成するために、内部調査を行う際、法律顧問は、弁護士／依頼者間の秘匿特権と
弁護士業務成果物の原則を順守すべく、特定の手順を踏む必要があります。

■法律顧問は、調査の実施について会社の正式な承認を求めるべきです。可能であれば、承
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認は取締役会か監査委員会から受けます。
■取締役会の決議とエンゲージメント・レターには、危急の訴訟または少なくとも予測され

る訴訟のために、あるいは、政府の捜査や会社に直接影響を及ぼす問合せに対応するため
に、この調査を実施することを明確に記述する必要があります。また、法律顧問が合理的
に予想するすべての民事および刑事訴訟、政府の捜査に関して明らかになっている詳細
を、可能な限り詳しく記述します。

■外部の弁護士が雇われている場合、正式な承認で使われる用語に沿って顧問契約を書面で
作成する必要があります。この契約書の内容は、機密性の保持、弁護士／依頼者間の秘匿
特権、弁護士業務成果物の原則の順守にフォーカスします。

■調査は弁護士が指揮し、コンサルタントや会計士を含むすべての調査担当者を、会社では
なく弁護士が雇います。また、調査担当者の報告先は弁護士とします。

■経営幹部は、全従業者に、調査を行う法律顧問に協力するように指示すべきです。また、
従業者の職務の範囲内である事柄について、極秘扱いで答えるよう指示すべきです。

■調査の過程で作成されたすべての書類には、“免責特権対象かつ機密：弁護士／依頼者間
の秘匿特権および／または弁護士業務成果物の原則”と記載したスタンプを書類作成と同
時に押す必要があります。これによって、機密扱いの書類であることを示します。

■調査の過程で作成された文書ファイルは、他の記録とは別に管理するべきです。また、こ
れらのファイルへのアクセスは、法律顧問と、調査に関して法律顧問とともに作業をして
いる社内の人物に限定するべきです。

■面談は非公式に実施し、法律顧問かその代理の者だけがメモを取ります。弁護士は、証人
の発言が、一語一語そのまま記録されることがないよう、また、証人の面談のメモと報告
のすべてが、弁護士の印象、結論、法的な理論、その他の意見を含んだものとなるよう注
意すべきです。面談は録音すべきではありません。一語一語、または実質的に逐語的な記
録が残された場合、調査中に作成された弁護士のメモが、法廷での証拠として採用される
か、召喚令状を受ける可能性があります。

■法律顧問によって作成されたすべての報告書は、調査または監査に対する会社の当初の要求
および承認、機密に関する要求について言及する必要があります。会社の経営陣に対して法
的な助言を行うために、法律顧問が報告書を作成した旨を当該報告書に記述します。報告書
全体を通して、法的な助言と分析が含まれていなければなりません。報告書は、潜在的な訴
訟リスクについて特に言及し、また、法律顧問の思考過程が分かるように記述します。

検察官への対応

突き詰めると、法律顧問の根本的な仕事は、会社が訴えられないようにすることです。調査におい
て、法律顧問は可能な限り早く検察官に連絡するべきです。法律顧問は、自身が会社の代理人の役割
を担っていることを検察官に話し、召喚令状の業務を会社の代理で行う旨を申し出ます。また、法律顧
問は、自身が会社の従業者の代理人も兼ねているかどうかにかかわらず、従業者に対する召喚令状や
法的要求に対する業務も支援する旨を申し出ます。これらの領域での協力は、捜査官が会社の従業者
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に直接コンタクトすることを制限する一方、検察官と仕事を行う上で良好な関係を構築することにつなが
ります。基本的なルールは、すべてにおいて通用するということです。捜査が実施されている間の行動
は、捜査対象よりも重要になることが多い、という鉄則はすべてにおいて浸透しています。

捜査の早い段階で、会社が捜査対象なのか容疑者なのかを、検察官から確認することは極めて重要
です。捜査はまだ初期段階に過ぎない可能性があるため、ネガティブ・アンサーは必ずしも朗報とは限
りません。ポジティブ・アンサーの場合、会社がこの件をどのように進めるかを決める上で役立つかもし
れません。会社が捜査の対象である場合、自発的な協力の妥当性は大幅に制限される可能性がありま
す。一方、会社が捜査の対象であるという通知を受ける場合でも、検察官が入手できる事実や証拠に
よっては、検察官に協力することが最も適切な選択になるかもしれません。協力することが会社にとって
最大利益であるか否かを判断するための単純な計算式はありません。最終的には、捜査ごとの事実に
基づいて判断します。

通常、内部調査の初期の段階で、詳細については不十分かもしれませんが、何らかの不正が行われ
ていたのかを知ることは可能です。会社と法律顧問は、なるべく早く、最良のシナリオ、最悪のシナリオ
の両方を考え、何が会社にとって受け入れることができるもので、何が受け入れることができないものか
を判断する必要があります。軽微な犯罪行為を超える、何らかの犯罪行為が発生していて、さらに、会
社がコンプライアンス・プログラムを整備していないと仮定すると、政府は、会社が有罪であるとして、
何らかの処罰を検討するでしょう。その処罰がどのようなものになるかは、当然、事件の中で最も重要
な問題のひとつとなります。

会社の経営幹部の立場からすると、刑務所への収監は典型的な最悪の処罰です。会社の立場からす
ると、起こり得る最悪の事態は、廃業に追い込まれることです。

実例
　　マネー・ローンダリング対策に関する米国の政策の厳しさを銀行関係者が再認識するに

は、“死刑”の法律を考えてみる必要があります。その法律によって、金融機関が国内か外国
のものかを問わず、銀行の設立許可、免許、預金保険が取り消される可能性があります。
1992年に議会がこの法律を可決した後、比喩的な意味での絞首台は、しばらく使われる
ことはありませんでした。この法律が制定されてから、マネー・ローンダリングで有罪に
なった唯一の銀行が、バンク・ルイ・ルクセンブルグ（Banque Leu of Luxembourg ）で
す。同行はマネー・ローンダリングが発生した後、クレディ・スイス（Credit Suisse）に
売却されましたが、売却は米国政府によってローンダリングが明るみに出る以前のことでし
た。結果として、クレディ・スイスは、“善意の買収者”として扱われ、廃業の処罰が実施さ
れることはありませんでした。しかし、90年代の後半に、オペレーション・カサブランカ
（1995年から1998年にかけて行われたICEの捜査）においてマネー・ローンダリングに関
与したとされた、メキシコの2つの銀行が、この条項が適用された最初の例となりました。

法律顧問は、検察官と良好な関係を保つべく、あらゆる努力をすべきです。弁護士が、検察官から
みて、正直で信頼できると思われることが重要です。弁護士が検察官と良い関係を築くことに成功すれ
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ば、非公式ベースでも、弁護士は十分な情報を得ることができるかもしれませんし、さらに、捜査の方
向性について、会社がより明確なイメージを得るのに役立つかもしれません。少なくとも、検察官との
仕事上の良い関係は、並行して法律顧問が行う内部調査を効果的に実施することに役立ち、またそれ
によって、会社が捜査の問い合わせに、より効果的に答えることができます。

法律顧問は、検察官の視点で事実を把握するように努めることが重要です。これにはいくつかの理
由があります。第一に、検察官は事実のうちの一部については間違った理解をしている可能性があり、
刑事責任を負わせるかどうかについての最終決定に、重大な影響を及ぼします。第二に、法律顧問が
気づいていない事実について、検察官がよく知っていることもあります。その場合、もしそれが解決でき
なければ、これは弁護士にとってはあってはならない事態になります。法律顧問が正確な事実を知らず
に、検察官と議論した場合、検察官の法律顧問に対する信頼は、すぐに失われてしまいます。さらに、
法律顧問が認識していない重要な事実を政府が知っているということが判明するのは最も厄介な事態で
あり、捜査の全体像に関する予測が狂ってしまいます。

法律顧問の仕事は、政府が調査している事件および見解について知ることに加えて、検察官に、彼
らが法廷で勝つことができないかもしれないと納得させることです。捜査のために政府のリソースがかな
り使用されている場合は特に、敗訴は検察官が最も恐れる事態であり、法律顧問はこれについては巧
妙に立ち回る必要があります。法律顧問は、起訴された場合には、会社が強力な抗弁を行えるという
ことを明らかにしておかなければなりません。法律顧問は、犯罪が行われたかどうかだけでなく、検察
官が裁判で勝てるかどうかも判断する必要があり、検察官が会社を起訴しないように説得するにあたっ
て、両面で働きかけるべきです。

会社は、起訴を避けるために、政府に対してプレゼンテーションを行う必要があるかもしれません。
一般的なルールとして、プレゼンテーションが効果的なのは、検察官が事件について話や情報を受け
入れられる状態にあると法律顧問が確信を持てる場合のみです。検察官が特に何を問題にしているのか
を法律顧問が知ることができ、そして、プレゼンテーションで一般的な話をするのではなく、それらの問
題点について集中的に取り上げることができれば有益です。第一に、検察官の関心事だけを取り上げ
れば、会社としてはそれらに集中して、より説得力のある話ができます。もしも、会社の法律顧問が、
検察官の関心事に対して適切に回答できれば、証拠を揃えることがかなり重い負担となるため、検察官
は刑事事件として処理を押し進める意思が弱まります。また、弁護士がすでに発見している潜在的な問
題や違法な行為のうち、政府がまだ気付いていないものがあるかもしれません。一般的なテーマでプレ
ゼンテーションをしてしまうと、それは法律顧問が発見済みのすべての事項を網羅するものになり、会社
に悪影響を与える可能性のある新情報を、政府に不用意に与えてしまう恐れがあります。

検察官と会う前に、法律顧問は、その行動が問題になっている従業者の行動について、結論に達し
ている必要があります。もし、法律顧問の結論が、犯罪行為はなかった、または技術的な面で法律違
反のみである、または法律違反があったけれども意図的なものではなかった、のいずれかであれば、会
社は、会社を守るために従業者を犠牲にするのではなく、彼らを支援することを決断する必要があるか
もしれません。問題になっている従業者の行動が、上記のようなもの以外の場合、法律顧問は、その
従業者を保護せず、彼らにのみ責任があると主張することによって、会社の刑事責任に対して防衛する
ことを決定する必要があるかもしれません。戦略については、そのリスクを理解している、会社のしかる
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べき役員と話し合って決定する必要があります。
会社を起訴するかどうかを考える際、以下のような事項を含め、検察官は多くの要素を考慮に入れま

す。
■会社に犯罪歴があるか。
■会社は捜査に協力したか。
■処罰の代わりとなるような民事上の救済措置があるか。
■その犯罪行為が、他者を犠牲にする利益のために行われたものであったか。
■他者による犯罪を防止する必要があるか、あるいは、起訴により他者の犯罪抑止効果があ

るか。
正式なコンプライアンス・プログラムでなくても、会社が、このような行為を防止するためのプログラ

ムを設けていることを示すことができれば、検察官との話し合いがうまくいく可能性が高まります。会社
が、有効なAMLコンプライアンス・プログラムを整備している場合、その事実を伝える必要があること
は明白です。プログラムが整備されていることにより、検察官は、会社を不起訴にする、あるいは、刑
事起訴の代わりに、罰金とコンプライアンス・プログラムの強化を伴う民事処分にする、という考えに至
る可能性があるためです。

ただし、最終的には、事件が単純ではない、または悪質なものである場合は、通常、問題の行動が
行われたときの会社の意図を検察官がどのように考えているかによって、起訴または不起訴が決まりま
す。違法な利益を得る意図、または、政府に損害を与える意図がなかった場合、もしくは、規制が複
雑で誤った解釈に陥りやすいという点を示すことができる場合、法律顧問は強硬な主張を述べることが
できます。多くの社内調査において、わずか数名の従業者の行動が、会社が何らかの違法行為を行っ
たかどうかを決定付ける可能性があります。そのような場合、法律顧問は、起訴をしないという訴追
裁量判断にもっていけるように、うまく主張することができます。そして、検察官との良好な関係の保持
は、このような主張が成功する可能性を高めます。

それでも、最終的には、事件をどう扱うべきかについての検察官の決定に影響を及ぼすために、法
律顧問ができることには限度があります。会社にとっては苛立たしいことかもしれませんが、起訴の決定
が遅れることは、多くの場合、また、会社が決定遅延の時間を抗弁の準備に充てる場合は会社にとっ
て特に有利に働きます。

この章では、ここまで政府による犯罪捜査が進行中であるという仮定に基づいて説明を行ってきまし
た。一方、政府による捜査が行われていないときでも、会社が自ら発見した法律違反の証拠を自発的
に政府に知らせるべきか、会社が法律顧問に助言を求めることもあります。

内部調査の発見事項を検察官や規制当局に自発的に開示するかどうかは、取り消すことのできない
結果を伴う難しい問題であり、疑わしい取引の届出義務とは別のものです。内部調査の結果を開示す
ることで、会社は、自社の望むようにその問題を政府に対して示すことができます。検察官は、“早く提
出されたものほど良い結果になる”とよく言いますが、これは、最も早く報告してきた個人や企業が、最
も有利な扱いを受けることが多いという意味です。自発的な開示によって、政府が不起訴を決定するか
もしれません。マネー・ローンダリングで起訴された場合、早い段階で情報を開示したことにより、より
寛大な判決がもたらされる可能性があります。



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

186

実例
　　赤道ギニアにおける口座捜査の初期段階で、リグズ銀行の調査部門は、捜査当局の担当者

や、議会が派遣した捜査官らに対し、内部関係者の不正に関する指摘を含む、同部門の発見
事項を説明することを慣行にしていました。それは銀行の決定事項の中で最良のものの1つ
でした。これにより、銀行の問題対応の意思について懐疑的だった当局担当者らは、銀行が
正しい行動を行うよう尽力していると考えるようになりました。また、銀行の経営幹部は、
銀行秘密法の遵守、監督、統治の責任を負う取締役会と、調査結果を共有していました。規
制当局は、調査担当グループから取締役会への発見事項の報告方法や報告頻度に常に関心を
持っていました。

起訴

マネー・ローンダリング捜査が犯罪の公式な告発である起訴につながり、裁判が行われる場合、捜
査令状、召喚状やその他の法廷の命令を通して得られた情報は、証拠として使用されます。そのため、
証拠の出所は公にされます。通常、従業者個人の名前は表に出ませんが、彼らが事件の決定的な部
分を占めている場合は別です。

疑わしい取引の届出（Suspicious Activity Report：SAR）の提出等の理由で、ある従業者の行
動が事件において重要なものになった場合、マネー・ローンダリング対策コンプライアンス担当者かマ
ネー・ローンダリング報告担当者が、よく情報源として扱われます。事件によっては、疑わしい取引を最
初に認識した人間は、証言を求められることもあります。多くの刑事事件では、裁判でSARについて議
論する必要はありません。オーストラリア等、一部の国では、法的手続きにおいてSARが証拠として採
用されなくなった国もあります。

政府による捜査

政府の捜査官は捜査対象を特定し、捜査対象が違法な行為から得た収益を国内で使うために洗浄
しようと企む国内の犯罪者なのか、もしくは、海外に資金を移動する必要のある外国人なのか、なぜそ
れが重要なのかといった、枠組みを説明しなければなりません。最初のシナリオでは、資金を追跡する
につれ、より高いレベルの犯罪者に近づけます。2番目のシナリオでは、資金を追跡するにつれ、捜査
が主要な捜査対象者から遠ざかります。

前述のとおり、どの金融捜査でも記録は重要です。どのような情報があり、どこで入手できるのか。
銀行の口座情報、クレジット・カードの領収書、抵当や譲渡証書、その他の記録は、出来事について
紙の証拠を示すのに役立ちます。

以下に追加手順を挙げます。
1.自社が疑わしい取引の届出を提出すべきかを決定します。過去に当該取引や活動に関する報
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告を提出していた場合、それが政府に対し十分で満足できるものであったかを判断します。
以前、疑わしい取引の届出を提出していない場合は、なぜ届け出なかったのかを明らかにし
ます。
■金融機関の手続きやシステムの欠如のためか。
■不注意や間違いのためか。
■疑わしい取引の届出の義務違反について、政府が追及する根拠、または、金融機関側に、

“意図的な無関心（Willful Blindness）”があったと主張する根拠があるか。
2.顧客の口座の差押さえ／没収を顧客に通知する時期や方法を決定します。まず、このような

通知を禁止する裁判所命令や政府命令の有無を確認します。それから、可能であれば顧客
に、自身の利益を代弁する（会社と利害関係のない）独立した弁護士を雇うよう助言します。

3. 顧客口座の差押さえ／没収に照らし合わせ、顧客と金融機関の将来の関係について考えま
す。その際、以下の質問を考慮に入れます。
■口座閉鎖に際し、および／または、顧客との関係終了に際し、事実および法的根拠がある

か。
■既存の与信残高に対し、債務不履行およびその返済を要求するに際し、事実および法的根

拠があるか。
■金融機関が管理している顧客の全口座や財産を用いた、当該顧客の未払い債務の相殺に際

し、事実および法的根拠があるか。
以下の事例は米国内国歳入庁（Internal Revenue Service：IRS）から出版された「金融捜査：

犯罪の検知と解決のための法廷会計の手引き」（Financial Investigations: A Forensic Accounting 
Approach to Detecting and Resolving Crimes）からの抜粋です。企業を経由する資金の移動が、
仕訳や元帳に関する会計原則の理解を通じて、どのように分析されるのかを示しています。

例
　　情報は、ロバート・オーウェン（Robert Owen）が、彼の真の事業であるマネー・ロー

ンダリングを隠すために、保険事業を始めたことを示しています。事前調査の結果によ
ると、オーウェンの財源は限られており、保険業界での経験もありませんでした。また、
オーウェンは企業の運営や所有の経験がなく、簿記や会計のトレーニングを受けたことも
なかったことが、調査によって明らかになりました。実際に問いただしても、そのことにつ
いて話すのを拒むだけでした。オーウェンは、“ここにすべて明白に記録されている”と述
べ、事業の仕訳帳と総勘定元帳を捜査官に示しました。各取引に関係する元の伝票をすべ
て調べ、この観点から疑わしい取引を見つけるのは、あまりにも時間と労力がかかります。

　　捜査官が必要とするのは、金融取引について文書で記録された、“取引のロード・マッ
プ”として使用できるオーウェンの事業の仕訳帳です。他の金融機関も、同様の仕訳帳や
元帳を保存しておくべきです。仕訳は、内部および外部の捜査官が質問すべき範囲を狭め
る情報を提供します。疑問が残る場合、捜査官は元帳を参考にすることができます。元帳
の分析により、捜査官は、会計期間中の特定の各口座に関する取引の詳細を、ドル単位で
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究明ことができます。それでも、特定の活動が疑わしく、疑問がまだ残る場合、今度は、
元の伝票を確認することができます。仕訳帳や元帳の記入に関する会計原則の理解を通じ
て、当該企業への資金の流入および経由といった資金移動に関する捜査の分析が行われ、
場合によっては取引に関連する元の伝票の調査が行われます。

一般的に、自国のFIUを通して、政府の捜査官は幅広いデータにアクセスすることができます。捜査
対象者に関する疑わしい取引の届出だけではなく、明らかになっている関連人物、家族、（交際相手、
その他）“親交が深かった人物”についての報告も手に入ります。

インターネット上で入手できる資料の量を考慮すると、検索についての計画は非常に重要です。キー
ワード、個人や会社についての知識、目標を記録し、使用するサーチ・エンジン、データベース、地理
的要素（国、州、行政区等）、住所氏名録、検索ツール等を特定することで、検索が成功する可能性
が高まります。捜査官が利用できるサイトには次のようなものがあります。

■政府のデータベース（土地、賭博、法律、知的財産や、不動産や金融業界を含む、ありと
あらゆる種類のデータベース）

■商用サイト：商工名鑑、信用情報
■公共サイト：電話帳、E-mail 帳、協会名鑑、MLS リスト、新聞
■インターネットを使用するためには、捜査官は検索ツールやデータベースの機能を詳しく

知っておく必要があります。
捜査官は、数多くの各種サーチ・エンジンを使用するメタ検索から始め、その後、異なる機能を持

つ特定のサーチ・エンジンを使用します。メタ検索から、キーワードを使用してパラメータを狭めていく
ことも可能です。これにより、捜査官は、個人の癖、教育、興味、そしてインターネットへのアクセスを
特定し、捜査の手掛かりに集中できます。個人のそうした情報がウェブ上にない場合、その理由を問う
必要があります。今日、事業に携わる者であれば、ウェブ上に情報がある可能性が高いためです（イン
ターネット上の検索に関するセクションを参照してください）。

国境を越えた捜査では、海外にどのような財務記録があるかを考慮します（以下を参照）。
捜査の過程は、困難なものです。犯罪行為についての“認識”を文書化することは1つの重要な要素

です。実際に知っていたのか、それとも、“意図的な無関心（Willful Blindness）”であったのかを記
述します。“意図的な無関心”とは、“事実を知ることを意図的に避けること”と定義され、法的に実際に
知っていた場合と同等の扱いを受けます。“意図的な無関心”は、取引を取り巻く状況や容疑者の行い
によって、証明されることもあります。

通常、法的措置は捜査、逮捕、押収令状に関する宣誓供述書に基づいています。宣誓供述書の作
成には注意が必要です。封印されなくても、宣誓供述書は公的な記録であり、封印されてもいずれ開
封されます。また、供述書を、強力な異議に耐えうる正確で簡潔な文書にするため、こうした事件での
経験が豊富な人物が宣誓供述書を精査する必要があります。

これで裁判への準備が整ったことになります。捜査官は、疑われる違法行為に関するすべての要素を
立証するために必要な証拠を提出します。それぞれの証人に関するすべての証拠を含む、証人のファイ
ルを準備します。証人を海外から連れてくる場合、特に昨今は、査証の取得を要すると同時に査証の
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取得に時間がかかる可能性があるため、計画的に進める必要があります。
弁護を想定して、各弁護への反論をあらかじめ考え、すべての答弁に対応しておきます。鑑定人を活

用すべきです。鑑定人は、陪審員にマネー・ローンダリングのメカニズムを示してくれます。鑑定人は、
なぜ特定の報告が必要で、何の目的に使用され、なぜ重要なのかを説明することができます。また、
専門家は、裁判の最後に、証拠を要約する証言を行うこともできます。

マネー・ローンダリングの事件では、鑑定人が、自らの専門分野から導き出された情報に加え、関
連する問題や事実に関わる知識に基づき、意見を述べることが特に重要です。

可能であれば、重要な問題や取引に関するプロフェッショナルな経験と知識を持つ専門家を選ぶべき
です。

当然、弁護側も鑑定人を活用することができます。弁護側の、鑑定人の証言を陪審員の前で行う能
力、および、その証言の排除に対抗する能力は、以下によって強化されます。

■事件に関連する特定のマネー・ローンダリングの問題点を突き止め、十分な知識、スキ
ル、トレーニング、もしくは経験を持ち、これらの分野の専門家として適任である弁護の
専門家を選びます。

■弁護の専門家に事件の事実に関する情報を与え、裁判で重要な位置につかせます。弁護の
専門家は、主要な証人のインタビューを読み、重要な資料をレビューすることにより、適
切な知識を深めます。

■専門家の証言で政府の理論に異議を申し立てる機会を探ります。弁護の専門家を裁判の最
後に証言させることにより、専門家は意見を述べる際、裁判で挙げられたすべての証拠を
考慮して、不利な事実に対する解釈を示すことができます。

上記のステップにより、専門家の証言が許可され、できる限り有利な影響をもたらす可能性を高める
ことができます。

マネー・ローンダリングの調査におけるインターネットの活用

以下のセクションは、分析および捜査の経験が豊富なカナダの（AMLの）専門家（CAMS）、ジョ
ン・ピリック（John Pyrik）によるものです。

顧客確認（Know Your Customer：KYC）やデュー・デリジェンスを行うためには、内部および外
部両方からの情報が必要です。今ここで、机の上から、インターネットを通じて約百億ページの外部情
報にアクセスできます。これは素晴らしい情報源ですが、有効に活用するためには、思考のスキルと技
術的なスキルの2つが必要です。

有り余る金銭

例えば、毎週50,000ドルの預け入れをするガソリンスタンドの経営者の事例を考えましょう。これは
マネー・ローンダリングでしょうか。多くの人は、グーグル上で経営者の名前を検索して、良い結果が
得られること期待します。もっと良い方法は、通常、ガソリンスタンドがどのくらいの現金を預け入れる
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のかを考えることです。それにより、調査は全く違う方向につながっていきます。運が良ければ、内部
情報が答えを提供してくれるかもしれません。そうでない場合でも、インターネットから、ガソリンスタン
ドのキャッシュ・フローに関する有効な手掛かりを提供してくれる可能性のある記事、マーケティング調
査、営業に関する情報を得ることができるかもしれません。

人口統計、収入水準、民族、犯罪率等の、ガソリンスタンドの所在地域に関する有益な情報が、イ
ンターネットから明らかになるかもしれません。具体的には、通勤時の交通ルートに位置しているか、
競合相手が近くにいるか、洗車やコンビニエンス・ストアが付いているか等です。

疑わしい企業とその他の企業を比べたり、背景を調査したりすることで、古典的なマネー・ローンダリ
ングのサインである、“想定されるビジネス・プロファイルとは異なる多くの現金預金”があると、主張で
きるかもしれません。

実態の不明な企業

通常、インターネットに精通した捜査官は、異なるウェブサイトから独創的に情報を組み合わせます。
実態の不明な企業がどのように特定されたかを以下に記述します。

ある事例において、銀行の顧客が、個人口座に多額の現金の預け入れを行っていました。銀行は、
その顧客が、レストラン業の裏で、無免許で送金サービスを行っていると疑いました。疑わしい取引の
届出を提出しようとした矢先、重要な情報の一部が欠けていることに気が付きました。顧客のレストラ
ンの名前が分からなかったのです。銀行はどのようにその謎を突き止めたのでしょうか。まず、顧客の
レストランが銀行の近くにあると仮定しました。www.superpages.com（他にはhttp://maps.google.
com/ 等）といった、オンラインのシンプルな電話帳を使って、銀行から半径1マイル以内のすべてのレ
ストランのリストを作成することができました。
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しかし、その顧客が所有するレストランはどれでしょうか。特定したレストランの法人設立の記録を洗
い出すことが必要でした。レクシス・ネクシス（LexisNexis） 等の商業サービスは使用したくなかったた
め、3万4千件を超える公的記録を含む無料のデータベースwww.searchsystems.netを使用しました。
法域（司法権の異なる国や地域）をクリックし、企業リンクをクリックすると、管轄当局の部署にたどり
着きました。そこで、その地域のレストランの名前を１件ずつ入力し、問題の顧客の名前を取締役とし
て表示しているレストランを見つけ出しました。

この話の教訓は何でしょう。インターネットが、必要な情報に一直線に導いてくれると考えるのは、よ
くある誤解です。上記の事例のように、多くのステップや行き止まりがあります。成功の鍵は、あるウェ
ブサイトで学んだことを次のウェブサイトで使い、検索精度を高めていくことです。この事例には、最後
に面白い展開がありました。このレストランをグーグルで検索すると、オンライン商工名鑑に掲載された
広告が見つかりました。広告には、“リンク切れ”のレストラン・ウェブサイトへのリンクがありました。不
屈の調査官は2つのことに気が付きました。

■誰かがこのサイトを登録した。
■コピーがまだどこかに存在しているかもしれない。

それは単に、www.completewhois.comを使用して、ウェブサイトのドメイン名登録を探せばよいだ
けのことでした。

古いバージョンのウェブサイトを見つけるには、www.archive.org にアクセスする必要がありました。
ここで、ウェブサイト・アドレスを入力すると、多くのコピーが表示され、それぞれのコピーには、ある特
定の時期にウェブサイトがどのように表示されていたかを示すスナップショットが付いていました。

ある企業に対するデュー・デリジェンスを行う者にとっては、www.archive.orgを使用して、その企
業の変遷を見ることが、非常に役に立つ場合があります。具体的には、事業がどのように変わったか、
以前の仕入れ先や顧客は誰か、所在地はどこか、誰が会社を辞めたか、等です。
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奇妙な電信

どのような技術上のスキルが、顧客確認（Know Your Customer：KYC）やデュー・デリジェンス
に役立つのでしょうか。例えば、ニューメキシコ州アルバカーキ（Albuquerque）に住むシンシア・
ジェンキンス（Cynthia Jenkins）という女性の調査を行うとします。彼女は、過去2週間の間に13回
の電信送金（各9,900ドル）を受け取っていました。最初のステップは、“ハイ・バリュー ”ウェブサイト
を使用し、シンシアが本当に実在するかどうかを確かめることかもしれません。

■彼女の名前は電話帳に載っていますか。www.infospace.comで調べてみましょう。
■彼女は公的な記録に記載されていますか。www.pretreive.comや www.zabasearch.com

を調べてみましょう。
身元詐称の可能性はあるのでしょうか。偽名を使いたい人間が、故人の社会保障番号を使用する

ことはよくあります。幸運にも、米国では社会保障死亡目録を調べることができます。ウェブサイトは、
http://ssdi.rootsweb.comです。

次のステップは、ウェブサイト上で、シンシアについての何らかの記事を検索することかもしれません。
ディレクトリーまたはサーチ・エンジンのどちらを使用しますか。どのように検索を進めますか。キー

ワードは何を使いますか。
検索のスキルを磨きたい人向けに、優れたチュートリアル（learnthenet.com）がウェブ上にあり

ます。また、サーチ・エンジンについて説明するウェブサイト（searchenginewatch.com）や、プロ
フェッショナル・サーチャーのためのサイト（rearchbuzz.com、resourceshelf.com）もあります。最
も簡単で、効果的な上達方法は、主要なサーチ・エンジンの“ヘルプ”ページを読み、検索オプション
機能を使用してみることです。
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サーチ・エンジンに関するヒント
■単一のサーチ・エンジンが、ウェブ全体をカバーすることはないので、複数のサーチ・エ

ンジンを使用する。その場合、Google、MSNサーチまたはYahooを使用する（それらは
裏で他の検索サイトにサーチ・エンジンを提供しているため）。

■ 外 国 で 検 索 し て い る 場 合、 現 地 の サ ー チ・ エ ン ジ ン を 使 用 す る（ リ ス ト は
searchenginecolossus.comを参照）。

■ kartoo.com  （地図） や vivisimo.com （クラスター）等の革新的なサーチ・エンジンを
使用する。

■irststopwebsearch.com、copernic.com、 ferretsoft.comといった、メタ検索エンジンを
使用する。

3つ目のステップは、インビジブル・ウェブ（一般のサーチ・エンジンでは見えないウェブサイト）を
徹底的に調査することかもしれません。

いくらサーチ・エンジンを駆使しても、“インビジブル・ウェブ”にたどりつくことはできません。“ビジブ
ル・ウェブ”の100倍から500倍の規模とされる“インビジブル・ウェブ”は、調査員にとって価値の高い
情報を多く有しています。

シンシア・ジェンキンスの事例では、例えば、searchsystems.netを訪れた結果、ニューメキシコの
法廷記録をオンラインで閲覧できることが分かりました。法廷のウェブサイトで検索していたら、シンシア
の駐車違反切符が見つかりました。この情報は、グーグルを使用しても取り出すことはできません。

インビジブル・ウェブについては、www.freepint.com/gary/direct.htmでより詳しく学べます。
4番目の、そして最後のステップは、商用データベースにアクセスすることです。
多くのインビジブル・ウェブは、無料で（searchsystems.net 等のゲートウェイを通して）適切なウェ
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ブサイトを見つけるだけのものですが、ユーザーのアクセスが有料となっている商用データベースには、
相当な量のデータが存在しています。

しかしながら、レクシス・ネクシス（LexisNexis）やオート・トラックXP（AutoTrackXP、http://
atxp.dbt-online.com）といった、公的な記録の集積サイトは、膨大な量の記録を相互参照している
ので、料金を支払う価値があるかもしれません。

最後に

技術的に優れていることと、オンラインで見つけることができるすべての情報をふるいにかけ、意味の
ある情報を見つけ出すことは、全く別の問題です。

上記3つのシナリオは、ウェブを活用することは、単に熟練したサーチャーである以上の意味を持つこ
とを示していると思います。検索を成功させるためには、専門知識と思考のスキルもキーボードに打ち込
むことが不可欠なのです。

AMLに関する国家間の協力

監督当局や資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）の間で行われる、疑わしい取引
やマネー・ローンダリング犯罪の分析や捜査、資産の没収、またはマネー・ローンダリングの容疑者の
引渡に関する国際的な協力を制限することは、マネー・ローンダリング対策において重大な障害になり
ます。

ここでは、AMLに関する国際協力の方法について模索します。

IMoLIN（国際マネー・ローンダリング情報ネットワーク）

インターネットを基盤とする情報ネットワークである国際マネー・ローンダリング情報ネットワーク
（Internet-Based Information Network：IMoLIN）は、マネー・ローンダリングに関する情報の
クリアリング・ハウスとして、各国および国際レベルのマネー・ローンダリング対策機関によって利用さ
れています。国連やインターポールを含むその他国際組織に代わって、国連薬物犯罪事務所（United 
Nations Office on Drugs and Crimes：UNODC）のマネー・ローンダリング対策のグローバル・プ
ログラムによって設置され、また、運営されています。IMoLINは、下記の5つの主要な特徴を持ち、そ
のうちの1つを除いた4つが、公に公開されています。

■AMLID：マネー・ローンダリング対策国際データベース。各国のAMLの法律と規制につ
いての抄録や分析の他、各国の連絡先や当局の情報が含まれています。データベースは、
パスワードによって保護されています。
■参照データ：研究および分析、文献目録、協定、法律文書、モデル法等。
■国のページ：マネー・ローンダリング対策の法律の全文がある場合にはその全文が、ま
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た、その国家のFIUへのリンクが掲載されています。
■イベントのカレンダー：AMLの分野に関するトレーニング・イベント、カンファレン

ス、セミナー、勉強会やその他の会議等の時系列リスト。
■最新の出来事：AMLの取組みに関する最新ニュースが掲載されています。

刑事共助条約

標準的な窓口は、通常、刑事共助条約（Treaty For Mutual Legal Assistance：MLAT）で具
体化され、訴訟や司法手続きに使われる証拠を移送するための法的根拠を提供しています。

他の法域（司法権の異なる国や地域）からの証拠が必要な場合、刑事共助の要求がなされます。
手順は多種多様ですが、一般的に以下の通りです。

■要求する国の中央当局が、証拠提供の要求される国の中央当局に嘱託書（Commission 
Rogatoire）を送付します。嘱託書には、要求される情報、要求の性質、要求側における
刑事罰、要求の根拠となる該当法律の条項が記載されます。

■要求を受け取った中央当局は、その要求を現地の金融捜査官に送り、捜査官は必要な手配
を行い、要求された情報を入手できるか確認します。

■要求国の捜査官は、その後、情報の捜査が行われている被要求国を訪れ、訪問中または調
書取得の際、現地の捜査官に同行します。

■捜査官は、中央当局に対して要求国への証拠移送を依頼します。
■中央当局は、要求国の中央当局に証拠を送り、これにより、刑事共助の要求が満たされま

す。
■現地の証人は、要求国の法廷審問に参加しなければならない場合があります。

資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）／
金融捜査機関（Financial Investigative Unit：FIU）

第2の公式な窓口は、マネー・ローンダリングや他の金融犯罪対策の目的で設立された資金情報機関
（Financial Intelligence Unit：FIU）や、その他の組織の間でのやり取りに関するものです。

一般的に、FIUは、マネー・ローンダリング対策として、金融機関およびその他の個人や組織から、
疑わしい取引の届出を受け取り、それらを分析し、そこから判明した情報を、現地の法執行機関や海
外のFIUに提供します。

最初のいくつかの資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）は、マネー・ローンダリン
グ対策における金融情報の収集、分析、提供の必要性を受けて、1990年初期に設立されました。以
来、17年以上の間に、FIUの数は増加して、FIUから成る非公式の国際組織であるエグモント・グルー
プは、現在100以上のメンバーを有しています。

2003年に金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、マネー・ローンダリン
グ対策のための勧告の改正版を採択しました。その勧告には、初めて、FIUの設立とその機能に関する
明確な勧告が含まれていました。
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エグモント・グループを構成するFIUは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対抗するため
に、金融情報の収集、分析、提供という共通の基幹機能を有しますが、その設立や機能の仕組みは
大きく異なります。

金融捜査機関（Financial Investigative Unit）であるFIUには、マネー・ローンダリングを捜査す
る権限が与えられているものがあります。しかし、FIUの大部分は、米国のFinCEN、オーストラリアの
AUSTRAC、カナダのFINTRACといった、資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）で
す。

IMFによる2004年 の 報 告「 資 金 情 報 機 関： 概 要 」（Financial Intelligence Units: An 
Overview）には、FIU設立にあたり、当局は、国際社会の呼びかけに対応する必要性を感じるかもし
れないが、FIUの機能や運営の手順に関する決断は、自国の犯罪防止政策、資源、および優先順位
に基づく必要がある、と述べられています。また、FIUの責任は、法執行機関、監督機関、政府の政
策決定組織といった、金融犯罪に取り組んでいる既存の国家機関と歩調を合わせる必要があります。さ
らに、IMFによると、FIUの設立には予算財源の使用を必要とします。

IMFは、FIUの設立に際し、以下の点に留意する必要があるとしています。
■FIUの設立によって達成すべき目標を定義する必要がある。
■FIUには、上記の目標を達成するための手段を与える必要があり、IMFは目標達成に関す

る説明責任を有する。
■予想されるリソースを考慮し、FIUが対処できる以上の責任を課さないよう注意する。時

には、他の機関がリソースや経験を持つ場合、AML／CFT義務の監督等の特定の機能を、
FIUよりもより効果的に実行できる場合がある。

■機能の重複をできるだけ避け、重複が避けられない場合は、関係機関同士の対立を最小限
に抑え、最大限の協力を図るような協調のメカニズムを確立する。

多くの国では、AML ／ CFTの新体制の制定によって、直接の影響を最も受けると予想される民間
部門の代表者との間で、FIU案や法案について議論することが有益であることが明らかになってきまし
た。民間部門との早期の協議によって、政府当局は、FIUに取引の報告義務を負うことになる企業に対
して、新しいシステムがもたらす利益について説明する機会を得ることにもなります。

FIUは、疑わしい取引の届出の受理や分析、また、警察や関税当局と密接な関係を保つ役割を担
い、覚書（MOU）に基づき、捜査の背景となる情報をFIU間で非公式に共有します。FIUから成るエ
グモント・グループは、そのようなMOUのひな型を制定しました。MLATとは異なり、この窓口は通常、
証拠を取得するためではなく、証拠に繋がるかもしれない情報を得るために使用されます。

エグモント・グループに参加している資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）は、マ
ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策におけるFIU間協力を推進したいと考えています。エグ
モント・グループのメンバーは、2001年6月に採択された「資金情報機関の間の情報交換の原則」
（Principles of information Exchange Between Financial Intelligence Units）という文書を発
表し、これをグループの設立目的文書に取り入れました。

国によっては、他のFIUとの情報交換や、要求された情報へのアクセスを制限しているところがありま
す。この文書は、FIU間の協力を最大にし、政府当局がマネー・ローンダリングの規制を検討する際に



5 章 調査プロセスの実施または支援

197

有益なプラクティスを示しています。
さらに、この文書は、相互支援を妨げる実務上の問題に対処するため、FIUの間の情報交換のベス

ト・プラクティスに関するガイドラインを提供しています。FIUは、国家間の情報要求に対応する際には、
これらのベスト・プラクティスを可能な限り考慮に入れるよう薦められています。

文書内に示されている原則を以下に例示します。
■FIUレベルでの自由な情報交換に関するエグモント原則は、自発的な交換も含め、相互主

義に基づくべきである。
■FIUの権限下における犯罪行為の定義の違いは、FIUレベルでの自由な情報交換の妨げに

ならないようにする。この目的を達成するために、FIUの権限は、マネー・ローンダリン
グおよびテロの資金供与のすべての前提犯罪に及ぶべきである。

■FIU間の情報交換は、プライバシーの保護と共有データの機密性保持を保証しつつ、過度
の形式要件を排除し、できる限り形式ばらずにかつ迅速に行う。

■FIUの情報交換に覚書を要する場合、FIUは、妥当な期間内に覚書について交渉し、署名
する。そのためには、FIUは、単独で覚書に署名できる権限を有する必要がある。

■FIU間のやり取りは、仲介者を通さずに直接行う。
■法執行や司法目的のための、FIUの情報提供に関する同意は、可能な限り早く、かつ、広

範囲に与えられるべきである。提供側のFIUは、情報提供がAML ／ CFTの規定の範囲外
の場合、犯罪捜査を阻害する場合、個人や法人または情報提供国の正当な利益と明らかに
不均衡な場合、国家の法律の基本原則から逸脱する場合を除いて、情報提供を拒むべきで
はない。同意できない場合は、適切な説明を行う必要がある。

情報提供を要求するFIUが遵守すべき事項は以下のとおりです。
■すべてのFIUは、エグモント・グループによって打ち出された情報交換の原則に従い、情

報の要求を行うべきである。また、FIU間の情報共有に関する取り決めを遵守しなければ
ならない。

■必要な支援の正確な内容を特定したら直ぐに、情報要求を提出すべきである。
■FIUが、他国のFIUにとって役立つ情報を持っている場合、この情報共有の妥当性を確認

し次第、自発的に提供することを検討すべきである。
■エグモント・グループのFIU間の情報交換は、安全な方法で行う。このためには、必要に

応じて、エグモント・セキュア・ウェブ（Egmont Secure Web：ESW）を利用する。

実例
　　2004年、欧州委員会は、FIU.NETの向上と、EU加盟国の資金情報／金融捜査機関の間の

高度な電子接続の開発への取組みを称え、オランダの法務省を表彰しました。FIU.NETは、
資金情報の（相互）交換のために、現代の科学技術とコンピューターを駆使し、EU内の各
FIUを接続するために設計された分散型コンピューター・ネットワークです。FIU.NETは、
FIU間の協力を推進し、FIUが情報を素早く、安全に、そして有効に交換できるようにしま
す。それによって、情報の共有がさらに向上しました。組織犯罪対策や、マネー・ローンダ
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リングおよびテロ資金供与を目的とする金融システム悪用への対策促進が、協力強化の主な
目的です。

エグモント・グループは、情報要求の雛型を作成しました。情報交換の際、このひな型を使用する
ことが推奨されます。情報の要求は、情報提供側のFIUが適切な分析／捜査を行えるよう、十分な背
景事情を含む必要があります。また、要求側のFIUは、要求に加え、把握している関連事実の略述を
一緒に送る必要があります。他のFIUからの情報要求には、他に指示がない限り、できる限り早く対応
しなければなりません。FIUは、追跡しやすいように、受領した要求と自身が出す要求の両方に、一意
なケース参照番号を付与する必要があります。情報提供側のFIUは要求を受領したら、担当者の氏名
と、電話番号、ファックス番号等の詳細情報、ケースに付与されたケース番号または参照番号を要求
側に提供します。FIUは、自身が直接アクセスする情報に関する要求の場合、もしくは、法的な障害に
より回答を提供することができない場合、1週間以内に回答するよう努めます。

情報提供側のFIUが、外部のデータベースを利用して調査する必要があるか、または、第三者（金
融機関等）に問い合わせる必要がある場合、要求を受けてから1カ月以内に回答します。FIUは、要求
を受けてから1週間以内に、情報に直接アクセスがないため外部に問い合わせているか、もしくは、要
求への対応が難しい旨を、要求側のFIUに対して連絡することを検討する場合があります。このような回
答は口頭で行われる場合もあります。もし1カ月を経ても、問い合わせに対する結果が出ない場合、情
報提供側のFIUは、その時点で手元にある限りの情報を提供するか、少なくとも、いつまでにすべてを
回答するのかを示す必要があります。これも口頭で行われる場合があります。

FIUは、以前受けた要求に関する取引、SAR等に関連して受領した新規の情報を検知できるようにす
るため、要求に関連する情報をモニタリングする仕組みを確立することを検討する必要があります。この
ようなモニタリング・システムによって、FIUは、以前要求を送ってきたFIU対して、彼らの要求に関す
る新規の、および、関連する情報を知らせることができます。

情報提供側のFIUが、提供情報がどのように使われたのかを知りたい場合、その旨を明確に知らせる
必要があります。要求側のFIUがこのフィードバックを得られない場合、なぜフィードバックが提供され
ないのか、理由を回答する必要があります。必要に応じて、緊急の場合は特に、手続きを迅速化する
ため、情報の追加的な利用に対する事前承諾を回答自体に付与することができます。

守秘義務の違反の原因となる情報の不正使用を防止するため、すべてのFIUは、細心の注意をもっ
て提供された情報を扱う必要があります。

監督当局

バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision：BCBS）は、「テロ対
策に関する法域（司法権の異なる国や地域）間における情報共有の報告」（Report on Sharing of 
Information between Jurisdictions in Connection with the Fight against Terrorism）の中で、
監督機関を第三の公式な窓口として挙げています。この報告書によると、銀行業に関して言えば、監督
官庁からの情報は概して一般的なもので、銀行グループにおける財務上の健全性の監視を目的としてい
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ます。しかし、風評リスクや法務リスクに関する懸念のため、特定の資産や口座に関わる問い合わせが
徐 に々増加しています。

重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person： PEP）の口座に関する最近の事例が
あります。PEPとは、公的汚職による資金の主要受取人とみられる非軍事または軍事関連の政府職員
を指します。情報共有は、通常、監督官庁の活動を許容する法的な枠組みによって定義されますが、
MOUによることもあります。 MLATと異なり、MOUは条約ではないため、政府を拘束する力を持ちま
せん。その代わり、監督官庁間の合意を反映しています。MOUは、特定の規制当局の法域（司法権
の異なる国や地域）にある証券会社、商社等の企業には、特に有益かもしれません。この窓口を通じ
て伝達される情報は、監督目的のためのみに提供され、通常、証拠として使用されたり、もしくは、政
府機関の間で広く共有されたりすることはありません。

バーゼル委員会は、法執行機関は、適切なルートを通じて、FIU、中央銀行、銀行の監督者に接触
し、捜査の対象に適用される届出、報告、許可に関する要件を確認する必要があると述べています。
これにより、法的な手続きを通してどのような記録にアクセスできるのか、FIUに証拠を提供する証人、
法令の順守（またはその欠如）を立証する証人および弁護に反論する証人をどこで得られるのかを確
認することができます。

国家間の協力に関するＦＡＴＦの勧告

FATFは、世界的に有効なAMLプログラムを確立および維持するための基本的な枠組みとして、40の
勧告またはベスト・プラクティスを作成しました。そこでは、刑事裁判システムおよび法執行機関、金融
システムとその規制、および国際協力について言及されています。（詳細は、国際基準の章を参照してく
ださい。）

FATFの40の勧告の勧告36-40は、特にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の捜査の国際的
な側面に関するものです。刑事共助条約、引渡、資産没収、国家間の情報交換の仕組みを取り扱っ
ています。

まとめ

金融機関にとって、優れたマネー・ローンダリング対策（Anti-Money Laundering：AML）プロ
グラムを確立し、それに従うことが重要であり、多くの場合は法的に義務付けられています。しかし、プ
ログラムが確立されていても、絶対に法執行機関のマネー・ローンダリング捜査の対象とならないことを
保証したり、顧客に関する情報について裁判出廷書または召喚令状を受けずに済むことを保証したり、
機関やその従業者が起訴されないことを保証したりするものではありません。そのため、AMLコンプライ
アンス・プログラムの導入に加え、金融機関は、マネー・ローンダリング捜査に関する役割と責任を理
解する必要があります。

もし、法執行機関が、顧客記録の差押えのために、捜査令状や裁判所の命令を携えて訪問してきた
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ら、金融機関はどのように対処すべきでしょうか。金融機関は、いつ顧客の口座を凍結すべきでしょう
か。法律顧問の役割とはどのようなものでしょうか。疑われている従業者との面談をどのように実施すべ
きでしょうか。

AMLスペシャリストは、これらの質問に回答できる必要があります。マネー・ローンダリングの捜査に
どのように協力すべきかを理解することにより、金融機関や法執行機関は、国家の金融システムに流れ
ている犯罪収益を断ち切るために貢献することができます。

このセクションでは、金融記録やその他の情報を国家間で共有する仕組みについても触れました。
この章は、ホーランド＆ナイト（Holland & Knight, LLP）の前パートナーであるユージン・プロ

パー（Eugene M. Propper）による「企業詐欺の捜査とコンプライアンス・プログラム」（Corporate 
Fraud Investigations and Compliance Programs）からの抜粋を含んでおり、 ACAMS会員である
現パートナーのクリス・マイヤー（Chris Myers）によって寄稿されました。

復習問題 

■内部調査が適切かもしれない基本的な状況とは、どのようなものでしょうか。
■金融機関に対して捜査令状が提示された場合、当該金融機関に関係のある個人は、法執行機

関が質問をしてきた際に、その金融機関の代理として回答する必要がありますか。
■マネー・ローンダリングの捜査において、インターネット上でどのように情報を検索するこ

とができますか。
■マネー・ローンダリングの捜査や事件において、国境を越えた情報共有のために、どのよう

な窓口がありますか。
■FIU.NETとは何ですか。
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認定試験の練習問題
6章
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注意事項：これらの練習問題は、実際のCAMS試験の長さや構成を示すものではありません。実際
の試験とは違い、練習問題はサイコメトリックス（心理統計学）スクリーニングに基づいたものでなく、
また、認定試験タスク・フォースや博士号レベルの心理統計学者の精査および承認を得ていません。
これらの練習問題は、CAMS試験に入れることを考慮しただけで試験問題として承認はされていません
が、試験問題の種類の目安になります。

1.… 合法的なマネー・サービス業者を介したマネー・ローンダリングの以下の手口のうち、最
も一般的な手口はどれですか。
A.	ストラクチャリングされた通貨代替物（Monetary	Instrument）の購入

B.	大量の現金の密輸

C.	ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through	Account：PTA）を利用した資金移動

D.	闇市場でのコロンビア・ペソの両替

2.… 一般的に、マネー・ローンダリングにおける3つの段階とは、プレイスメントと何ですか。
A.	ストラクチャリングとマニピュレイション

B.	レイヤリングとインテグレイション

C.	レイヤリングとスマーフィング

D.	インテグレイションとインフィルトレイション

3.… 次のうち、正しい記述はどれですか。
A.	偽装倒産は、会社の実質的な価値または資産以上の貸付を確保した後、	その資金を持

ち去り、貸手に抵当流れおよび多大な損失をもたらす倒産詐欺によく利用される手口で

ある。

B.	カッコウ・スマーフィングとは、金融活動作業部会（Financial	Action	Task	Force：

FATF）によって識別されたマネー・ローンダリングの手口であり、機密性が高い国ま

たは地域にあるシェル・バンクによってネストされた口座を利用する、ストラクチャリ

ングの一種である。

C.	2003年に改訂された40の勧告で、FATFは、マネー・ローンダリングの起訴の対象と

なる犯罪を示した“指定された犯罪類型”について、2度目のリストを発表した。

D.	Eキャッシュ（E-cash）は、完全な匿名性を持たず、多額の資金を迅速かつ容易に“移

動”することができないため、マネー・ローンダリングの手口としてはあまり魅力的で

はない。

4.… 保険業界シナリオにおいて、マネー・ローンダリングの可能性を示唆するものは、次のう
ちどれですか。
A.仲介人、代理人、ブローカーを通じて販売された保険商品

B.割引償還された一時払い保険債券
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C.早期解約の解約料に無関心な保険契約者

D.“クーリングオフ期間（申し込み撤回が可能な期間）”期間を最大限に活用する保険契約

者

5.…… 闇ペソ交換システム（Black…Market…Peso…Exchange：BMPE）を使用したマネー・
ローンダリングの仕組みに最も関連のある取引は、次のうちどれですか。
1.…違法な麻薬収益のドルまたはユーロからコロンビア・ペソへの両替
2.…違法な麻薬収益のコロンビア・ペソからドルまたはユーロへの両替
3.…ペソ・ブローカーを通じた、コロンビアの輸入業者による米国または欧州製品の購入
のあっせん

4.…ペソ・ブローカーを通じた、欧州または米国の輸入業者によるコロンビア製品の購入
のあっせん

A.	1と3のみ

B.	1と4のみ

C.	2と3のみ

D.	2と4のみ

6.…… マネー・ローンダリングに対する国際的な協力において、相互主義の原則とは何を意味し
ますか。
A.	ある金融機関が他の金融機関から顧客に関する照会を受けた場合に、その顧客について

の情報を他の金融機関と共有することができるという法的原則

B.	適切な規制下にある加盟国の金融機関が、別の加盟国が同等の権利を与える範囲内で、

追加監督を課されずに業務を行うことができるという、バーゼル委員会の規定

C.	各FATF加盟国が、マネー・ローンダリングの事件において、すでに同じ事件について

捜査を行っている別の加盟国に、起訴を委任する権利

D.	自国の当局に対し、他国の法律が許可する協力と同等の範囲内で、当局が他国の当局に

協力することを許可する、ある国の法律の規則

7.… カジノに関して、マネー・ローンダリングのリスクが最も高いものは、次のうちどれですか。
A.	プール口座等、幅広いギャンブルサービスを顧客に提供する。

B.	刑事共助条約を避けるために、エグモント・グループの非加盟国において、資金情報機

関（Financial	Intelligence	Unit：FIU）の外で営業する。

C.	払戻金残高を持つ顧客に対して、別の法域（司法権の異なる国や地域）における小切手

による資金の引き出しを許可する。

D.	疑わしい取引の届出を、自身がカジノを運営している国の資金情報機関（Financial	

Intelligence	Unit：FIU）にのみ提出する。
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8.… 免除口座について正しい記述は、次のうちどれですか。
A.	金融機関の間の取引決済のためのスウィープ機能を持ち、従来の金融手段に代わるもの

を提供する。

B.	当該金融機関における特定の顧客を優遇し、通常は義務付けられる疑わしい取引の届出

の責任を免除することが許可される口座。

C.	書類作成の義務が必ずしもなく、また、免除を受けている金融機関に対して、NCCT国

と関連しない限り、取引のモニタリングが義務付けられていない口座。

D.	コルレス先銀行の当座預金口座（Checking	Account）のうち、規制システム外のネッ

トワークや仕組みを通じて保有され、金融機関のデュー・デリジェンスを軽減するもの。

9.… ベルギーの犯罪者Aによる犯罪活動から得られた不正な資金が、B会社の外国銀行口座に
送られました。その後、ベルギーでは、新しい投資会社Cが設立され、犯罪者Aは、C会
社の取締役に任命されました。C会社は、海外のB会社から資金を借り、ベルギーの不動
産を購入し、その不動産を第三者に貸し出しました。また、取締役（犯罪者）Aは、その
ビルの中にアパートを借りています。賃貸から得た資金を使い、C会社はB会社へのロー
ンを返済し、取締役Aの給料を支払いました。これにより、犯罪者Aは、不正な資金を合
法的な資金に変えました。このようなマネー・ローンダリングの手口は一般的に何と呼ば
れますか。
A.	不動産取引の相殺

B.	ローンバック

C.	カッコウ・スマーフィング

D.	ローン操作

10.…新規顧客が当座預金の開設のため、銀行を訪れました。顧客は、口座の住所として、支店
から市を隔てた所にある住所を示しました。顧客担当者が顧客に追加の銀行サービスが必
要かどうかを尋ねたところ、顧客は個人の投資口座の開設を頼みました。そこで、顧客担
当者はその顧客を証券会社に紹介しました。顧客は、以前に証券口座を保有したことがな
く、投資口座の機能についていくつか質問があると伝えました。顧客は、どのように口座
に入金されるのか、報告義務の有無、電信送金を使った口座からの資金移動の方法につい
て尋ねました。これらの取引に関する手数料については、一切尋ねませんでした。次のう
ち、疑わしいと考えられる項目はどれですか。
1.…顧客が証券口座について質問をいくつもするが、いずれも投資に関連しないこと。
2.…顧客が当座預金口座（Checking…Account）と個人の投資口座を同時に開設すること。
3.…口座保有者の住所と、顧客が口座を開設しようとしている支店が離れていること。
4.…顧客が手数料について関心を示さないこと。

A.	1、2、3のみ

B.	1、2、4のみ
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C.	1、3、4のみ

D.	2、3、4のみ

11.…商品やサービスの国際取引は、マネー・ローンダリングの隠匿や、マネー・ローンダリン
グの仕組みそのものとして利用されます。マネー・ローンダラーがこの手口を利用する
際、最も重要なことは、次のうちどれですか。
A.	商品を過剰または過少の価格で請求すること。

B.	輸出品をできる限り高い値段で売ること。

C.	申告する必要がない商品を利用すること。

D.	高級車やボート等の高額資産を利用すること。

12.…コルレス・バンキングがマネー・ローンダリングに最も利用されやすいのは、コルレス口
座が、次のうちどの場合ですか。
A.	外国の銀行のために保有されている場合

B.	第三者へのサービスの直接提供に使用されない場合

C.	どの国にも物理的に拠点を持たない外国の銀行のために保有されている場合

D.	上場し正規の仲介者である海外のプライベート・バンクのために保有されている場合

13.…弁護士に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか。
A.	FATF加盟国においては、一般的に信託、フロント企業、シェル会社の設立代理人とし

ての機能を果たさない。

B.	“ゲートキーパー ”に類似する専門家を含め、マネー・サービス業者と呼ばれる。

C.	真の受益者に代わる名義株主として利用されない。

D.	資金のプレイスメントやレイヤリングのために設立された口座を通じて、マネー・ロー

ンダラーに悪用されやすい。

14.…下記のうち、2005年のEUマネー・ローンダリングに関する第3指令が適用されるのは
どれですか。
A.	EUに拠点を置く監査人や不動産業者

B.	米国愛国者法の対象とされる米国金融機関

C.	EU内外のシェル会社

D.	10,000ユーロ以上の現金を扱うEUの高額品専門ディーラー

15.…下記のうち、2001年のEU指令によると、独立した法律専門家が顧客との関係において、
マネー・ローンダリングに関する疑いの報告の義務を課すのは、どの場合ですか。
A.	法律事項において顧客を代表する場合

B.	顧客の法的立場を確認する場合
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C.	財務上のおよび企業間の取引に参加する場合

D.	司法手続きに関する情報を入手する場合

16.…下記のうち、米国におけるコルレス・バンキングの（業務取引）関係で、外国の金融機関
に課される最も厳しい規制はどれですか。
A.	米国愛国者法

B.	バーゼル委員会の銀行の顧客管理の原則

C.	テロ資金供与に関するFATFのガイダンス

D.	コルレス・バンキングに関する国連安全保障理事会決議

17.…下記のうち、バーゼル委員会が“銀行の顧客管理（Customer…Due…Diligence:…CDD）”
で強固な顧客確認（Know…Your…Customer：KYC）プログラムを推奨する主な動機は
どれですか。
1.…FATFのKYCに関する勧告を反映するため
2.…欧州連合（EU）のガイドラインを満たすため
3.…銀行の安全性と健全性を守るため
4.…銀行システムの信頼性を守るため

A.	1、2のみ

B.	1、4のみ

C.	2、3のみ

D.	3、4のみ

18.…下記のうち、（マネー・ローンダリングの）前提犯罪の定義はどれですか。
A.	意図的な無関心（Willful	Blindness）を含む合法的および非合法的な活動で、もし犯罪

に国際的な要素がある場合、疑わしい報告の届出に繋がるもの

B.	違法活動で、その収益が取引に含まれる場合、マネー・ローンダリング犯罪の起訴に結

びつくもの

C.	疑わしい取引のモニタリング・システムの基本的な部分となっているインターフェイス

D.	集中口座を通じて行われるある特定の違法活動で、その口座とは直接関連のない顧客を

欺くもの

19.…下記のうち、口座の真の受益者と見なされる人物および団体は、どれですか。
A.	直接的な口座の署名権限を持ち、口座上にその名前が現れる者

B.	口座上には名前が現れないが、口座の資金への最終的な権利を持つ者

C.	口座内で行われるほとんど（しかしすべてではない）の取引の依頼人および受取人では

あるが、その資金に対する最終的な支配権を持たない者

D.	ゲートキーパーとして、口座の法的所有権を有し、通常は資金を信託へ移動する者



6 章 認定試験の練習問題

207

20.…イタリアのある銀行が、欧州や西半球で金を販売するイタリアの会社のために、業務用口
座を開設しました。銀行は、販売に対する支払の受領が口座の利用目的であると認識して
います。口座を調査すると、ペイヤブル・スルー口座（Payable-Through…Account：
PTA）を通じて、ある一定の電信送金が受け取られていたことが判明しました。また、
ある一定のパターンでの金塊の購入も見られ、それがスイスの銀行に保有されていること
が分かりました。下記のうち、マネー・ローンダリングの恐れがあるかどうかを考慮する
上で、最も重要な要因はどれですか。
A.	宗教的重要性等により、金の本質的価値を高く評価するような地域において、顧客が金

を販売していること

B.	第三者の口座からの支払の受け取り

C.	現金ではなく電信送金による支払の受け取り

D.	宝石の完成品ではなく金塊そのものを維持する口座保有者

21.…下記のうち、CFATFの19の勧告に沿ってマネー・ローンダリングを犯罪化する際、国家
立法機関が考慮すべき点はどれですか。
1.…マネー・ローンダリングの前提犯罪の数を制限しないこと
2.…マネー・ローンダリングの実行のための共謀や関与を犯罪化すること
3.…自国の法域外で前提犯罪が行われたことが犯罪に該当するか
4.…資金の犯罪とのつながりについて知らない犯罪者について、マネー・ローンダリング
の行為を犯罪化しないこと

A.	1、2、3のみ

B.	1、2、4のみ

C.	1、3、4のみ

D.	2、3、4のみ

22.…下記のうち、2005年のマネー・ローンダリングに関するEU第3指令について、正しい
のはどれですか。
1.…金融活動作業部会（Financial…Action…Task…Force：FATF）の40の勧告の改訂に
沿って、欧州共同体の法律の改正のために提案されたもの

2.…重要な公的地位を有する者（Politically…Exposed…Person：PEP）の定義等、第2
指令に含まれた定義の大部分を複製するもの

3.…第1指令および第2指令における主要な顧客管理（Customer…Due…Diligence:…
CDD）の要件を反復する一方で、もし真の受益者が存在する場合に、ある特定の規制
によってその真の受益者を特定する等、さらに詳細な規制に加え、継続的なモニタリ
ングの義務を含むもの。

4.…既存の顧客に対し、適時リスクベースで顧客管理（Customer…Due…Diligence:…
CDD）を義務付けるもの
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A.	1、2、3のみ

B.	1、2、4のみ

C.	1、3、4のみ

D.	2、3、4のみ

23.…FATFの40の勧告では、各国は何をすべきであると述べられていますか。
A.	無記名株式、また、無記名株式を発行できる法人を許可すべきではない

B.	STR（疑わしい取引の届出）、起訴および有罪判決、凍結資産、差押え資産、および没

収資産、刑事共助（ただし、その他協力への国際要請は除く）に関する統計を収集する

C.	銀行およびその他の金融機関、仲介業者に、最低金額を設定せずに通貨取引を報告する

ようなシステムの実現性を検討する

D.	実態のない銀行（シェルバンク）の設立もしくは、その業務の継続を容認すべきではな

い

24.…金融機関に対して口座の情報と記録を求める、政府当局の召喚令状もしくは同様の法的書
類を受領する場合、金融機関がまず行うべきことは何ですか。
A.	法的書類を点検し、当局に120時間以内に回答する

B.	該当する口座保有者に関するすべての口座情報について調査する

C.	可能であれば、疑わしい取引の届出を提出する

D.	自社の法律顧問に連絡する

25.…下記のうち、2001年6月13日にエグモント・グループによって発表されたマネー・ロー
ンダリングの事件に関する資金情報機関（Financial… Intelligence…Unit：FIU）間の情
報交換に関する原則で、述べられているものはどれですか。
A.	情報共有の合意が、エグモント・グループのモデルに従って作成されること

B.	NCCT国に関する場合、情報共有の合意は個別の問題に対しケース・バイ・ケースの解

決策の余地を禁じていること

C.	FIU間の情報共有は、特定の要請もしくは提供目的に関してのみ行われること

D.	要請元のFIUは、開示元のFIUの事前の同意なしで、共有情報を行政上の目的に利用で

きること
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解答

1,…A… 14.…A
2.…B… 15.…C
3.…A… 16.…A
4.…C… 17.…D
5.…A… 18.…B
6.…D… 19.…B
7.…C… 20.…B
8.…B… 21.…A
9.…B… 22.…C
10.…C… 23.…D
11.…A… 24.…D
12.…C… 25.…C
13.…D
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A
Account Monitoring Order

口座モニタリング命令
嫌疑をかけられている口座に関する一定期間内の取引情報の提出を金融機関に求める、英国等、一
部の国における政府命令。
In the United Kingdom and several other countries, an order from a government 
authority requiring a financial institution to provide transaction information on a suspect 
account for a specified time period.  

Affidavit

宣誓供述書
裁判所職員、公証人、もしくは他の法執行権限を有する者の面前で、宣誓の下に提出される供述
書。一般的に、捜索、逮捕、もしくは差押え令状の申請に対する事実の裏付けとして使用される。
A written statement given under oath before an officer of the court, notary public, or 
other authorized person. It is commonly used as the factual basis for an application for 
a search, arrest or seizure warrant.

Alternative remittance system

代替的送金システム
地下銀行もしくは非公式な価値移転システム（Informal Value Transfer System：IVTS）。中東、
アフリカ、もしくはアジア諸国の民族グループとの関連が強い。一般に、公式に存在する銀行システ
ム外での国境を越える資金の移動に用いられる。送金業者は、（普通の商品を扱うような）一般の
商店の場合があり、相手国の外国送金業者と取り決めをしている。通常、通貨の物理的移動がな
く、本人確認および記録保存に関する手続きがない。コード化された情報が、短信、クーリエ便、
手紙、もしくはファックスによって伝達された後、電話確認が行われて、送金が行われる。ID番号
が記載された書類があればどのようなものでも、相手国で受取人は現金を受領できる。このシステ
ムは、ハワラ（ウルドゥー語で“照会”の意味）、フンディ（ヒンディー語で“信頼”の意味）、チティ・
バンキング（システムの仕組みを指す）、チョップ・ショップ・バンキング（中国）、ポーエイ・クアン
（タイ）等、各国において様 な々名称で呼ばれる。
Underground banking or informal value transfer system. Often associated with ethnic 
groups from the Middle East, Africa or Asia, and commonly involves the transfer of 
values among countries outside of the formal banking system. The remittance entity 
can be an ordinary shop selling goods that has an arrangement with a correspondent 
business in another country. There is usually no physical movement of currency and 
a lack of formality in regard to verification and record-keeping. The money transfer 
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takes place by coded information that is passed through chits, couriers, letters or faxes, 
followed by telephone confirmations. Almost any document that carries an identifiable 
number can be used by the receiver to pick up the values in the other country. The 
systems are referred to by different names depending upon the country: Hawala (an 
Urdi word meaning “reference”), Hundi (a Hindi word meaning “trust”), Chiti banking 
(referring to the way the system operates), Chop Shop banking (China), and Poey Kuan 
(Thailand).

Anti-Money Laundering International Database (AMLID)

マネー・ローンダリング対策国際データベース（AMLID）
マネー・ローンダリングの法律および規制に関する分析の要約。国内法および国際協力における一
般的なAML管理措置、および国内の連絡先と関係当局についての情報が含まれている。安全で多
言語のデータベースであり、法域（司法権の異なる国や地域）をまたがる活動に従事する法執行官
にとって重要な参考情報である。www.imolin.orgを参照。
A compendium of analyses of money laundering laws and regulations, including two 
general classes of money laundering control measures—domestic laws and international 
cooperation—as well as information on national contacts and authorities. A secure, 
multilingual database, AMLID is an important reference tool for law enforcement officers 
involved in cross-jurisdictional work. See www.imolin.org.

Anti-Money Laundering Program

マネー・ローンダリング対策プログラム
マネー・ローンダリング・コンプライアンス・プログラムを参照。
See Money Laundering Compliance Program.

Arrest Warrant

逮捕令状
法執行官に対して、ある特定の人物を逮捕および拘留し、訴状に対する答弁または法廷出頭を求め
る指示を出す裁判所命令。
Court order directing a law enforcement officer to seize and detain a particular person 
and require them to provide an answer to a complaint or otherwise appear in court.

Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG

アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ
アジア太平洋における法域（司法権の異なる国や地域）によって構成される金融活動作業部会
（Financial Action Task Force：FATF）型の地域体。www.apgml.orgを参照。
A Financial Action Task Force (FATF)-style regional body consisting of jurisdictions in 
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the Asia/Pacific Region. See www.apgml.org.

Asset Manager

アセット・マネージャー
会社や信託による契約によって投資計画管理を任命された人物。投資計画は売買一任勘定の場合
もあれば、契約によって制約される場合もある。マネージャーの報酬は実績、売買手数料、または
管理資産の評価額の比率（%）にもとづいている。高い報酬や所有者および受益者との密接な関係
は、疑わしい取引の届出義務とクライアントへの信任義務において、利益相反を招く恐れがある。
A person appointed through a written contract by a company or trust to direct the 
entity’s investment program. The program can be a fully discretionary account, or 
the contract can impose limitations on it. Fees to the asset manager can be based on 
performance achieved, trading commissions or a percentage of the valuation of the 
estate under his or her management. High fees and a close relationship with the owners 
or beneficiaries can expose the asset manager to potential conflicts between a duty to 
report unusual or suspicious activity and the fiduciary duty to the client. 

Asset Protection

資産保全
（債権者から）資産の所有権を保護するために、資産の保有形態の再編成等を行うプロセスを指
す。また、他の法域（司法権の異なる国や地域）の課税に対する資産保全対策として、タックス・
プランナーに使われることもある。
A process that includes reorganizing how assets are held so as to make them less 
vulnerable should a claim be made against a person. Asset protection is also a term used 
by tax planners for measures taken to protect assets from taxation in other jurisdictions. 

Asset Protection Trusts (APT)

資産保護信託（APT）
債権者から資産を保護することを主な目的とする取消不能な信託の一種。通常はオフショアに設立
（設置）される。資産に対する権原は受託者が任命する人物に移される。資産保護の目的と課
税中立性を有し、最終的に受益者保護の機能を果たす。海外受託者にとって、米国の裁判所命令
に従うことなく、また信託資産を脅かす訴訟への対応として信託を別の法域（司法権の異なる国や
地域）に簡単に移すことができるという利点が強調されることもある（これを“フライング・トラスト”
（Flying Trust）という）。
A special form of irrevocable trust usually created (i.e. settled) offshore for the principal 
purposes of preserving and protecting part of one’s wealth from creditors. Title to the 
asset is transferred to a person named the trustee. APTs are generally used for asset 
protection and are usually tax neutral. Their ultimate function is to provide for the 
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beneficiaries. Some proponents advertise APTs as allowing foreign trustees to ignore U.S. 
court orders and to simply transfer the trust to another jurisdiction in response to legal 
action threatening the trust’s assets (so-called “flying trusts”). 

Automated Clearing House

自動決済システム（ACH）
バッチによって膨大な入出金取引を処理するエレクトロニック・バンキング・ネットワーク。ACHクレ
ジット決済は、口座振り込みによる給与払込や契約先およびベンダーへの支払いを含む。ACHデビッ
ト決済は、保険料や住宅ローン等の消費者関連の支払いを含む。このシステムは決済日より前に予
め出された大量の送金指図に使われることが多い（例えば、大企業の給与等）。政府および民間部
門両方で利用される。ACHによる支払は少額、反復的、および大手企業による大量のものがほとん
どであり、マネー・ローンダリングには有効な手段ではない。
An electronic banking network that processes large volumes of both credit and debit 
transactions that originate in batches. ACH credit transfers include direct deposit 
payroll payments and payments to contractors and vendors. ACH debit transfers 
include consumer payments on insurance premiums, mortgage loans and other kinds 
of expenses. The system is used for bulk orders made days in advance—for example, a 
large corporation’s entire payroll. Both governments and commercial sectors can utilize 
the ACH system. ACH payments are commonly small, recurring and submitted in bulk 
by well-established users, and are not practical for money laundering. 

B
Bank Draft

銀行為替手形
有力な金融機関を支払人として振り出される信用性の高い国際的な通貨代替物（Monetary 
Instrument）であるため、マネー・ローンダリングに利用されやすい。また提示により、そして外国
にある発行金融機関の口座で現金支払が可能であることも利用されやすい原因である。
Vulnerable to money laundering because it represents a reputable international 
monetary instrument drawn on a reputable institution, and is often made payable—in 
cash—upon presentation and at the issuing institution’s account in another country. 

Bank for International Settlement(BIS)

国際決済銀行（BIS）
中央銀行のための銀行としての機能を果たす国際機関であり、世界経済の安定化のために
通貨や金融面での国際協力を推進する。バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on 
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Banking Supervision：BCBS）の事務局の役割も果たす。同委員会は顧客確認（Know Your 
Customer：KYC）に関する問題についての広範な監督基準とガイドラインを策定した。www.bis.
orgを参照。
An international organization that serves as a bank for central banks and which fosters 
international monetary and financial cooperation with the purpose of attaining stability 
in the world economy. It hosts the Secretariat of the Basel Committee on Banking 
Supervision. The Committee has formulated broad supervisory standards and guidelines 
on Know Your Customer issues. See www.bis.org.

Bank Secrecy

銀行秘密
銀行が口座保有者の許可なく口座の情報（その存在も含め）を開示することを禁止する法律および
規制を指す。国境を超えた金融機関と監督当局間の情報の流れを妨げる。2003年FATFの40の勧
告の第4条では、各国は、金融機関の銀行秘密に関する法律が、FATFの40の勧告の履行を妨げな
いようにする必要がある、と述べている。
Refers to laws and regulations in countries that prohibit banks from disclosing 
information about an account—or even revealing its existence—without the consent 
of the account holder. Impedes the flow of information across national borders among 
financial institutions and their supervisors. Article 4 of the FATF’s 40 Recommendations 
of 2003 states that countries should ensure that financial institutions’ secrecy laws do 
not inhibit implementation of the FATF Recommendations.

Bank Secrecy Act (BSA)

銀行秘密法（BSA）
1970年に制定された重要な米国マネー・ローンダリング対策法（合衆国法典第31編第5311−
5355条）。2001年米国愛国者法により修正。金融機関やその他の多くの事業者に対して、様々な
金融取引の報告および記録保管の要件等、マネー・ローンダリング対策に関する措置を義務付けて
いる。
The primary U.S. anti-money laundering regulatory statute (Title 31, U.S. Code Sections 
5311-5355) enacted in 1970 and most notably amended by the USA Patriot Act in 2001. 
Among other measures, it imposes money laundering controls on financial institutions 
and many other businesses including the requirement to report and keep records of 
various financial transactions.

BSA Compliance Program

銀行秘密法（BSA）コンプライアンス・プログラム 
マネー・ローンダリングや関連する金融犯罪の規制を目的とし、米国を拠点とする（銀行秘密法に
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よって定義される）金融機関に対して、設置・導入が求められるプログラム。プログラムの構成は、
最低限でも、内部ポリシー、手続き、および統制の構築、コンプライアンス担当者の任命、継続的
な従業者トレーニング・プログラム、プログラムを検証するための独立した監査機能、を含まなけれ
ばならない。
A program that U.S.-based financial institutions—as defined by the Bank Secrecy 
Act—are required to establish and implement in order to control money laundering 
and related financial crimes. The program’s components include at a minimum: 
The development of internal policies, procedures and controls; the designation of a 
compliance officer; an ongoing employee training program; and an independent audit 
function to test the program.

Bare Trust

ベア信託
ドライ信託、公式な信託、無償信託、受動信託、もしくは単純信託とも呼ばれる。受託者には、要
請時に受益者に信託財産を引き渡す以外は、義務がない。最終的な受益者が不明なためマネー・
ローンダリングの目的で利用されやすい。
Also known as a dry, formal, naked, passive, or simple trust, in which the trustees have 
no duties other than to convey the trust property to beneficiaries when called upon 
to do so. Bare trusts are vulnerable to money laundering, since the final beneficiary is 
unknown.

Basel CDD Paper

バーゼルCDDペーパー（「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」の文書）
2001年10月にバーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision：BCBS）
によって発行された顧客管理に関するガイダンス・ペーパー。銀行の安全性および健全性、そして銀
行システムの完全性を守るために重要となる適切な顧客確認（Know Your Customer：KYC）のポ
リシーおよび手続き等が示されている。www.bis.org/bcbsを参照。
A guidance paper on customer due diligence for banks issued by the Basel Committee 
on Banking Supervision (BCBS) in October 2001. The paper includes sound Know 
Your Customer policies and procedures that according to the Committee are critical to 
protecting the safety and soundness of banks and the integrity of banking systems. See 
www.bis.org/bcbs.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

バーゼル銀行監督委員会（BCBS）
バーゼル委員会は、健全な監督基準を世界的に推進する目的で、1974年にG10中央銀行総裁によっ
て設立された。委員会の委員長は、スイスのバーゼルに拠点を置く国際決済銀行によって任命され
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る。銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）、KYCに関わる連結ベースでのリスク管
理、テロ資金供与対策のための法域（司法権の異なる国や地域）間における取引記録の共有等、
様 な々ガイドラインを発表している。www.bis.org/bcbsを参照。
The Basel Committee was established by the G-10’s central bank of governors in 1974 
to promote sound supervisory standards worldwide. Its secretariat is appointed by the 
Bank for International Settlements in Basel, Switzerland. It has issued, among others, 
papers on Customer Due Diligence for Banks, Consolidated KYC Risk Management, and 
Sharing of financial records among jurisdictions in connection with the fight against 
terrorist financing. See www.bis.org/bcbs. 

Batch Processing

バッチ処理
データ処理およびデータ伝送の一種で、関連する取引をグループ化して処理する。通常は、同一コン
ピューターの同一アプリケーションによって処理される。
A type of data processing and data communications transmission in which related 
transactions are grouped together and transmitted for processing, usually by the same 
computer and under the same application.

Batch Transfer

バッチ転送 
同じ金融機関に送られる多くの電信送金をまとめて転送すること（最終的には異なる人物に向けられ
る）。
Transfer comprising a number of individual wire transfers that are sent to the same 
financial institution, and which may be ultimately intended for different persons.

Bearer Form

無記名式 
株券、株式名義書替、あるいはその他の書類に関するもの。指定された投資や預金の売却、譲
渡、解約、および申込等を、書面による指示無しで行うことが可能な方式。
In relation to a certificate, share transfer or other document, a bearer form enables a 
designated investment or deposit to be sold, transferred, surrendered or addressed in 
any other way without the need to obtain further written instructions.

Bearer Negotiable Instrument

無記名流通証券
無記名式の通貨代替物（Monetary Instrument）。例えば、トラベラーズ・チェック、流通証券
（小切手、約束手形、およびマネー・オーダー（Money Order）等）で無記名式、制限なく



7 章 マネー・ローンダリング対策に関する用語集

219

裏書きされたもの、架空の受取人宛に振り出されたもの、または引渡しにより所有権が移転される
もの、もしくは不完全な署名の有価証券（小切手、約束手形、およびマネー・オーダー（Money 
Order）を含む）で受取人の名前が記載されていないものが含まれる。
Include monetary instruments in bearer form such as: travelers checks; negotiable 
instruments (including checks, promissory notes, and money orders) that are either 
in bearer form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or are 
otherwise in such form that title thereto passes upon delivery; incomplete signed 
instruments (including checks, promissory notes, and money orders), with the payee’s 
name omitted. 

Bearer Share

無記名株式 
無記名株券の物理的占有者・所持人に所有権を与える流通証券。
Negotiable instruments that accord ownership in a corporation to the person who is in 
physical possession of the bearer share certificate. 

Bearer Share Certificate

無記名株券 
特定の人物もしくは団体宛ではなく、持参人宛（無記名）で発行された流通株券。
A negotiable corporate share certificate made out to “Bearer” and not in the name of an 
individual or organization.

Benami Account,

ベナミ口座  
名義人口座とも呼ばれる。インド亜大陸のハワラ地下銀行システムと関連があり、本人に代わって別の
人物や団体に所有される。ハワラ・ディーラーを通じて別の法域（司法権の異なる国や地域）に送金
する際、ベナミ口座またはベナミ取引により、自身（送金人）や受取人の身元を偽ることができる。
Also called a nominee account. Held by one person or entity on behalf of another or 
others, Benami accounts are associated with the hawala underground banking system of 
the Indian subcontinent. A person in one jurisdiction seeking to move funds through a 
hawaladar to another jurisdiction may use a Benami account or Benami transaction to 
disguise his/her true identity or the identity of the recipient of the funds. 

Beneficial Owner

真の受益者
最終的な所有者となる、または顧客を支配する自然人、あるいは、取引を代理人に委託する者を指
す。法人や法的取り決めに対して、最終的な実質支配権を有する者も含まれる。
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The natural person who ultimately owns or controls a customer and/or the person on 
whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who 
exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

Beneficiary

受益者 
（公益信託もしくは法定信託以外の）すべての信託には、委託者を含む受益者が指定される。“永続
期間”という最長期限が設けられ、最長100年まで延長可能。また、最終的に確認可能な受益者が
必要だが、未定義の現存する受益者を指定することもできる。さらに“累積期間”といって、ある特定
の者が満期に収益もしくは元本への権利を与えられるまで、信託は権利対象のみを持つことが許され
る。累積期間は永続期間と共に延長可能であり、信託証書では、“信託期間”と呼ばれる。
All trusts (other than charitable or statutory-permitted non-charitable trusts) must have 
beneficiaries, which may include the settlor. Trusts must also include a maximum time 
frame, known as the “perpetuity period,” which normally extends up to 100 years. 
While trusts must always have some ultimately ascertainable beneficiary, they may have 
no defined existing beneficiaries. Trusts may only have objects of a power until some 
person becomes entitled as beneficiary to income or capital on the expiry of a defined 
period, known as the “accumulation period.” The latter period is normally co-extensive 
with the trust perpetuity period, which is usually referred to in the trust deed as the “trust 
period”.

Biometrics

生体認証  
人物を識別する特徴を特定する科学技術。指紋、音声、および虹彩認証は、従来の署名式認証の普
及を上回る可能性がある。一部の金融機関では生体認証を使って顧客の本人確認が行われている。顧
客の本人確認に関する法規制により、金融機関においては生体認証がさらに普及度を高めている。
The science of identifying features that distinguish one person from another. 
Fingerprinting, voice recognition and iris (eye) scans are three forms of biometrics 
technology that may some day render pen-to-paper signatures outdated. Certain 
institutions use biometrics to verify the identity of their customers. With the advent 
of customer identification regulations, biometric tools may become more common in 
financial institutions.

Black Market Peso Exchange (BMPE)

闇ペソ交換システム（BMPE）
コロンビア麻薬カルテルの主流かつ好まれるマネー・ローンダリングの手口。米国での不法な活動に
由来する資金を、ペソ・ブローカーが外国の犯罪者から購入し、ブローカーが開設した米国の銀行
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口座に入金されることが多い。ブローカーは、米国の製品やサービスの購入にドルを必要とする合法
的な事業者に、当該口座宛の小切手や電信送金を通じて、入金されたドルを売る。
The principal and preferred money laundering method of the Colombian drug cartels. 
Money derived from illegal activity in the U.S. is purchased by “peso brokers” from 
criminals in other countries and often deposited in U.S. bank accounts that the broker 
has established. The brokers sell checks and wire transfers drawn on those accounts to 
legitimate businesses that use them to purchase goods and services in the U.S.

Blank Check Company

白地小切手会社　
リバース・マージャー（逆買収）によって公開株を発行しようとする非公開企業が、上場に伴う高い
費用を避けるために使用する会社の一種。通常、資産や事業活動の実態はなく、事業計画や専門
の経営者が欠如している。
A type of company designed to be used by private corporations intending to issue 
publicly traded shares through “reverse mergers” without the high expenses involved 
in making their own initial public offering. Blank check companies often have few 
assets, engage in little business activity, and have no business plan or experienced 
management. 

Bookmaker

胴元 
ギャンブル産業において株式仲買人に似た役割を果たす。手数料ベースで、賭けをする人の金を預か
る。マネー・ローンダラーは、顧客に資金を提供して儲けようとする場合があり（通常、儲けの価値
の7−10％を取る）、胴元はマネー・ローンダリングに利用されやすい。ローンダラーは、その後、合
法な金を胴元から回収する。
Plays a comparable role to that of a stockbroker, but in the gambling industry. For a 
fee, a bookmaker holds money for a person who gambles. Bookmakers are vulnerable 
to money laundering, since launderers may offer their customers money for winning 
betting slips, often 7 to 10 percent above the value of the winnings. The launderer then 
collects clean money from the bookmaker.  

Branch

支店、支社  
ある金融機関に法的に従属し、その金融機関の一部またはすべての取引を行う拠点。
A place of business that forms a legally dependent part of a financial institution and 
carries out directly all or some of the transactions inherent in the business of that 
financial institution.
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Bureau de Change

両替所
両替所（Exchange Office）またはカサ・デ・カンビオ（Casa de Cambio）とも呼ばれる。外貨
両替および少額紙幣から高額紙幣への交換、トラベラーズ・チェック、マネー・オーダー（Money 
Order）、および個人小切手等の金融商品の取引、電信為替取引等マネー・ローンダラーにとって
魅力的なサービスを提供する。一部の国では、伝統的な金融機関と比べマネー・ローンダリングの
対象としての検査が厳しくない場合がある。また、大抵の顧客が一見客であり“顧客確認”の実施が
難しい。
Also called “casa de cambio” or “exchange office,” a bureau de change offers a range of 
services that are attractive to money launderers: Currency exchange and consolidation 
of small denomination bank notes into larger ones; exchange of financial instruments 
such as travelers checks, money orders and personal checks; and telegraphic transfer 
facilities. In some countries such businesses are not as heavily scrutinized for money 
laundering as are traditional financial institutions. Also, their customers are often 
occasional, making it more difficult for these businesses to “know their customers.”

Bust-out

偽装倒産
不正に、与信を取得または増額し、与信や商品の支払を逃れるスキーム。一般的に、偽装倒産組
織は、盗難もしくは不正に入手したクレジット・カードによる支払を承認する架空企業またはフロント
企業を運営する。犯罪者は、不正に入手したクレジット・カードやその番号を、クレジット・カード
用端末に通すが、実際には、商品やサービスの購入の裏づけがない、もしくは、盗難品や非認可品
が提供されるのである。何も知らないクレジット・カード会社は、フロント企業の口座に入金する。取
引が取り消される前に、犯罪者は口座から資金を移動する。一方、スキームの一端を担うカード保
有者は“購入”に対する支払いを拒否する。彼らは、偽造あるいは盗難の身分証明書でクレジット・
カードをつくったか、さもなくば存在しない。偽装倒産スキームは、会社や資産の実質的な価値以上
の貸付を確保した後、その資金を持ち去り、貸手を締め出して多大な損失を与える、大型の倒産詐
欺を行う手段としてよく利用される手口である。
A scheme in which the use or extension of credit is obtained and increased fraudulently 
and the perpetrators avoid having to pay back the illegally obtained credit or goods. 
Typically, a bust-out ring will operate a shell or front business that accepts credit 
purchases on stolen or fraudulently obtained credit cards. The criminals run the cards or 
numbers through credit card terminals but either do not provide any goods or services 
or provide stolen or non-licensed goods. The innocent credit card company credits the 
account of the front business. Before the transactions can be reversed, the criminals 
have moved the funds from the accounts of the front business. The cardholders who 
knowingly participate in these bust-out schemes generally refuse to pay the credit 
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card companies for their “purchases.” These people have either obtained cards with 
fraudulent or stolen identification or otherwise cannot be found. Bust-out schemes have 
been very popular in creating large bankruptcy frauds in which business entities secure 
increasing loans in excess of the actual value of the company or property and then run 
with the money, leaving the lender to foreclose and take a substantial loss. 

C
Cardholder

カード保有者
金融取引に使用されるカードの発行先の人物、もしくは、そのカードの使用権を持つ別の人物。
Person to whom a financial transaction card is issued, or an additional person 
authorized to use the card.

Caribbean Financial Action Task Force(CFATF)

カリブ金融活動作業部会（CFATF）
金融活動作業部会（FATF）型地域体で、アルバ、バハマ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、
ジャマイカ等のカリブ諸国によって構成される。www.cfatf.orgを参照。
A FATF-style regional body comprising Caribbean states, including Aruba, the Bahamas, 
the British Virgin Islands, the Cayman Islands and Jamaica. See www.cfatf.org.

Casa de Cambio

カサ・デ・カンビオ
両替所（Bureau de Change）参照。
See Bureau de Change. 

Cash-based Business

現金ベースのビジネス 
顧客が、提供される商品やサービスに対して、現金を支払う商売を指す（レストラン、宅配ピザ、タ
クシー会社、コイン式機械、洗車場等）。一部のマネー・ローンダラーは現金ベースのビジネスを経
営または利用し、不正に得た資金と合法に得た現金を混蔵する。
Any business in which customers usually pay with cash for the products or services 
provided, such as restaurants, pizza delivery services, taxi firms, coin-operated machines 
or car washes. Some money launderers run or use cash-based businesses to commingle 
illegally obtained funds with cash actually generated by the business. 
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Cash Collateralized Loan

現金担保貸付 
プライベート・バンキングの顧客に提供される現金預金を貸付の担保として受け入れる貸出。現金預
金は別の法域（司法権の異なる国や地域）に存在する場合もある。
Often extended to private banking customers, a cash collateralized loan accepts cash 
deposits as the loan’s collateral. The cash deposits can sometimes reside in another 
jurisdiction.

Cash Deposits

現金預金  
金融機関の口座に置かれるお金。犯罪者は金融機関の口座へ預金することで現金を非現金化する
等、“プレイスメント段階”において、マネー・ローンダリングに悪用されやすい。
Sums of money placed in a financial institution’s accounts. Vulnerable to money 
laundering in the “placement phase,” as criminals move their cash into the non-cash 
economy by making deposits into accounts at financial institutions.

Cashier’s Check

銀行小切手 
現金で購入される通貨代替物（Monetary Instrument）。マネー・ローンダリングの目的で使われ
る場合には、銀行や信用組合等信頼性の高い金融機関を支払人として振り出される。
Common monetary instrument usually purchased for cash. Used for laundering 
purposes, cashier’s checks provide an instrument drawn on a reputable institution such 
as a bank or credit union.
 

CDD

CDD
顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）を参照。
See Customer Due Diligence.

CDPC

CDPC
欧州評議会の犯罪問題委員会。CDPCの小委員会はMONEYVAL（旧PC-R-EV）で、FATFに加
盟していない欧州諸国におけるマネー・ローンダリング対策の規制評価の専門家によって構成される
特別委員会。
European Committee on Crime Problems of the Council of Europe. A subcommittee 
of the CDPC is MONEYVAL, formerly PC-R-EV, the select committee of experts on 
the evaluation of anti-money laundering measures in European countries that are not 
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members of the FATF. 

Certification

証明
米国愛国者法において、様々な状況で米国規制当局が使用する正式な書面上の表明。正式な認可
を受けた代表によって署名され、シェル・バンクとの取引がないと表明した銀行の声明書を含む（米
国愛国者法第313 ／ 319条）。また、米国愛国者法第314（a）において、金融機関に求める情報
がマネー・ローンダリングやテロに関連していると示した米国連邦捜査員による証明書もある。
A formal assertion in writing which, under the USA Patriot Act, is used by U.S. 
regulators in different contexts, including a written statement by a respondent bank 
signed by its duly authorized representative certifying that the bank does not do 
business with shell banks (under Section 313/319 of the USA Patriot Act). It can also 
be a written representation provided by a U.S. federal agent stating that the matter for 
which he or she is seeking information from financial institutions under Sec. 314(a) of 
the USA Patriot Act regulations is linked to money laundering or terrorism.

Chain Referral Scheme

マルチ商法スキーム 
ピラミッド販売スキームを参照。
See Pyramid Scheme.

Chiti Banking

チティ・バンキング
代替的送金システムを参照。
See Alternative Remittance System.

Chop Shop Banking

チョップ・ショップ・バンキング
代替的送金システムを参照。
See Alternative Remittance System.

CICAD

全米麻薬濫用取締委員会（CICAD）
米州機構の全米麻薬濫用取締委員会を参照。
See Organization of American States—Inter-American Drug Abuse Control Commission.
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Clearing Account

クリアリング口座
“オムニバス口座”および“集中口座”とも呼ばれる。金融機関自身の名義で所有され、資金元を個人
別に識別せずに資金の処理や決済を行い、主に内部業務や銀行間取引の目的で用いられる。2001
年米国愛国者法では顧客取引においてこうした口座の使用を禁止している。
Also called an “omnibus” or “concentration account.” Held by a financial institution 
in its name, a clearing account is used primarily for internal administrative or bank-to-
bank transactions in which funds are transmitted and commingled without personally 
identifying the originators. The USA Patriot Act of 2001 prohibits the use of such 
accounts for customer transactions.

Collection Account

コレクション口座
海外からの移民者により居住先の1つの口座に少額かつ複数の資金元からの金が預けられ、資金元
の証明書無しに母国に移される。一部のアジアもしくはアフリカの民族グループが、マネー・ローンダ
リングの目的でコレクション口座を利用する場合がある。
Immigrants from foreign countries deposit many small amounts of currency into one 
account where they reside, and the collected sum is transferred to an account in their 
home country without documentation of the sources of the funds. Certain ethnic groups 
from Asia or Africa may use collection accounts to launder money.

Collective Knowledge

集合的な認識
特定の事柄、顧客、もしくは口座について、金融機関の取締役、役員、および従業者が別々に有す
る知識の総和を指す。集合的な認識という概念は、コンプライアンスに関する企業責任やコンプライ
アンスの不履行における責任を意味するものとして使われる。そのため、マネー・ローンダリング対策
における集中型意思決定が大変重要になる。企業哲学が権限委譲であるか分権型であるかにかかわ
らず、記録の集中管理や、レビューされる取引および整備される管理措置の個々の在り方について一
貫した一律の意思決定を求められる。
The sum of the knowledge held separately by a financial institution’s directors, officers 
and employees regarding a certain issue, customer or account. The notion of collective 
knowledge can be used to suggest corporate responsibility for compliance and liability 
for non-compliance. For that reason, centralized decisions regarding money laundering 
controls in an institution are vital. Whether or not the company philosophy is one 
of empowerment or decentralization, the institution will be expected to maintain 
centralized records and make consistent, uniform decisions on the individual merits of 
transactions reviewed and controls put in place. 
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Commission Rogatoire

嘱託書（Commission Rogatoire）｛しょくたく しょ｝
海外の法域（司法権の異なる国や地域）からの証拠を必要とする際に、ある国の中央当局から別の
中央当局に送られる法律もしくは司法上の援助を求める要請書。一般的には、要請の性質、要請
元の国における関連する刑事責任、要請作成に関する規定、求められる情報について明記されてい
る。Also known as letters rogatory, commission rogatoires are written requests for legal 
or judicial assistance sent by the central authority of one country to the central authority 
of another when seeking evidence from the foreign jurisdiction. The letter typically 
specifies the nature of the request, the relevant criminal charges in the requesting 
country, the legal provision under which the request is made, and the information 
sought. 

Concentration Account

集中口座
クリアリング口座を参照。
See Clearing Account. 

Concentration Risk

集中リスク 
一般的に、銀行に対する顧客の返済義務が果たされないことに起因する財務損失のリスク。監督当
局はまず主に貸借対照表の資産側に関連する集中リスクに注意を払う。通常、監督当局は銀行に対
して、信用の集中を特定するために必要となる情報システムの構築以外に、銀行がある特定の融資
先単体あるいは関連する融資先グループに対してのエクスポージャーを抑えるための制限を設けること
を求める。（顧客確認（Know Your Customer：KYC）のポリシーを通じて）顧客の正体や、他
の顧客との関係を知ること無しには、銀行は集中リスクを測ることができない（特に関連した取引相
手や関連貸付において重要）。一方、負債側において、集中リスクは資金調達リスクに関連するが、
それは特に、銀行の流動性を損なう恐れのある大口の預金者による早期または急な資金の引き出しで
ある。
In general, the risk of financial loss that results from the failure of customers to 
honor their credit obligations to a bank. Supervisory concern about concentration 
risk primarily applies to the assets side of the balance sheet. As a common practice, 
supervisors not only require banks to have information systems to identify credit 
concentrations, but often also set limits to restrict bank exposure to single borrowers or 
groups of related borrowers. Without knowing exactly who the customers are (through 
Know Your Customer policies) and their relationship with other customers, the bank is 
not able to measure its concentration risk, which is particularly relevant in the context 
of related counter-parties and connected lending. On the liabilities side concentration 
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risk is associated with funding risk, especially the risk of early and sudden withdrawal of 
funds by large depositors that could harm the bank’s liquidity. 

Confidentiality

機密性、守秘義務
公開や不正な閲覧から、ある特定の事実、データ、および情報を守ること。機密性は、米国や英国
をはじめとする様々な法域（司法権の異なる国や地域）において、疑わしい取引の届出を提出する
際に求められ、提出元の従業者は届出の提出について顧客に通知してはならない。別の言い方をす
ると、その法域における銀行秘密法に反し法執行機関や資金情報機関（Financial Intelligence 
Unit：FIU）へ情報を開示した際に、機密性は侵害される。
Keeping certain facts, data and information out of public or unauthorized view. In the 
U.S., U.K. and many other jurisdictions, confidentiality is required when filing suspicious 
transaction or activity reports — the filing institution’s employees cannot notify a 
customer that a report has been filed. In another context, a breach of confidentiality 
can occur when an institution discloses client information to enforcement agencies or a 
financial intelligence unit in violation of the jurisdiction’s bank secrecy laws.

Confiscation

没収
財産没収等、所管当局や法廷の命令による資金やその他資産の永久的剥奪を指す。没収は、ある
特定の資金もしくは資産の所有権を国に移転する司法もしくは行政上の手続きを通して行われる。
この移転において、没収された際にその資金もしくは資産の所有権を持っていた者は、原則としてそ
れらすべての権利を失うこととなる（没収命令は、通常、没収対象資産が法律に反する使用から派
生、または、そうした使用を目的とするものであるとした刑事上の有罪判決または裁判所命令に関連
する）。没収は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与への有効な対策をとるために求められる、
主要で極めて重要な手段である。刑事司法制度にとって、犯罪活動から得られた資金の追跡、凍
結、没収のための効率的かつ効果的な規定を定めることが重要である。刑事共助条約では、他の
法域（司法権の異なる国や地域）での刑事訴追に基づき別の法域での資産没収を行うことが認めら
れている。
Includes forfeiture where applicable, and means the permanent deprivation of funds 
or other assets by order of a competent authority or a court. Confiscation or forfeiture 
takes place through a judicial or administrative procedure that transfers the ownership 
of specified funds or other assets to the state. Upon transfer, the person(s) or entity(ies) 
that held an interest in the specified funds or other assets at the time of the confiscation 
or forfeiture lose all rights, in principle, to the confiscated or forfeited assets. (Confiscation 
or forfeiture orders are usually linked to a criminal conviction or a court decision 
whereby the confiscated or forfeited property is determined to have been derived from 
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or intended for use in a violation of the law.) Confiscation is a central strategic tool 
that is required in order to take effective action against money laundering and terrorist 
financing. It is crucial that criminal justice systems make provisions for efficient and 
effective methods of tracing, freezing and eventually confiscating proceeds of criminal 
activity. Mutual legal assistance treaties provide for confiscation of assets in one 
jurisdiction based upon prosecutions elsewhere.

Constructive/ Involuntary Trust Liability

法定信託／強制信託責任 
顧客以外に存在する財産の真の所有者を認識することを金融機関に課す受託者義務の要求。資金
の取扱いや送金が合法的所有者の利益を損なう場合、その金融機関は信託違反に問われる恐れが
ある。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストは、その資金が、詐欺や他の犯罪等、犯罪被害
者の資金もしくは資産の損失によるものであるとの疑いがある場合、特に配慮する必要がある。
The imposition of trustee obligations upon a financial institution deemed to “know” that 
property in its possession belongs to a person other than its client. A financial institution 
can face the risk of breach of trust if it handles or transfers the funds in a manner 
detrimental to the interests of the rightful owner. Anti-money laundering specialists 
should be especially vigilant when there is suspicion that funds may have been derived 
from a victim of crime, such as fraud or another crime resulting in a victim’s loss of 
funds or property.

Core Principles

コアとなる諸原則
バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision：BCBS）による実効的
な銀行監督のためのコアとなる諸原則、証券監督者国際機構による証券規制の目的と原則、保険監
督者国際機構による保険監督原則。
Core Principles for Effective Banking Supervision issued by the Basel Committee on 
Banking Supervision, the Objectives and Principles for Securities Regulation issued by 
the International Organization of Securities Commissions, and the Insurance Supervisory 
Principles issued by the International Association of Insurance Supervisors.

Corporate Vehicles

企業事業体
（FATF）の諮問文書では、以下のように定義されている。
１. 企業

a)  証券取引所で株式の取引がない非公開有限責任会社および公開有限責任会社
b) 国際事業会社および免除会社
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２. 信託
３. 基金（Foundation）
４. リミテッド・パートナーシップ（Limited Partnership）およびリミテッド・ライアビリティ・パー

トナーシップ（Limited Liability Partnership）
最終的な真の受益者および事業体の管理者の特定が困難なため、マネー・ローンダリングの目的で
利用されやすい。FATFは、2003年に改訂されたマネー・ローンダリングに関する40の勧告の、法
人および法的取り決めにおける顧客管理（勧告5）で、この様な事業体について特に注意を向けてい
る。
Defined in the Consultation Paper of the FATF as:
1. Corporations: 

(a) Private limited companies and public limited companies whose shares are not 
traded on a stock exchange. 

(b) International business companies/exempt companies.
2.  Trusts.
3.  Foundations.
4.  Limited partnerships and limited liability partnerships. 
Occasionally it is difficult to identify the persons who are the ultimate beneficial 
owners and controllers of corporate vehicles, which makes the vehicles vulnerable 
to money laundering. The FATF gives such vehicles special focus in the revised 40 
Recommendations on Money Laundering of 2003, under section CDD for legal persons 
and arrangements (Recommendation 5).

Correspondent Banking

コルレス・バンキング 
コルレス契約を結んだ銀行間で提供される銀行業務。大規模かつ国際的な銀行は通常世界中の何
千という銀行に対してコルレス銀行としての役割を果たす。コルレス先銀行は、キャッシュ・マネジメン
ト（様々な通貨での利子付口座等）、国際電信送金、小切手交換決済（クリアリング）サービス、
ペイヤブル・スルー口座および外国為替サービス等、様 な々サービスの提供を受ける。
The provision of banking services by one bank (the “correspondent bank”) to another 
bank (the “respondent bank”). Large international banks typically act as correspondents 
for thousands of other banks around the world. Respondent banks may be provided with 
a wide range of services, including cash management (e.g. interest-bearing accounts in 
a variety of currencies), international wire transfers of funds, check clearing services, 
payable-through accounts and foreign exchange services.
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Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds 

from Crime

犯罪収益の洗浄、捜索、押収、および没収に関する欧州評議会条約 
1990年9月に欧州評議会閣僚委員会によって承認された条約。すべての刑事犯罪に対して適用され
ることからウィーン条約より厳しいものとされる。この条約により、麻薬密売のみならずすべての重罪
に係るマネー・ローンダリング行為がマネー・ローンダリング事犯の対象に含まれることになった。
2005年5月に改正された条約が承認、署名された。
The Convention was adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 
September 1990, which addressed all types of criminal offenses and thereby has greater 
impact than the Vienna Convention. The offense of money laundering was extended 
to include money laundering associated with all serious offenses, not only with drug 
trafficking. In May 2005, a revised convention was adopted and opened for signature.

Counter-Terrorism Committee

（国連）テロ対策委員会
国連安全保障理事会決議1373号（2001）によって2001年に発足した国際連合委員会で、15ヶ国
の国連安全保障理事会理事国より構成される。委員会は、国連安全保障理事会決議1373号の実
施をモニタリングすると共に、加盟国のテロ対策取り組み強化を目標とする。
A United Nations Committee established in 2001 pursuant to Resolution 1373 (2001) 
concerning counter-terrorism, the CTC consists of all 15 Security Council members. The 
committee monitors the implementation of UN Security Council Resolution 1373, and 
aims to increase the capacity of member states to fight terrorism.

Credit Card

クレジット・カード
商品やサービスの購入およびキャッシングに使用される、信用限度額が付与されたプラスチックの
カード。カード保有者は、後で発行者から決済を請求される。犯罪収益を使ってクレジット・カード
決済が行われることで、マネー・ローンダリングに利用される。また別の方法では、不正に得た資金
でカードの先払い（Front-End Loading The Card）を行い、その後世界中の様々な通貨でATM
から引き出す場合もある。
A plastic card with a credit limit used to purchase goods and services and to obtain cash 
advances on credit. The cardholder is subsequently billed by the issuer for repayment of 
the credit extended. Credit cards may be used to launder money when payments of the 
amounts owed on the card are made with criminal money. Another money laundering 
method using a credit card involves front-end loading the card with dirty money, and 
then drawing out the money through ATM machines in various currencies around the 
world. 
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Credit Finance

信用貸付 
信用によって高額商品を購入し、その後犯罪収益によって信用貸付金を返済すること。犯罪者は信
用貸付による資金でヨット等の高額な資産を購入し、犯罪収益を使ってローンを現金で返済し、その
購入したヨットを売る、という工程を繰り返す。信用貸付を犯罪収益で返済することにより、信用を
利用して犯罪活動資金の調達を行うことができる。
The use of credit to buy pricey items, and the subsequent payment of the borrowed 
credit with criminal funds. The criminal borrows funds to purchase a high value asset 
such as a yacht, pays off the loan promptly by cash settlement using illegal proceeds, 
sells the boat and starts all over again. By paying the credit loans off with dirty money, 
money launderers can use credit to finance criminal activity. 

Criminal Proceed

犯罪収益
犯罪に加担することで、直接的および間接的に違法に手に入れた資産。
Any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of 
a crime.

Cross Border

国境を越えた
2カ国にまたがった組織間での活動を指す。
Used in the context of activities between organizations located in two countries.

Cross-Border Transfer 

国境を越えた資金移動
送金人と受取人がそれぞれ異なる法域（司法権の異なる国や地域）にいる場合に行われる電信送
金。また、国境を越えた資金移動は、国境を越えた要素が1つでもある場合の一連の電信送金を指
すこともある。
Any wire transfer in which the originator and beneficiary institutions are located in 
different jurisdictions. A cross-border transfer also refers to any chain of wire transfers 
that has at least one cross-border element.

Cuckoo Smurfing

カッコウ・スマーフィング
代替的送金システム関連のマネー・ローンダリングの一種で、犯罪により得られた資金が海外からの
正規の資金や支払いを受け取る予定のある一般人の口座を通して送金されるという手口。カッコウ・
スマーフィングという用語は最初に英国における捜査で使われ、そこでは重要なマネー・ローンダリン
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グの手口として知られている。
A form of money laundering linked to alternative remittance systems in which criminal 
funds are transferred through the accounts of unwitting persons who are expecting 
genuine funds or payments from overseas. The term cuckoo smurfing first originated in 
investigations in the U.K., where it is a significant money laundering technique.

Currency 

現金または通貨
交換の媒介として市場に出回っている銀行紙幣や硬貨。
Banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange.

Currency Smuggling

現金密輸
国境を越えた大量の現金の不法移動。大抵の場合、外国為替管理統制に欠け、銀行の守秘義務
が厳格で、また、それを検知するマネー・ローンダリングに関する法制が緩い国に集中する。
The illicit movement of large quantities of cash across borders, often into countries 
with no exchange controls or strict banking secrecy, as well as lax money laundering 
legislation geared toward detection. 

Currency Transaction Report (CTR)

通貨取引報告書（CTR）
通貨取引報告書とは、ある一定の金額のしきい値を超える金融取引を記録した報告書である。通貨
取引報告書は、1日の多様な通貨取引の合計が、その一定の金額に達するまたは上回る場合も提出
される。米国を含め特定の国では、通貨取引報告書は特定の条件下で政府機関に対して提出され
る必要がある。
A report that documents a financial transaction that exceeds a certain monetary 
threshold. A CTR can also be filed on multiple currency transactions that occur in one 
day that add up to or are greater than the required reporting amount. In some countries, 
including the U.S., currency transaction reports must be filed with government 
authorities under specific circumstances. 

Custodian

資産保管機関
他人もしくは他の法人のために、資産の管理と保管の責任を担う銀行、金融機関、またはその他の
団体。通常、資産保管機関（Custodian）は、管理対象の資産の能動的、積極的な管理を行うの
ではなく、受動的に資産を保全する。
A bank, financial institution or other entity that is responsible for managing or 
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administering the custody or safekeeping of assets for other persons or institutions. 
Typically, custodians are not active, aggressive managers of the assets in question, but 
instead passively conserve them.

Custody 

資産保管
顧客の投資もしくは資産の管理と保全。
The safeguarding and administration of clients’ investments or assets.

Customer Due Diligence (CDD)

顧客管理（CDD）
一般的に、デュー・デリジェンスとは、理性的な人が、他者との契約合意や取引を行う前に払うべき
適切な配慮のことである。制度化されたマネー・ローンダリング対策においては倫理およびプロフェ
ショナルとしての高いスタンダードを掲げ、銀行が、意図的であろうとなかろうと、犯罪分子に利用さ
れないような十分なポリシー、手法、手続きを実施することを意味する。また、デュー・デリジェンス
には、顧客の身元を証明だけでなく、顧客や口座の種類から通常想定される取引とそぐわない取引を
検知するための口座の動きのモニタリングも含まれる。
Generally, due diligence refers to the care a reasonable person should take before 
entering into an agreement or transaction with another party. In terms of institutional 
money laundering controls, it means implementing adequate policies, practices and 
procedures that promote high ethical and professional standards and prevent banks 
from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements. Due diligence 
includes not only establishing the identity of customers, but also monitoring account 
activity to determine those transactions that do not conform with the normal or 
expected transactions for that customer or type of account.

Customer Identification Program (CIP)

本人確認プログラム（CIP）
顧客の本人確認（身元を識別し確認すること）のための金融機関のポリシーおよび手続き。通常、
本人確認プログラムは、文書化され、取締役会が承認し、また、顧客への通知手続きが含まれてい
ることが必要である。
The policies and procedures of an institution that aim to identify and verify the identity 
of its customers. In general, the program must be in writing, have senior board approval 
and include procedures for customer notification. 
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Customer Information Order 

顧客情報提供命令
この命令により、すべての金融機関（もしくは対象とされた特定の銀行や他の金融機関）は、捜査
当局が容疑者の口座がどこにあるのかを特定することができるように、取調べの対象となる容疑者が
保有するすべての口座の詳細を提供する義務を負う。 
Requires all financial institutions—or a targeted sample of banks and other financial 
institutions—to provide the details of any accounts held by the person under 
investigation, thus enabling an investigator to find out where the suspect’s accounts are 
held.  

D
Debit Card

デビット・カード
金融機関により発行されるカード。口座名義人が、異なる場所またはビジネスにおいて支払い
や購入を行う際、既存の自身の口座から資金を引き落とすことができる。もし、金融の機密性
が高い国または地域の金融機関でカードが発行された場合、引き落とされた資金の出所に関す
る証拠がほとんど残っていないため、デビット・カードは犯罪収益を洗浄するための便利な手
段として認識されている。
A card issued by a financial institution that permits an account-holder to draw funds 
from a pre-existing account in his or her name for the purpose of paying obligations 
or for making purchases in other locations or businesses. Debit cards have been found 
to be convenient tools to launder criminal proceeds, especially if they are issued by 
financial institutions in secrecy havens, because they leave few, if any, traces of the 
debited sources of funds.

Debit Transaction

デビット取引
銀行カードにより、商品やサービスを購入したり、現金を引き出したりする取引。取引の後、カード
所有者の口座から相当額が自動的に引き落とされる。
A transaction that involves the use of a bankcard to purchase goods and services or to 
obtain cash. The transaction automatically debits the cardholder’s deposit account.

Designated Categories of Offense 

指定された犯罪類型
マネー・ローンダリングの起訴に繋がる可能性のある犯罪を列挙したリストで、2003年に改訂され
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たFATFの40の勧告で初めて発表された。各国は、犯罪やその要素を明確に定義付けることができ
る。多くの国では、どのような犯罪収益がマネー・ローンダリングの前提とされるのかを明確にしてお
らず、単純にすべての重罪が起訴の前提になりうるとしている。一方、米国等の国々では、マネー・
ローンダリングの起訴を進める上で、前提とされる犯罪を示した長文のリストを作成している。FATF
の定義では、指定範囲は次のとおりである。
■組織的犯罪集団への関与および集団的不当利得
■テロ資金供与を含むテロ行為
■人身売買および移民の不法入国
■児童に対するものも含む、性的搾取
■麻薬および向精神薬の不正取引
■武器の不正取引
■盗難品およびその他の商品の不正取引
■汚職および贈収賄
■詐欺
■通貨偽造
■製品の偽造および著作権侵害
■環境犯罪
■殺人および重大な傷害
■誘拐、不法拘束および人質を取る行為
■強盗もしくは窃盗
■密輸
■恐喝
■文書等の偽造
■海賊行為
■インサイダー取引および相場操縦
In its revised 40 Recommendations of 2003, the FATF issued for the first time a list 
of “designated categories of offense” that enumerates crimes that may lead to money 
laundering prosecutions. Each country may decide how it will define those offenses 
and their elements. Many nations do not specify which crime proceeds can serve as 
predicates for laundering prosecutions and merely state that all serious felonies may be 
predicates. Others, such as the U.S., specify long lists of crimes that must be present in 
order for a laundering prosecution to proceed. Under the FATF definition, the designated 
categories are:
■Participation in an organized criminal group and racketeering
■Terrorism, including terrorist financing
■Trafficking in human beings and migrant smuggling
■Sexual exploitation, including sexual exploitation of children
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■Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
■Illicit arms trafficking
■Illicit trafficking in stolen and other goods
■Corruption and bribery
■Fraud
■Counterfeiting currency
■Counterfeiting and piracy of products
■Environmental crime
■Murder, grievous bodily injury
■Kidnapping, illegal restraint, and hostage-taking
■Robbery or theft
■Smuggling
■Extortion
■Forgery
■Piracy
■Insider trading and market manipulation

Designated Non-Financial Businesses and Professions

指定非金融業者および職業専門家
FATFによれば、2003年に改訂された40の勧告への遵守義務を負う業者および業種は以下の通りで
ある。
１. カジノ（インターネット・カジノを含む）
２. 不動産業者
３. 貴金属商
４. 宝石商
５. 弁護士、公証人、その他独立法律専門家および会計士。これは、個人開業者と専門職事務所

のパートナーおよび従業者である専門家を指す。なお、他の職種の従業者である“内部の”専門
家、または、すでにマネー・ローンダリング対策に服している政府機関に勤務する専門家は含ま
れない。

６. 信託や企業関連のサービス・プロバイダー。本勧告に含まれていないが、業務として以下のい
ずれかのサービスを第三者に提供するすべての個人および事業者を指す。
■ 法人の設立の（仲介者）としての役目を務めること
■ 企業の取締役または秘書役、パートナーシップのパートナー、もしくは他の法人との関係で

これらと同様の役目を務めること（または他者がその役目を務めるように手配すること）
■ 登録事務所の提供や会社、もしくはパートナーシップまたはその他の法人もしくは法的取り

決めによる組織のために、登録事務所、事業上の住所、設備、通信手段、管理運営上の
住所を提供すること



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

238

■ 明示信託（Express Trust）の受託者としての役目を務めること（または他者がその役目を
務めるように手配すること）

■ 他人のために、名目上の株主の役目を務めること（または他者がその役目を務めるように手
配すること）

According to FATF, the following businesses must comply with its revised 40 
Recommendations of 2003:
1.  Casinos (including Internet casinos)
2.  Real estate agents
3.  Dealers in precious metals
4.  Dealers in precious stones
5.  Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants. Refers to 

sole practitioners, partners and employed professionals within professional firms. It 
is not meant to refer to “internal” professionals that are employees of other types of 
businesses, nor to professionals working for government agencies who may already 
be subject to measures that would combat money laundering.

6.  Trust and company service providers. Refers to all persons or businesses that are 
not covered elsewhere under the Recommendations, and which provide any of the 
following services to third parties:
■ Act as a formation agent of legal persons
■ Act as (or arrange for another person to act as) a director or secretary of a 

company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other 
legal persons

■ Provide a registered office, business address or accommodation, correspondence 
or administrative address for a company, a partnership or any other legal 
person or arrangement

■ Act as (or arrange for another person to act as) a trustee of an express trust
■ Act as (or arrange for another person to act as) a nominee shareholder for 

another person

Disclosure Order

開示命令
捜査に関係する情報を所持している個人に、質問に応じること、情報の提供、文書の提出等の義務
を課す書類。命令は、自身の資産が捜査対象とされる個人に限らず、金融機関等の第三者に対して
も行使できる。
A document that requires a person who has information relevant to an investigation to 
answer questions at an interview, provide information, or produce documentation. The 
order can be exercised not only against a person whose assets are under investigation, 
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but also against a third party, such as a financial institution

Domestic Transfer 

国内送金
送金人と受取人が同じ法域（司法権の異なる国や地域）にいる場合の電信送金。従って、国内送
金は、一連の電信送金が国内あるいは同じ法域のみで行われた場合を指す。これは、電信送信で使
われるシステムが国外あるいは法域外である場合でも同じことである。
Wire transfer in which the originator and beneficiary institutions are located in the same 
jurisdiction. A domestic transfer therefore refers to any chain of wire transfers that takes 
place entirely within the borders of a single jurisdiction, even though the system used to 
send the wire transfer may be located in another jurisdiction.

Downstream Correspondent Clearer

ダウン・ストリーム・コルレス・クリアラー
ある金融機関からコルレス・バンキングのサービスを受けるコルレス先が、同時に、自身のコルレス口
座と同じ通貨で他の金融機関にコルレス・バンキングのサービスを提供する場合の、その金融機関を
指す。
A correspondent banking client who receives correspondent banking services from one 
institution and provides correspondent banking services to other financial institutions in 
the same currency as the account it maintains with the institution.

Dry Trust 

ドライ信託
ベア信託参照。
See Bare Trust.

E
Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)

東部および南部アフリカ・マネー・ローンダリング対策グループ（ESAAMLG）
東部および南部アフリカの国々から成るFATF型地域体で、ケニア、ボツワナ、モーリシャス、ナミビ
ア、ジンバブエを含む。1999年発足。www.esaamlg.orgを参照。
A FATF-style regional body comprising East and South African countries, including 
Kenya, Botswana, Mauritius, Namibia and Zimbabwe. It was established in 1999. See 
www.esaamlg.org.



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

240

Egmont Group of Financial Intelligence Units 

資金情報機関で構成されるエグモント・グループ
（Egmont Group of Financial Intelligence Units）

1995年に、多数の資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）によって設立された非公
式の組織。グループの名前であるエグモントは、最初の会議の場所であったブリュッセルにあるエグ
モント・アレンバーグ宮殿に由来する。各国のFIUへフォーラムを提供することで、各国のマネー・
ローンダリング対策プログラムを支援し、情報共有のための手続きを作ることを目指す。FIUの支援に
は、金融情報交換の拡大とシステム化、FIU職員の専門的知識や能力の向上、新しい技術の利用や
金融犯罪の捜査に関する情報の共有によるFIU間のコミュニケーションの向上が含まれる。
In 1995, a number of national financial intelligence units (FIUs) began working together 
in an informal organization known as the Egmont Group, named for the site of its first 
meeting in the Egmont-Arenberg Palace in Brussels. The goal of the group is to provide a 
forum for FIUs to improve support to their national anti-money laundering programs and 
to develop protocols for information sharing. The FIUs’ support includes expanding and 
systematizing the exchange of financial intelligence, improving expertise and capabilities 
of the personnel of such organizations, and fostering improved communications among 
FIUs through application of new technologies and sharing of information for financial 
crimes investigations.  

Electronic Banking 

エレクトロニック・バンキング
銀行業務の1つで、資金の移動が、現金、小切手、もしくはその他譲渡可能な支払媒体によるもの
ではなく、金融機関間の電子信号のやりとりによって行われること。
A form of banking in which funds are transferred through an exchange of electronic 
signals among financial institutions rather than an exchange of cash, checks or other 
negotiable instruments.

Electronic Cash (E-Cash) 

Eキャッシュ（E-cash）
インターネット取引のために考案された支払いのメカニズムで、コンピューターのハード・ドライブやプ
ラスチック・カードのマイクロチップ上に電子的に保管された一連の金額（通貨）の単位を示す。特
徴としては、現金と同様に匿名性があり、金額が即時に利用できることである。匿名性に加え、イン
ターネットを通じて、大きな金額を素早く簡単に移動できる容易さを兼ね備えたEキャッシュ（E-cash）
は、マネー・ローンダラーにとって魅力的である。電子マネー（E-マネー）とも呼ばれる。
A payment mechanism designed for the Internet, electronic cash represents a series 
of monetary value units electronically stored on the hard drive of a computer or 
microchip of a plastic card. It is anonymous like cash, and has immediate value. E-cash 
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is attractive to money launderers because of its anonymity and the ease it provides in 
“transporting” large sums quickly and easily via the Internet. Also called “e-money.”

Electronic Funds Transfer (EFT)

電子資金決済（EFT）
金融機関の間の電子的な資金の移動を指す。最も普及している電子資金決済システムは、FedWire
（米国連邦準備制度による銀行間のオンライン資金決済システム）とCHIPS（ニューヨーク手形交
換所に加盟する銀行間のオンライン資金決済システム）の2つである（SWIFTはよく第3のEFTシステ
ムと言われるが、電子決済システムそのものというよりも、実際は、銀行間で電信送金の指示を伝え
るための、国際的なメッセージ・システムである）。厳密にはEFTシステムではないが、資金移動に
利用されるその他のシステムとしては、自動決済システム（ACH） がある。ACHは、金融機関の間の
帳簿上の受け渡しを行うためのメッセージのバッチ処理を行うネットワークである。
The movement of funds between financial institutions electronically. The two most 
common electronic funds transfer systems are FedWire and CHIPS. (SWIFT is often 
referred to as the third EFT system, but in reality it is an international messaging system 
that carries instructions for wire transfers between banks, rather than the wire transfer 
system itself.) Other systems that facilitate funds movement, but are not technically EFT 
systems, include automated clearing houses (ACH), which are networks that conduct 
batch processing of messages for book transfers between institutions. 

Electronic Money (E-Money) 

電子マネー（E-マネー）
電子現金（E-キャッシュ）参照。
See Electronic Cash.

Enhanced Due Diligence (EDD)

強化された顧客管理措置（EDD）
顧客の本人確認ならびに顧客の取引と資金の合法性を確認するための追加的な調査および警戒措
置。
Additional examination and caution measures aimed at identifying customers and 
confirming that their activities and funds are legitimate.

Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG) 

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ユーラシア・グループ（EAG）
2004年10月にモスクワで設立されたFATF型地域体。加盟国に、中国、ロシア、カザフスタン、タジ
キスタン、キルギス、ベラルーシが含まれる。www.euroasiangroup.orgを参照。
A FATF-style regional body formed in October 2004 in Moscow. Member countries 
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include China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Belarus. See www.
euroasiangroup.org. 

European Union (EU)

欧州連合（EU）
欧州連合は民主主義を掲げる欧州の国々の集合体である。加盟国は共通の機関を設け、主権の一
部をその機関に委譲することにより共通の利害に係る特定の問題に対し民主的な決断を（欧州レベ
ルで）下す事を可能にする。
www.europa.eu.int/abc/panorama/index_en.htm参照。

The European Union is a family of democratic European countries. Its member states 
have set up common institutions to which they delegate part of their sovereignty so that 
decisions on specific matters of collective interest can be made democratically at the 
European level. See www.europa.eu.int/abc/panorama/index_en.htm.

European Union Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of 

Money Laundering and Terrorist Financing

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を目的とした金融システムの利用防止に関する
EU指令

1991年6月に、欧州連合により最初に採択。本指令はEU加盟国に対して、自国の金融制度がマ
ネー・ローンダリングに利用されることを防止するために、（必要であれば）国内法の修正等により、
一定の成果を達成するよう要求している。当初、本指令は、ウィーン条約に定義されたように、麻
薬および向精神薬売買に限定されていた。また、指令の範囲もマネー・ローンダラーによって利用さ
れやすい貸付および金融機関に限られていた（しかし各国は、マネー・ローンダリングに関連しうる
その他の業界に対しても、同様の対策を行うように勧められていた）。その後本指令は2001年12月
に改訂され、マネー・ローンダリング対策の規制を受ける業界を、貸付・金融機関から企業関連の
サービス・プロバイダー、カジノ、弁護士、会計士まで拡大した。2005年9月には、過去2回の指令
に代わる、第3指令が出された。
 First adopted by the European Union in June 1991, the directive requires EU member 
states to achieve certain results by amending national laws, if necessary, to prevent their 
domestic financial systems from being exploited for money laundering. The directive 
was confined to drug trafficking as defined in the Vienna Convention. The scope of the 
directive was also confined to credit and financial institutions as the most vulnerable 
to abuse by money launderers, but member states were encouraged to cover other 
sectors too that might become involved in laundering. The directive was revised in 
December 2001 by extending the money laundering offenses beyond credit and financial 
institutions to corporate service providers, casinos, lawyers and accountants. A third 



7 章 マネー・ローンダリング対策に関する用語集

243

directive in September 2005 replaced the previous two. 

Europol 

欧州刑事警察機構（ユーロポール）
欧州刑事警察機構とは、テロ、不正麻薬密売、その他の重大な国際組織犯罪の防止および対策に
ついて、各加盟国の関係当局間の協力と有効性の向上を目指す欧州の警察機構である。マネー・
ローンダリングにおいて、欧州刑事警察機構は、EU加盟国の法執行機関に、ELO（ユーロポール
連絡官）を通して、情報分析や業務上の支援を行う。
European Law Enforcement Organization, which aims to improve the effectiveness and 
cooperation of competent authorities in member states in preventing and combating 
terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international organized 
crime. In the area of money laundering, Europol provides European Union member 
states’ law enforcement authorities with operational and analytical support via the ELOs 
(Europol Liaison Officers) and its analysts. 

Exchange Office 

両替所
外貨両替所参照。
See Bureau de Change.

Exempt Account 

免除口座
一部の国では、通常の場合、金融機関の報告義務の対象となる特定の取引に関し、特定の顧客が
優遇され、報告義務が免除される。ただし、免除口座は必ず文書上に記録しなければならず、ま
た、免除される金融機関は関連取引をモニタリングする必要がある。
In some countries, a distinction is granted to certain customers of a financial institution 
permitting the institution to waive its responsibility to report certain transactions that are 
otherwise required. Exempt accounts must be documented and the financial institutions 
that secure the exemptions must still monitor their transactions. 

Express Trust 

明示信託
（通常は、信託証書等の文書の形式で）委託者によって明確に設定される信託。明示信託
（Express Trust）は、法律上の手続きから生じた信託とは対照的であり、設定者の明確な意図
や意思決定の表示なしに設定された信託や類似の法的取り決め（法定信託等）とは一線を画す。
A trust clearly created by the settlor, usually in the form of a document such as a 
written deed of trust. An express trust contrasts with trusts that come into being through 
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the operation of the law and do not result from the clear intent or decision of a settlor 
to create a trust or similar legal arrangements (e.g. constructive trust).

Extradition 

引渡し
ある国から別の国へ、容疑者や有罪判決を受けた者を引き渡すこと。引渡しは、（その対象となる人
物や犯罪を特定する）2カ国間の条約に則って行使される。1988年の麻薬および向精神薬の不正取
引の防止に関するウィーン条約で、マネー・ローンダリングは国家間での引渡しの対象となる犯罪とし
て採択された。
The surrender by one country to another of an accused or convicted person under a 
bilateral agreement that specifies the terms of such exchanges, such as the persons 
subject to being exchanged and the crimes for which exchanges will be permitted. The 
1988 Vienna Convention against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances 
makes money laundering an internationally extraditable offense. 

Extraterritorial Reach 

域外適用
一国の政策や法律を、他国の国民や組織に対して拡張して適用すること。マネー・ローンダリングに
関する米国の法律のいくつかの条項には、他の国に対する禁止項目や強力な制裁も含まれている。
例えば、マネー・ローンダリングに関する米国の主な法律の“域外管轄権”は、犯罪が部分的に米国
で起った場合に非米国民にも適用される（合衆国法典第18編第1956条（f））。
The extension of one country’s policies and laws to the citizens and institutions 
of another. U.S. money laundering laws contain several provisions that extend 
its prohibitions and powerful sanctions into other countries. For example, the 
“extraterritorial jurisdiction” of the principal U.S. money laundering law can apply to a 
non-U.S. citizen if the “conduct” occurs “in part” in the U.S. (Title 18, USC Sec. 1956(f)).   

F
Financial Action Task Force(FATF) 

金融活動作業部会（FATF）
FATFは1989年に先進7カ国により、マネー・ローンダリング対策の国家および世界レベルでの対策
の確立を促進するために設立された。FATFは、マネー・ローンダリング対策の基準およびテロ資金
供与対策措置を設ける国際的な政策決定機関である。FATFの勧告は法的強制力を持たない。30
を超える国と2つの国際的組織が加盟している。2003年に、マネー・ローンダリングに関する40の勧
告を改訂。FATFの活動の中には、非加盟国に対して勧告の採用や実施を奨励することが含まれる。
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他には、テロ資金供与に関するFATF特別勧告を発行し、最新のマネー・ローンダリングおよびテロ
資金供与の傾向や手口を紹介したFATF犯罪類型報告書を毎年作成している。www.fatf-gafi.orgを
参照。
The FATF was chartered in 1989 by the Group of Seven industrial nations to foster 
establishment of national and global measures to combat money laundering. It is 
an international policy-making body that sets anti-money laundering standards and 
counter-terrorist financing measures worldwide. Its Recommendations do not have 
the force of law. More than 30 countries and two international organizations are 
members. In 2003, the FATF revised its 40 Recommendations on Money Laundering. 
Among the organization’s tasks is to promote the adoption and implementation of its 
recommendations by non-member countries. It has also issued Special Recommendations 
on Terrorist Financing and develops annual typology reports showcasing current money 
laundering and terrorist financing trends and methods. See www.fatf-gafi.org.

Financial Action Task Force-Style Regional Body (FSRB)

FATF型地域体（FSRB）
FATFと類似した形式や機能を有するが、取組みが特定の地域に限定されるもの。例としては、カリ
ブ金融活動作業部会、東部および南部アフリカ・マネー・ローンダリング対策グループ、中東および
北アフリカ金融作業部会が挙げられる。
FSRBs have forms and functions similar to those of the FATF. However, their efforts are 
targeted to specific regions. Examples include the Caribbean Financial Task Force, the 
Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group, and the Middle East North 
Africa Task Force.

Financial Institution 

金融機関
FATFの40の勧告によると、金融機関とは、顧客のために以下の1つまたはそれ以上の取引活動を行
うすべての個人や団体を指す。
 １. 公衆からの預金およびその他の返済義務付き資金の受け入れ
 2. 融資
 ３. ファイナンス・リース
 ４. 送金
 ５. 決済手段（クレジット・カード、デビット・カード、小切手、トラベラーズ・チェック、マネー・
オーダー（Money Order）、銀行手形、電子マネー等）の提供および管理
 ６. 金融上の保証や融資枠の提供
 ７. 以下の取引

a) 資金市場関連商品（小切手、為替手形、譲渡性預金、デリバティブ等）
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b) 外国為替
c) 為替、金利および指数取引
d) 譲渡可能な有価証券
e) 商品先物取引

 ８. 証券の引き受けおよびこれらに係る金融サービスの提供
 ９. 個別のポートフォリオ管理および集合的なポートフォリオの管理
１０. 他人のための現金または流動性を有する証券の保護預かりおよび管理
１１. その他他人のためにファンドまたは資金を投資し、運営し、管理すること
１２. 生命保険および投資性の高い保険の引き受けと販売
１３. 両替
According to the FATF’s 40 Recommendations, a financial institution is any person or 
entity that conducts as a business one or more of the following activities or operations 
on behalf of customers:
 1.  Acceptance of deposits and other repayable funds from the public.
 2.  Lending.
 3.  Financial leasing.
 4.  The transfer of money or value.
 5.  Issuing and managing means of payment (e.g. credit and debit cards, checks, 
traveler’s checks, money orders and bankers’ drafts, electronic money).
 6.  Financial guarantees and commitments.
 7.  Trading in:

(a)  money market instruments (checks, bills, CDs, derivatives etc.);
(b)  foreign exchange;
(c)  exchange, interest rate and index instruments;
(d)  transferable securities;
(e)  commodity futures trading.

 8.  Participation in securities issues and the provision of financial services related to 
such issues.
 9.  Individual and collective portfolio management.
10.  Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other 

persons.
11.  Otherwise investing, administering or managing funds or money on behalf of other 

persons.
12. Underwriting and placement of life insurance and other investment-related 

insurance.
13.  Money and currency changing.

Financial Intelligence Unit (FIU)
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資金情報機関（FIU）
国家レベルでのマネー・ローンダリング対策の取組みを支えるため、金融情報を収集、処理し、適
切な政府当局に告知する中央政府機関。FIUの活動の内容は、情報を受理、分析、回付するだけ
ではなく、時には情報開示によって示唆された違反行為を調査し起訴することもある。
A central governmental office that obtains financial reports information, processes it 
in some way and then discloses it to an appropriate government authority in support 
of a national anti-money laundering effort. The activities performed by an FIU include 
receiving, analyzing and disseminating information and, sometimes, investigating and 
prosecuting violations indicated by the disclosures.

Financial Sector Assessment Program (FSAP)

金融セクター（部門）評価プログラム（FSAP）
1999年に国際通貨基金と世界銀行によって創設。FSAPは、危機を防止する目的で、各法域（司
法権の異なる国や地域）の金融システムの安定性や脆弱性を評価する役割を果たす。
Established in 1999 by the International Monetary Fund and the World Bank, the FSAP 
assesses jurisdictions for their financial systems’ strengths and vulnerabilities with an 
aim to reducing the potential for crises.  

Forensic Accountant 

法廷会計士
法廷会計士は、マネー・ローンダリング等の知的犯罪について、金融上の証拠を分析し、鑑定人と
して証言をする。
Specializes in analyzing financial evidence and testifying as an expert witness in cases of 
white-collar crime, including money laundering. 

Forfeiture 

没収
政府当局の法的措置の結果、私的な財産もしくは資産が永久的に失われること。一般的に財産の所
有者が法令を遵守していない場合、財産が何らかの犯罪活動に関連している場合に起きる。
The permanent loss of private property or assets as a result of legal action by a 
government authority. Generally, the owner of the property has failed to comply with 
the law or the property is linked to some sort of criminal activity. 

Freeze 

凍結
凍結メカニズムの下で権限のある当局もしくは法廷が開始した訴訟に基づき、また、当該訴訟の有



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

248

効期間中に、資金や他の資産の移転、換金、譲渡や移動を禁止すること。凍結された資金や財産
は、（凍結時に所有権を有していた）所有者（個人または団体）に属し続ける。訴訟の前に所有者
（個人または団体）が指定した金融機関もしくはその他法的な取り決めによる管理が続けられる場
合もある。
To prohibit the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other assets on 
the basis of, and for the duration of the validity of, an action initiated by a competent 
authority or a court under a freezing mechanism. The frozen funds or other assets 
remain the property of the person(s) or entity(ies) that held an interest in the specified 
funds or other assets at the time of the freezing and may continue to be administered by 
the financial institution or other arrangements designated by such person(s) or entity(ies) 
before initiation of the action under a freezing mechanism.

Front Company 

フロント企業
合法的な商品やサービスの売上収入と違法な資金を混ぜ合わせる会社。犯罪者はフロント企業を使
い、違法な資金の出所を合法的なものに見せかけることで、違法な資金の洗浄を行う。組織犯罪に
おいて、ピザ店を使ってヘロイン密売による利益を隠した例がある。フロント企業が、膨大な不法資
金を利用できる場合、資金援助により、商品やサービスは市場価格を（時には製造価格をも）下
回った価格で提供される。このため、フロント企業は（金融市場から資金を調達する）合法的な事
業者に対して競争上の優位性を持つことになり、合法的な事業者はフロント企業と競争するのが困難
となる。
A business that commingles illicit funds with revenue generated from the sale of 
legitimate products or services. Criminals use front companies to launder illicit money 
by giving the funds the appearance of legitimate origin. Organized crime has used pizza 
parlors to mask proceeds from heroin trafficking. Front companies may have access to 
substantial illicit funds, allowing them to subsidize front company products and services 
at levels well below market rates or even below manufacturing costs. Front companies 
have a competitive advantage over legitimate firms that must borrow from financial 
markets, making it difficult for legitimate businesses to compete with front companies. 

Futures 

先物取引
商品取引で、決められた質および量の商品を、決まった価格で将来の決まった日に引渡す契約。
Contracts that require delivery of a commodity of specified quality and quantity at a 
specified price on a specified future date.
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G
GAFISUD

GAFISUD（南米金融活動作業部会）
南米金融活動作業部会（South American Financial Action Task Force）参照。
See South American Financial Action Task Force.

Gatekeeper s

ゲートキーパー
弁護士、公証人、会計士、投資アドバイザー、信託や企業関連のサービス・プロバイダーを含む専
門家で、資金の移動に関する取引を援助し、マネー・ローンダリングの識別、防止、報告において
特別な役割を持つと考えられている。こうした専門家は、金融システムへの違法な資金の入金を阻止
することも促進することもできるため、極めて重要な役割を持つ。英国やケイマン諸島等の国々では、
こうした専門家に対して、金融機関と同様のデュー・デリジェンスの義務が課される。ゲートキー
パーに関する国際規制における2つの重要なマイルストーンは、2001年マネー・ローンダリング対策
EU指令の改正および2003年FATFの40の勧告である。この両方に、前述の専門家を対象としたマ
ネー・ローンダリング対策条項が含まれている。
Professionals such as lawyers, notaries, accountants, investment advisors, and trust and 
company service providers who assist in transactions involving the movement of money, 
and are deemed to have a particular role in identifying, preventing and reporting money 
laundering. Their role is important because they can block or facilitate the entry of dirty 
money into the financial system. Some countries, such as the U.K. and the Cayman 
Islands, impose due diligence requirements on gatekeepers that are similar to those 
of financial institutions. Two critical milestones in international gatekeeper regulation 
have been the European Union’s revised anti-money laundering directive of 2001 and 
the FATF 40 Recommendations of 2003, both containing money laundering controls 
provisions for these professionals.

Giro House 

ジャイロ・ハウス
送金サービス参照。
See Remittance Services.

Global Program against Money Laundering (GPML)

反マネー・ローンダリングのグローバル・プログラム（GPML）
国連薬物統制犯罪防止事務所（UNODCCP）による組織犯罪対策の取組みにおける重要なプログラ
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ム。GPMLにより、国連は、各加盟国に対して、マネー・ローンダリング対策法の制定や犯罪対策メ
カニズムの作成および維持を支援する。GPMLは、マネー・ローンダリング対策に関するポリシーの作
成を促し、問題点や対応状況をモニタリングおよび分析し、公共の意識を高め、国連とその他の国際
組織の間におけるマネー・ローンダリング対策の共同イニシアチブを取りまとめる役割を果たす。
Key instrument of the United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention in 
its fight against organized crime. Through GPML, the UN helps member states introduce 
legislation against money laundering and develop and maintain mechanisms that 
combat the crime. The program encourages anti-money laundering policy development, 
monitors and analyzes problems and responses, raises public awareness, and acts as 
a coordinator of joint anti-money laundering initiatives between the UN and other 
international organizations.

Grantor

譲与者
信託（通常は他者の利益のため）の設定者や資金提供者のこと。
Creator and fund provider of a trust, usually for the benefit of another.

Group of Eight Industrialized Nations (G-8)

先進8カ国グループ（G-8）
米国、日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国、カナダ、ロシアから成る団体。
Entity composed of the U.S., Japan, Germany, France, Italy, the U.K., Canada and 
Russia.

Group of Eleven Industrialized Nations (G-10)

先進11カ国グループ（G-10）
元の先進7カ国グループにスウェーデン、ベルギー、オランダ、（1964年に11カ国目として参加した）
スイスを含めたグループ。11カ国で構成されているが、グループはG-10と呼ばれ続けている。
The group is made up of the original G-7 group of industrialized nations plus Sweden, 
Belgium, the Netherlands, and Switzerland, which was the 11th country to join in 1964. 
Although it now has 11 members the group continues to be called the G-10.

Group of Seven Industrialized Nations (G-7)

先進7カ国グループ（G-7）
米国、日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国、カナダから成るグループ。
Body made up of seven countries: U.S., Japan, Germany, France, Italy, the U.K. and 
Canada.
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Gulf Cooperation Council (GCC)

湾岸協力理事会（GCC）
産業と経済の分野での加盟国間の協力推進を目的に1981年に組織された。加盟国には、クウェー
ト、バーレーン、カタール、サウジアラビア、オマーン、そしてアラブ首長国連邦が含まれている。
GCCはFATFの加盟機関であるが、GCCのそれぞれの加盟国は、FATFに加盟していない。
Formed in 1981, the GCC promotes cooperation between its member states in the 
fields of economy and industry. These member states include Kuwait, Bahrain, Qatar, 
Saudi Arabia, Oman and the United Arab Emirates. The GCC is a member of the FATF, 
although its individual members are not. 

H
Harmful or Preferential Tax Regimes

有害税制または優遇税制
国際連合と経済協力開発機構（OECD）は、外資系企業の発展促進のために税率を低くする、もし
くは非課税にする国は“有害税制の実施”を行っているという見解を示しており、賛否両論を呼んでい
る。その見解によると、オフショアの課税制度は（現実に活動する）企業や海外の直接投資の促進
を意図して設けられているのではなく、略奪的な課税政策を通じて他国から企業を奪い、租税回避
を促す意図で設けられるというものである。
The United Nations and the Organization for Economic Cooperation and Development 
have taken the controversial position that a country that has no or low tax rates to 
encourage foreign business development is engaged in “harmful tax practices.” Their 
position is that offshore tax regimes are not maintained with the intent to attract real 
business and direct foreign investment, but to foster predatory tax policies that divert 
business from another country and encourage tax evasion. 

Hawala 

ハワラ
ハワラとは、西洋の金融システムが誕生する何世紀も前に、安全で便利な国境を越えた資金移動を
促進するためにインドと中国文明の中で生まれた送金システムを指す。資金を自国に送りたい貿易商
人は、まず、ハワラ・ブローカーかハワラ業者（通常は貿易業を営んでいる）に入金する。少額の手
数料を差し引いた後、銀行家は、別の国にいる“銀行家”（こちらも通常は、兼貿易業者）がその資
金を引き出せるように手配する。その後、2人の“銀行家”が、通常の貿易過程を通して口座を処理す
る。今日、同様の手法が使われ、世界中にいる事業家が法人口座を使って第三者のために国際的
な資金移動を行っている。入金や出金は伝統的な金融機関ではなくハワラ業者を通して行われる。
資金が実際には国境を越えない、取引が匿名で行われる傾向がある、記録が厳格に残されない等、
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この業務はテロ資金供与やマネー・ローンダリングに利用されやすい。米国では、通常、この第三
者は電信送金の銀行手数料を避けるために少しずつ金を自国に送るインド人の移民であることが多
い。パキスタンでは、このシステムはフンディと呼ばれる。代替的送金システム参照。
A funds exchange system, hawala was born centuries before Western financial systems 
in Indian and Chinese civilizations to facilitate the secure and convenient cross-
border movement of funds. Merchant traders wishing to send funds to their homelands 
would deposit them with a hawala broker or hawaladar who normally owned a trading 
business. For a small fee the banker would arrange for the funds to be available for 
withdrawal from another banker, normally also a trader, in another country. The 
two bankers would settle accounts through the normal process of trade. Today, the 
technique works much the same, with businesspersons in various parts of the world 
using their corporate accounts to move money internationally for third parties. Deposits 
and withdrawals are made through hawaladars, rather than traditional financial 
institutions. The practice is vulnerable to terrorist financing and money laundering—
funds do not actually cross borders, and transactions tend to be anonymous, as records 
are not stringently kept. In the U.S., third parties are normally Indian immigrants who 
send small sums of money to their homelands to avoid bank fees for wire transfers. In 
Pakistan, the system is called hundi. See Alternative Remittance System.

Hedge Fund

ヘッジ・ファンド
ヘッジ・ファンドとは私的に提供され、一般的にリスクが高い投資手段を指す。ヘッジ・ファンドは投
資家から集められた資金を有価証券、商品先物取引やその他の資産から成るポートフォリオに投資す
る。投資家は個人富裕層がほとんどであり、四半期ごと、半期ごと、もしくは毎年、投資金を清算
できる。
A hedge fund is a privately offered investment vehicle—typically high-risk—in 
which participants’ contributions are pooled and invested in a portfolio of securities, 
commodity futures contracts or other assets. Investors are usually of high net-worth, and 
can generally redeem investments on a quarterly, semi-annual, or annual basis. 

Hundi

フンディ
ハワラを参照。
See Hawala. 
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I
Identity Theft

身元詐称
他人の身元を許可なしに利用して不正に取引を行い、本人（詐称された被害者）や金融機関に損
失をもたらすこと。
The assumption of another person’s identity without authorization for use in fraudulent 
transactions that result in a loss to the financial institution or the victim whose identity 
was used.

Informal Value Transfer System ( IVTS )

非公式な価値移転システム
代替的送金システム（Alternative Remittance System）参照。
See Alternative Remittance System.

Integration

インテグレイション
伝統的なマネー・ローンダリングのプロセスにおいて3番目の段階および最終段階と呼ばれ、金融シ
ステムに再び資金を入れることで、洗浄された資金を経済活動に戻し、その資金を合法的なものに
見せかけること。
The integration phase, often referred to as the third and last stage of the classical money 
laundering process, places laundered funds back into the economy by re-entering the 
funds into the financial system and giving them the appearance of legitimacy. 

Intermediary Financial Institution

中継金融機関
電信送金人の金融機関から資金を受け取り、受取人の金融機関に支払指図を中継または送信す
る。海外送金においては、中継金融機関は様 な々国に拠点を置いている。
Receives funds from a wire transfer transmitter’s financial institution and relays or 
transmits the order of payment to the recipient’s financial institution. In an international 
funds transmission, intermediary financial institutions are usually located in different 
countries. 

Internal Controls

内部統制
マネー・ローンダリングを含む、疑わしい取引および金融上の犯罪活動を検知することを目的として、
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企業で実施されるポリシーや手続きを指す。マネー・ローンダリング対策のコンプライアンス・プログ
ラムの一部を構成し、重要な役割を果たす。
Policies and procedures in place within an institution that are designed to detect 
suspicious activity and criminal activity of a financial nature, including money 
laundering. Internal controls are one of the essential components of an effective anti-
money laundering compliance program.  

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

保険監督者国際機構（IAIS）
マネー・ローンダリングを含む様々な問題についての国際保険原則、基準、およびガイダンス・ペー
パーを公表。1994年に発足し、約180の法域（司法権の異なる国や地域）におよぶ保険会社の監
督当局を代表する。
www.iaisweb.org参照。
The IAIS issues global insurance principles, standards and guidance papers on issues 
including money laundering. Established in 1994, IAIS represents insurance supervisory 
authorities in about 180 jurisdictions. See www.iaisweb.org.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Development 

Association (IDA) 

国際復興開発銀行（IBRD）および国際開発協会（IDA）
世界銀行を参照。
See World Bank.

International Business Corporation (IBC)

国際事業会社（IBC）
様々なオフショアの企業構造を指す。また、免除会社とも呼ばれる。特徴としては、会社の設立法域
（司法権の異なる国や地域）以外での業務、迅速な設立、機密性、広範な権限、低コスト、低
額税金または非課税、最小限の申告および報告義務が挙げられる。名義株主、取締役、役員の利
用を認めるオフショア地域が増加傾向にある。
A variety of offshore corporate structures, alternately called “exempt companies,” which 
are dedicated to business use outside the incorporating jurisdiction, rapid formation, 
secrecy, broad powers, low cost, low to zero taxation, and minimal filing and reporting 
requirements. An increasing number of offshore jurisdictions are permitting the use of 
nominee shareholders, directors, and officers.
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International Finance Corporation (IFC)

国際金融公社（IFC）
IFCは1956年に設立され、開発途上地域の民間部門プロジェクトにおいて、多国間におけるローン
とエクイティ・ファイナンスによる最大の資本調達の提供元となっている。世界銀行グループの一員で
あり、本拠地は米国ワシントンD.C.にある。貧困減少の手段として、発展途上国において持続可能
な民間部門への投資を促進する。マネー・ローンダリング対策の取組みへの貢献としては、市場の
信頼性の欠如や金融システムの悪用につながる可能性のある構造・組織的な弱点に対する取組みを
行っている国 を々支援している。
Established in 1956, IFC is the largest multilateral source of loan and equity financing 
for private sector projects in the developing world. It is a member of the World Bank 
Group and is headquartered in Washington, D.C. The IFC promotes sustainable private 
sector investment in developing countries as a way to reduce poverty. Its contribution 
to anti-money laundering efforts includes helping countries address structural and 
institutional weaknesses that may contribute to the lack of market integrity and potential 
for financial abuse. See www.ifc.org.

International Financial Institution (IFI)

国際金融機構（IFI）
国際通貨基金および世界銀行を含むグループ。IFIは、国際金融システムの乱用から信頼性を守る上
で重要な役割を果たしている。各国のマネー・ローンダリング対策の強化は、欠くことのできない課
題となっている。
Group that includes the International Monetary Fund and the World Bank. IFIs have 
an important role in protecting the integrity of the international financial system from 
abuse. Strengthening a country’s capacity to combat money laundering is an integral 
part of their agenda. 

International Monetary Fund 

国際通貨基金（IMF）
180以上の加盟国を持つ組織であるIMFは、通貨・為替に関する協力を促進し、経済成長および高
水準の雇用の達成、そして一時的な財政援助を国に提供する目的で設立された。組織が設立されて
以来、目的は不変である。また、監視、財政援助、および技術面での支援を含む運営は、加盟国
の変化するニーズに対応して調整している。IMFは、1999年以来、FATF等が発行するマネー・ロー
ンダリング対策基準について、加盟国の履行状況の評価を支援する等、国際的なマネー・ローンダ
リング対策の取組みにおいてより積極的な役割を果たしている。
An organization of more than 180 member countries, the IMF was established to 
promote monetary cooperation, foster economic growth and high levels of employment, 
and provide countries with temporary financial assistance. The organization’s objectives 
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have remained unchanged since it was established. Its operations, which involve 
surveillance, financial assistance and technical support, have adjusted to meet the 
changing needs of member countries. Since 1999, the IMF has taken a more active role 
in the global anti-money laundering effort, primarily through helping assess the progress 
of member countries in meeting laundering control standards, such as those issued by 
the FATF. 

International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act 

国際マネー・ローンダリング阻止およびテロ資金供与防止法
2001年米国愛国者法第3章を指し、マネー・ローンダリングの問題に関して直接的に言及した象徴
的な法律の大部分の規定を網羅している。
The Act represents Title III of the USA Patriot Act of 2001, which contains most but 
not all of the provisions of that landmark law that deal directly with money laundering 
matters. 

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)

国際麻薬取引報告書（ INCSR ）
米国国務省によって毎年発行されるレポート。様 な々国のマネー・ローンダリングの状況についてまと
められている。
Issued annually by the U.S. Department of State, the report includes a lengthy section 
on the status of money laundering efforts in most nations.

International Police Organization (Interpol) 

国際刑事警察機構（インターポール）
フランスのリヨン市に拠点を置く。国際犯罪やマネー・ローンダリングにおいて、国内法執行機関を
支援し、国際犯罪に係る逃亡者の捜索や金融活動を特定するための警告や“フラッグ”（注意）を発
信する。各加盟国が設置した中央当局（NCB）を通じ支援が要請される。
Based in Lyon, France, Interpol provides services to national law enforcement agencies 
in international criminal and money laundering matters, through such means as issuance 
of alerts or “flags” that seek the assistance of member countries in locating fugitives or 
identifying financial activity connected to international crimes. Each member nation 
of Interpol designates a National Central Bureau (NCB) through which requests for 
assistance are processed. 

Internet Banking 

インターネット・バンキング
インターネットを使用してビジネスを実行する銀行のビジネスモデル。マーケティング、取引、顧客
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サービスにおいて先端的な電子技術に大きく依存する。マネー・ローンダリングに関する主な懸念と
しては、“顔が見えない顧客”の識別や顧客確認（KYC）手続きの適用における難しさがある。
A banking business model that uses the Internet to execute its business plan, and 
whose marketing efforts, execution of transactions and customer service functions are 
heavily reliant on advanced electronic technology. The main money laundering concern 
that arises in Internet banking is the difficulty of identifying the “faceless” customer 
that establishes a relationship with a financial institution, and in applying Know Your 
Customer procedures.

Investment Banking 

投資銀行
伝統的な金融取引に対し、新しい手法を用い、企業の財務取引に関する様々な資金調達方法を提
供する金融機関内の独立した部署もしくは人物。
Self-standing department or one within a financial institution that provides strategic 
capitalizations, amassing huge amounts from diverse sources for corporate deal making, 
and other alternatives to traditional banking instruments. 

IVTS 

IVTS
非公式な価値移転システム（Informal Value Transfer Systems：IVTS）の略。代替的送金シス
テム（Alternative Remittance System）参照。
Informal Value Transfer System. See Alternative Remittance System. 
       

K
Kingston Declaration on Money Laundering 

マネー・ローンダリングに関するキングストン宣言
1992年に、米国、英国、フランス、カナダ、オランダの呼びかけによりジャマイカでカリブ海17諸
国の会合が開かれた。その結論として、1988年の麻薬不正取引に関する国連条約との協調を強く
謳った「マネー・ローンダリングに関するキングストン宣言」（Kingston Declaration on Money 
Laundering）が公表された。また、FATFの40の勧告の履行、および、1990年のアルバ会合で新
たに発表された19の勧告の実施が同意され、これにより、カリブ金融活動作業部会（Caribbean 
Financial Action Task Force：CFATF）が設立された。www.cfatf.orgを参照。
In 1992, the U.S., U.K., France, Canada, and the Netherlands spearheaded a gathering 
of 17 Caribbean nations in Jamaica. At its conclusion, the nations issued the Kingston 
Declaration on Money Laundering, which expressed solidarity with the 1988 United 
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Nations Convention on Illicit Trafficking in Narcotic Drugs. The declaration also agreed 
to implement the FATF 40 recommendations and the 19 additional ones issued at the 
1990 Aruba meeting that created the Caribbean Financial Action Task Force. See www.
cfatf.org.

Knowledge

認識
禁止行為に伴う心理的状況。2003年のFATFの40の勧告の第2の勧告では、加盟国に対して、マ
ネー・ローンダリングの違法行為を証明するための裏付けとなる故意と認識は、これらの心理的条
件については客観的な事実の状況からも推認できるという考え方を含み、ウィーン条約およびパレル
モ条約に規定された基準と一致すると述べている。マネー・ローンダリング行為についての認識の正
確な定義は、国によって異なる。特定の条件下では、意図的な無関心（Willful Blindness）を含
むと見なされることもある（“事実を知ることを意図的に避けること”と裁判所が定義した例が数件あ
る）。例えば、銀行員が、関連資金の出どころが違法なものかもしれないという事実を故意に無視し
て、取引を進めることである。
Mental state accompanying a prohibited act. Recommendation 2 of the FATF 40 
Recommendations of 2003 says that countries should ensure that: The intent and 
knowledge required to prove the offense of money laundering is consistent with the 
standards set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including the concept that 
such mental state may be inferred from objective factual circumstances. The exact 
definition of knowledge that accompanies the money laundering act varies by country. 
Knowledge can be deemed, under certain circumstances, to include willful blindness, 
i.e., “the deliberate avoidance of knowledge of the facts,” as some courts have defined 
the term: For example, if a bank officer proceeds with a transaction while deliberately 
ignoring the potential illegal origin of the funds involved.

Know Your Correspondent Bank  (KYCB)

コルレス先確認プログラム（KYCB）
コルレス先の真の受益者や、この銀行にとって“通常かつ想定される”取引のタイプを決める一連のマ
ネー・ローンダリング対策のポリシーおよび手続き。コルレス口座は国際的に犯罪収益を洗浄するた
めのパイプとしてよく利用されるので、コルレス先確認プログラムは疑わしい取引やマネー・ローンダリ
ングの検知に重要な役割を果たす。2001年の米国愛国者法では、海外のコルレス銀行との関係にお
いて、米国の金融機関が履行すべき措置に直接的な影響を与える法令条項が含まれる。
A set of laundering control policies and procedures employed in determining the 
beneficial owners of a respondent bank and the type of activity that is “normal and 
expected” for this bank. Know Your Correspondent Bank is a key tool in detecting 
suspicious activity and money laundering because correspondent accounts are often 
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used as conduits to launder criminal proceeds internationally. The USA Patriot Act of 
2001 included statutory provisions that bear directly on the procedures U.S. financial 
institutions must follow in connection with foreign correspondent banks. 

Know Your Customer (KYC)

顧客確認（KYC）
顧客の真の身元の確認を行い、 “通常かつ想定される”取引のタイプを決定し、特定の顧客の“異常
な”取引を検知するために使われるマネー・ローンダリング対策のポリシーおよび手続き。多くの専門
家の間では、適切なKYCプログラムはマネー・ローンダリング対策プログラムにおいて最も有効な手
段の1つとされる。
Money laundering control policies and procedures used to determine the true identity of 
a customer and the type of activity that is “normal and expected,” and to detect activity 
that is “unusual” for a particular customer. Many experts believe that a sound KYC 
program is one of the best tools in an effective anti-money laundering program.

Know Your Customer’s Customer (KYCC)

顧客の取引先確認（KYCC）
コルレス銀行や法人口座等の顧客口座の受益者や、顧客の“通常かつ想定される”取引のタイプを決
定する目的で使用されるマネー・ローンダリング対策のポリシーおよび手続き。コルレス口座は、犯
罪収益を洗浄するためのパイプとして頻繁に使われるので、コルレス銀行に関わるKYCCは、疑わし
い取引やマネー・ローンダリングの検知において重要な手段である。
Laundering control policies and procedures used to determine the beneficiaries of a 
customer’s account, such as a correspondent bank or corporate account, and the type 
of activity that is “normal and expected” for the customer. KYCC for correspondent 
banking is a key tool in detecting suspicious activity and money laundering because 
such accounts are often used as conduits to launder criminal proceeds. 

Know Your Employee (KYE)

従業者確認（KYE）
企業の従業者に対して、利益相反、マネー・ローンダリング、過去や現在の犯罪活動、そして疑わし
い取引を検知する目的で、より深い知識や理解を得るためのマネー・ローンダリング対策のポリシー
および手続き。従業者はがマネー・ローンダラーと共謀する場合が多いため、KYEは疑わしい活動
を検知する上で重要な手段である。
Money laundering control policies and procedures for acquiring a better knowledge and 
understanding of the employees of an institution for the purpose of detecting conflicts of 
interests, money laundering or criminal activities in the past or present, and suspicious 
activity. KYE is a key tool in detecting suspicious activity because employees are often 
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accomplices of money launderers. 

L
Layering 

レイヤリング 
伝統的なマネー・ローンダリングの3段階プロセスのうち、2番目の段階（プレイスメントとインテグレ
イションの間）。レイヤリングとは、監査証跡を隠蔽し匿名性を持たせることを意図して、何段階もの
複雑な金融取引を行い、犯罪収益をその収益源泉から遠ざけること。
The second phase of the classic three-step money laundering process between 
placement and integration, layering involves distancing illegal proceeds from their 
source by creating complex levels of financial transactions designed to disguise the audit 
trail and provide anonymity.

Legal Risk 

法務リスク 
2001年のバーゼル委員会の「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」（Customer 
Due Diligence for Banks Paper）によると、法務リスクとは、訴訟、不利な（裁判所の）判決、
強制力がない契約が金融機関に混乱や損害を与える可能性と定義される。その結果、銀行は監督
当局から課される刑事責任や罰金を負うことになる。銀行が関与するような裁判事件は、その金融
機関にとって法務コストに限らず、より深刻な意味を持つ場合がある。銀行は、顧客の識別およびマ
ネー・ローンダリングの脅威に関する理解および管理において、デュー・デリジェンスを怠れば、その
ような法務リスクから自身を効果的に守ることはできない。
Defined by the 2001 Basel Customer Due Diligence for Banks Paper as the possibility 
that lawsuits, adverse judgments, or contracts that cannot be enforced may disrupt or 
harm a financial institution. As a result, banks can suffer criminal liabilities and penalties 
imposed by supervisors. A court case involving a bank may have graver implications 
for the institution than just the legal costs. Banks will be unable to protect themselves 
effectively from such legal risks if they do not practice due diligence in identifying 
customers and understanding and managing their exposure to money laundering.

Letter of Credit 

信用状（L ／ C）
一定の条件が満たされた場合、（銀行が）顧客の代わりに第三者への支払いを保証する信用供与
の手段であり、銀行によって発行される。L ／ Cは、概して輸出における代金支払に使われる。輸
出業者は、商品の最終的な買い手による支払の保証を求め、最終的な買い手は銀行のL ／ Cにより
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（その保証を）与える。その後L ／ Cは支払いが行われる都市のコルレス銀行に送られる。L ／ C
は、商品が出荷され、輸入港で受け取られ、関税を通り、そして届けられた時に振り出される。L
／ Cは、輸入取引が行われたように見せかけて、為替管理を実施している国から資金を移動するマ
ネー・ローンダリングの手口に利用される。またL ／ Cは、輸入価格や輸出価格の操作により、資金
洗浄の外観としても役に立つ。L ／ Cを利用した別の洗浄方法には、電信送金と関連させて架空の
貿易取引をより合法的に見せるものがある。
A credit instrument issued by a bank that guarantees payments on behalf of its customer 
to a third party when certain conditions are met. L/Cs are commonly used to finance 
exports. Exporters want assurance that the ultimate buyer of its goods will make 
payment, and this is given by the buyer’s purchase of a bank letter of credit. The L/
C is then forwarded to a correspondent bank in the city in which the payment is to be 
made. The L/C is drawn on when the goods are loaded for shipping, received at the 
importation point, clear customs and are delivered. L/Cs can be used to facilitate money 
laundering by transferring money from a country with exchange controls, thus assisting 
in creating the illusion that an import transaction is involved. L/Cs can also serve as a 
façade when laundering money through the manipulation of import and export prices. 
Another laundering use for L/Cs is in conjunction with wire transfers to bolster the 
legitimate appearance of non-existent trade transactions.

Letter Rogatory

嘱託書
嘱託書（Commission Rogatoire）を参照。
See Commission Rogatoire.

Loan Back Method of Money Laundering

マネー・ローンダリングのローン・バック方式
犯罪者が、不正な資金を自身が所有するオフショアの事業体に置き、ローンとして自分や自分の会社
に貸し戻すこと。オフショアの口座の実質的な管理者を把握するのは難しいため、マネー・ローンダ
ラーにとって便利な方法である。また、不正な資金を“洗浄”し、利息を払ったように装うことで、税
務上の利益を得ることができる。
With a loan-back, the criminal puts the dirty funds in an offshore entity that he owns 
and then ‘loans’ them back to himself or a company he owns. This technique works 
because it is hard to determine who actually controls offshore accounts in some 
countries. Allows the launderer to “clean” dirty money and generate tax benefits by 
deducting purported interest payments. 
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Lockbox 

ロックボックス
銀行が企業に提供するサービス。企業宛に私書箱に郵送される支払を、銀行が1日に数回回収し、
企業保有の法人口座へ入金した後に企業へ通知する。このサービスによって、企業は資金の受領後
即座にその資金を利用できる。しかし、受取金がサービスに要する費用を下回る恐れもあり、受取金
は一定の金額である必要がある。保険業界でも生命保険料や年金保険料を対象としたロックボックス
の幅広い利用が見られる。
Service offered by banks to companies in which the company receives payments by 
mail to a post office box and the bank picks up the payments several times a day, 
deposits them into the company’s account, and notifies the company of the deposit. The 
service enables the company to put the money to work as soon as it is received, but the 
amounts must be large in order for the value obtained to exceed the cost of the service. 
In the insurance industry there is also widespread use of “lock boxes” for payment of 
life insurance and annuities products.

M
Mail-Forwarding or Mail-Drop Service

郵便転送／郵便受取サービス 
合法的な営利企業が、（そこには居住していない）顧客に代わり、有料で手紙や小包の届け先として
自己実存する住所を提供すること。郵便物は顧客の依頼によって保管または転送される。一部の郵
便受取業者は、ファクシミリを使った同様のサービスを提供する。“シェル・バンク”または無許可銀
行が郵便受取サービス住所を持つ場合が多い。
A legal commercial enterprise that uses a stable, physical address as a delivery 
destination for letters or parcels on behalf of fee-paying clients who do not live on 
the premises. Mail can be held or forwarded at the client’s request. Some mail-drops 
provide similar services for faxes as well. Often, “shell” or unlicensed banks are found 
to have mail drop addresses.

Manipulation of Import and/or Export Prices

輸出入価格操作  
マネー・ローンダリングの手口の一種で、国際的な取引で、商品やサービスの価格を著しく高く、も
しくは安く設定して操作し、資金をある国から別の国へと移動させること。
A money laundering method that uses the overpricing or underpricing of products or 
services traded in international commerce to move money from one country to another.
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Memorandum of Understanding (MOU)

覚書（MOU）
2者（2つのグループ、2カ国等）の間で結ばれる合意で、ある特定の事柄について、お互いの関係
を規定する一連の原則を定めるもの。覚書は、国際的な財産没収の事例における各国間の資産分
配やマネー・ローンダリング対策の取組みにおける各国の義務の取り決めに使用される。資金情報
機関（Financial Intelligence Unit：FIU）は、継続的に警察や税関と密接な関係を保って、疑わ
しい取引の届出の収集および分析を行い、捜査における非公式な情報共有を、通常は覚書に基づい
てFIU間で行う。FIUから成るエグモント・グループが覚書のモデルを作成している。刑事共助条約
と違い、この手段は証拠を得る目的で使われるのではなく、証拠に繋がりそうな情報を得るために使
われる。
Agreement between two parties establishing a set of principles that govern their 
relationship on a particular matter. An MOU is often used by countries to govern their 
sharing of assets in international asset-forfeiture cases or to set out their respective 
duties in anti-money laundering initiatives.  Financial Intelligence Units, with the task 
of receiving and analyzing suspicious transaction reports on an ongoing basis and 
maintaining close links with police and customs authorities, share information among 
themselves informally in the context of investigations, usually on the basis of a MOU. 
The Egmont Group of FIUs has established a model for such MOUs. Unlike the Mutual 
Legal Assistance Treaty (see below), this gateway is ordinarily used not for obtaining 
evidence, but for obtaining intelligence that might lead to evidence.

Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) 

中東および北アフリカ金融活動作業部会（MENAFATF） 
2004年に設立されたFATF型地域体で、中東および北アフリカの地域を中心に活動する。www.
menafatf.orgを参照。
A FATF-style body established for the Middle Eastern and North African regions in 
2004. See www.menafatf.org.

Mock Trial on Money Laundering 

マネー・ローンダリングに関する模擬裁判
国連薬物犯罪事務所（UNODC）や様々な南米諸国から成る米州麻薬濫用取締委員会
（CICAD）によって開始されたプログラム。捜査官、検察官、裁判官にマネー・ローンダリング
の事件を解決するためのノウハウを身につけてもらうことを目的としている。模擬裁判で扱われる事件
は、実際に起こった事件に基づいている。2002年9月に、エクアドルでプログラムが開始してから、
合計6回の模擬裁判が4つの場所で行われている（エクアドルで2回、コロンビアで2回、エルサルバ
ドルとニカラグアでそれぞれ1回ずつ）。今後も中南米の国々で模擬裁判が行われる予定。
Program launched by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and 
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the Organization of American States Inter-American Drug Abuse Control Commission 
(CICAD) in various Latin American countries. The program’s objective is to equip 
investigators, prosecutors and judges with the know-how to crack money laundering 
cases. It uses cases that are built around authentic events. Since the program was 
launched in Ecuador in September 2002, six mock trials have been conducted in four 
locations—two in Ecuador, two in Colombia and one each in El Salvador and Nicaragua. 
More are scheduled in various South and Central American nations. 

Monetary Instrument 

通貨代替物  
トラベラーズ・チェック、流通証券（個人小切手や業務用小切手）、銀行小切手、約束手形、マ
ネー・オーダー（Money Order）、証券、無記名株式等。多くの国で通貨代替物は通貨とともにマ
ネー・ローンダリングの規制の対象となっており、金融機関は通貨代替物が関わる顧客の取引につ
いて報告を提出し、記録を保持する義務がある。
Travelers checks, negotiable instruments, including personal checks and business 
checks, official bank checks, cashier’s checks, promissory notes, money orders, 
securities or stocks in bearer form. Monetary instruments are normally included, along 
with currency, in the money laundering regulations of most countries, and financial 
institutions must file reports and maintain records of customer activities involving them.

Money Laundering 

マネー・ローンダリング 
違法に得られた資金や資産に関して、その存在、不正な出所、移動、最終的な移動先、不正な使
用を、合法なものに見せかけるために、隠蔽もしくは偽装する過程。マネー・ローンダリングは、通
常3つの段階に分かれている。第1段階が資金を金融システムに組み込む“プレイスメント”、第2段階
が取引の層を作ることで、資金の出所、所有権、所在を隠蔽する“レイヤリング”、そして第3段階が
資金を合法的な形に見せかけて社会に戻す“インテグレイション”である。マネー・ローンダリングの
定義は、それを犯罪と認識する国ごとに異なる。
The process of concealing or disguising the existence, illegal source, movement, 
destination or illegal application of illicitly-derived property or funds to make them 
appear legitimate. It usually involves a three part system: Placement of funds into a 
financial system, layering of transactions to disguise the source, ownership and location 
of the funds, and integration of the funds into society in the form of holdings that 
appear legitimate. The definition of money laundering varies in each country where it is 
recognized as a crime.
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Money Laundering Compliance Program

マネー・ローンダリング・コンプライアンス・プログラム
マネー・ローンダリング対策（AML）プログラムとも呼ばれ、企業におけるマネー・ローンダリング
およびテロ資金供与に対する対策を支援する目的で設けられるプログラム。世界中の様々な法域（司
法権の異なる国や地域）では、政府の規制により銀行、証券業者、マネー・サービス業者等の金
融機関に対してプログラムを設けるように求められている。通常、マネー・ローンダリング・コンプラ
イアンス・プログラムは少なくとも以下のものを含む。
1. （書面化された）内部ポリシー、内部手続き、内部統制
2. AMLコンプライアンス担当者の任命
3. 継続的な従業者トレーニング・プログラム
4. プログラムの検査のための独立したレビュー

Also called Anti-Money Laundering (AML) Program, the system is designed to assist 
institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many 
jurisdictions worldwide, government regulations require financial institutions including 
banks, securities dealers and money services businesses to establish such programs. At 
a minimum, the money laundering compliance program usually includes:
1.  Written internal policies, procedures and controls.
2.  A designated AML compliance officer.
3.  On-going employee training programs.
4.  Independent review to test the programs.

Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

マネー・ローンダリング報告担当者（MLRO）
英国の金融当局（FSA）の規定で使われた用語で、企業のマネー・ローンダリング対策の活動やプ
ログラムの監視について責任を負う人物を指す。MLROはマネー・ローンダリング対策に関する戦略
およびポリシーの実施におけるキー・パーソンである。
A term used in United Kingdom Financial Services Authority (FSA) rules to refer to the 
person responsible for overseeing a firm’s anti-money laundering activities and program. 
The MLRO is the key person in the implementation of anti-money laundering strategies 
and policies.

Money Order 

マネー・オーダー
少額（一般的に500ユーロまたはUSドル以下）の現金で購入される通貨代替物（Monetary 
Instrument）。通常、普通（当座預金）口座を持たない人が、請求書の支払いを行う場合や、
個人小切手を受け付けない業者から商品購入代金支払いを行う場合に使われる。マネー・オーダー



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

266

（Money Order）は個人の口座ではなく発行機関から振り出されるため、マネー・ローンダリング
の手口として使われることもある。
A monetary instrument usually purchased with cash in small (generally under 
Euro/ $500) denominations. It is commonly used by people without checking accounts 
to pay bills or to pay for purchases in which the vendor will not accept a personal 
check. Money orders may be used for laundering because they represent an instrument 
drawn on the issuing institution rather than on an individual’s account. 

Money Services Business (MSB)

マネー・サービス業者（MSB）
米国等で使われる用語で、送金会社、小切手換金業、マネー・オーダー（money order）やトラ
ベラーズ・チェックの発行、売却、および払い戻しを行う者、両替所、ストアド・バリュー・カード
（プリペイド・カード）の発行会社等を指す。
Term used in the U.S. and elsewhere for money remittance companies; check cashers; 
issuers, sellers and redeemers of money orders and travelers checks; currency exchange 
houses, and stored value product companies. 

Money Transfer Service or Value Transfer Service

送金サービス
ある場所で、現金、小切手、その他の通貨代替物（monetary instrument）や他の価値保存手
段を受領し、通信、メッセージ、送金により、あるいはその送金サービスの属する決済ネットワーク
等を使い、別の場所にいる受取人に現金やその他の方法で相当額を支払う金融サービス。送金サー
ビスの取引は、複数の仲介業者を介して行われたり、第三者により最終支払いが行われる場合があ
る。ある者（自然人または法人）により提供される送金サービスは、公式には規制金融システム（例
えば銀行口座等）を通して、非公式には銀行以外の金融機関や企業を通して、あるいは規制対象外
のシステムで行われる。ある法域（司法権の異なる国や地域）では、非公式のシステムは“代替的送
金サービス”や“地下（もしくはパラレル）銀行システム”と呼ばれる。
Financial service that accepts cash, checks other monetary instruments or other 
stores of value in one location and pays a corresponding sum in cash or other form 
to a beneficiary in another location by means of a communication, message, transfer 
or through a clearing network to which the money/value transfer service belongs. 
Transactions performed by such services can involve one or more intermediaries and 
a third-party final payment. A money or value transfer service may be provided by 
persons (natural or legal) formally through the regulated financial system (for example, 
bank accounts), informally through non-bank financial institutions and business entities 
or outside the regulated system. In some jurisdictions, informal systems are referred to 
as alternative remittance services or underground (or parallel) banking systems. 
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MONEYVAL

マネーバル（MONEYVAL）
欧州評議会マネー・ローンダリング対策特別評価専門家委員会。以前は欧州会議特別委員会（PC-
R-EV）として、欧州評議会加盟国でかつFATF非加盟国のマネー・ローンダリング対策に関する自
己・相互評価を実施する目的で1997年に欧州評議会閣僚委員会によって設立された。マネーバル
（MONEYVAL）は、欧州評議会の犯罪問題委員会（CDPC）の小委員会である。
Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 
Laundering Measures. Formerly PC-R-EV, the committee was established in 1997 
by the Committee of Ministers of the Council of Europe to conduct self- and mutual 
assessments of anti-money laundering measures in place in Council of Europe countries 
that are not FATF members. MONEYVAL is a sub-committee of the European Committee 
on Crime Problems of the Council of Europe (CDPC). 

Monitoring

モニタリング
各企業のマネー・ローンダリング対策プログラムの1つの要素。顧客の活動について、不自然あるい
は疑わしいパターンや傾向、通常のパターンとはかけ離れた取引といった点について点検すること。
ソフトウェアを使用して、ある特定の活動を“通常かつ想定される”しきい値（報告の対象となる金
額）と比較し、取引をモニタリングする。モニタリング活動の概念は、不自然な取引の識別モニタリ
ングとは異なる。前者には高度なソフトウェアと膨大なデータベースにより大規模かつ集約された取引
を点検することが含まれ、後者には、通常、企業の従業者が実際に個々の取引を調査することが含
まれる。
An element of an institution’s anti-money laundering program in which customer 
activity is reviewed for unusual or suspicious patterns, trends or outlying transactions 
that do not fit a normal pattern. Transactions are often monitored using software that 
weighs the activity against a threshold of what is deemed “normal and expected” for the 
customer. The concept of monitoring activity is different from that of identifying unusual 
transactions. The former generally involves macro or aggregate transactions reviewed 
through sophisticated software and large databases, while the latter usually involves an 
institution’s employee actually observing a particular transaction. 

Mutual Fund 

投資信託（ミューチュアル・ファンド）
新規持分の売出しを行ったり、要求に応じて既存持分の買戻しを継続的に行う投資会社。資本を他
の企業の多様な証券に投資する。資金は個人投資家から集められ、その投資家の利益のために様々
な株式や債券を含んだポートフォリオに投資および運用する。
Investment company that continually offers new shares and buys existing shares back 
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on demand, using its capital to invest in diversified securities of other companies. 
Money is collected from individuals and invested on their behalf in varied equity or debt 
portfolios.

Mutual Legal Assistance Treaty

刑事共助条約
正式な捜査および訴訟に利用するための、各国の民間および公共部門の法的手続きに関する相互支
援、書類や証人、そしてその他の法的および司法リソースの利用に関する相互支援を認める条約。
Agreement among countries allowing for mutual assistance in legal proceedings and 
access to documents and witnesses and other legal and judicial resources in the 
respective countries, in private and public sectors, for use in official investigations and 
prosecutions. 

N
Naked Trust 

無償信託
ベア信託を参照。
See Bare Trust.

NCCT

NCCT
非協力国および地域リスト参照。
See Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) List.

NCCT Criteria 

NCCTの基準
2000年2月発表のFATF報告書に示された非協力国および地域に関する基準で、NCCT指定国の決
定に使われる。非協力国および地域リスト参照。
Criteria published in the FATF Report on Non-Cooperative Countries and Territories 
issued in February 2000 used to determine which countries to designate as NCCTs. See 
Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs) list.

Nesting 

ネスティング
他の海外銀行が自身の取引のために海外のコルレス銀行口座を使用すること。
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The practice that involves the use of a foreign correspondent bank account by another 
foreign bank to conduct its own transactions.

Nominee Account 

名義人口座
ベナミ口座参照。
See Benami Account.

Nominee Company

名義人会社
第三者の代理として証券や他の資産を保有すること、または親銀行および信託会社の顧客に名義上
の取締役および役員を提供することが設立の目的であることが明確な会社。
A corporation that is formed for the express purpose of holding securities and other 
assets in its name on behalf of others, or providing nominee directors and/or officers on 
behalf of clients of its parent bank or trust company.

Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) List 

非協力国および地域（NCCT）リスト
1999年以降、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）により、国際的なマ
ネー・ローンダリング対策の取組みにおいて非協力的である、もしくは、マネー・ローンダリングの規
制に不備があると指摘されている国および地域。2006年10月以降は、リストに記載されている非協
力国もしくは地域はない。
Countries and territories that have been designated since 1999 by the Financial Action 
Task Force as being non-cooperative in the global anti-money laundering effort or as 
lacking adequate money laundering controls. As of October 2006, there are no non-
cooperative countries or territories on the list. 

Non-Financial Trades and Businesses

非金融貿易および事業
指定非金融業者および職業専門家を参照。
See Designated Non-Financial Businesses and Professions.

Non-Governmental Organization (NGO)

非政府組織（NGO）
国境なき医師団や国際赤十字等、ある特定の国の政府に直接属さない国際組織。一部の国におけ
るNGOに関するマネー・ローンダリング対策の法規制には未だに抜け穴があるため、密かに資金移
動を企むテロリストやテロ支持者によって利用されることが懸念されている。例えば、2003年に施行
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されたサウジアラビアの政策は、NGOおよび慈善団体に対してアラブ諸国外への送金を禁止している
が、実際には効力を発していない。
International organizations that are not directly linked to the governments of specific 
countries, such as Doctors without Borders and the International Red Cross. Some 
countries’ anti-money laundering regulations for NGOs still have loopholes that some 
worry could be exploited by terrorists or terrorist sympathizers trying to secretly move 
money. For example, Saudi policy implemented in 2003 that prohibits NGOs and 
charities from sending money outside the Arab nation is not effective.

Non-Profit Organizations (NPO)

非営利団体（NPO）
法域（司法権の異なる国や地域）および法制度によって異なり、組合、財団法人、寄付団体、地
域奉仕団体、公益法人、有限責任会社、公共慈善協会等、様々な形式が存在する。FATFは、慈
善、宗教、文化、教育、社会および友愛の目的で募金や支出を行う組織が、テロ資金の提供者に
よって悪用されるのを防ぐことを目的とした、当局の取り組みを支援する措置を提案している。
These can take on a variety of forms, depending on the jurisdiction and legal system, 
including associations, foundations, fund-raising committees, community service 
organizations, corporations of public interest, limited companies and Public Benevolent 
Institutions. The FATF has suggested practices to help authorities protect organizations 
that raise or disburse funds for charitable, religious, cultural, educational, social or 
fraternal purposes from being misused or exploited by financiers of terrorism.

Nostro Account 

ノストロ口座
ノストロ口座（当方勘定：Nostro Account）およびボストロ口座（先方勘定：Vostro Account）
とは、異なる法域（司法権の異なる国や地域）にある2つの銀行が、それぞれの現地通貨での取引
を円滑にするために保有する、双方向のコルレス口座である。つまり、銀行間取引において、外貨取
引を行うのに使用される決済口座である。例えば、ブラジルの銀行Xが米国の銀行Yにドル口座を開
設し、これをノストロ（“当方”の意味）口座とする。銀行Yはレアルのミラー（双方向の意味）口座
をブラジルの銀行Xに開設し、これをボストロ口座（“先方”の意味）とする。規制当局は、特に複数
の口座が関連している関係におけるノストロ口座およびボストロ口座の関係の透明性に対して懸念を示
している。ボストロ口座を参照。
Nostro and vostro accounts are mirror correspondent accounts maintained by two 
banks in different jurisdictions to facilitate transactions in each other’s local currency—
essentially, clearing accounts that balance foreign currency transactions between the 
two institutions. For example, Bank X from Brazil might open a U.S.-dollar account at 
Bank Y in the U.S., called a “nostro” (literally “our”) account; Bank Y might open a 
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mirror account in Brazilian reals with Bank X in Brazil—a “vostro” (“your”). Account 
Financial regulators have expressed concern over the transparency of nostro and vostro 
account relationships, especially when there are multiple layers of accounts within 
primary relationships. See also Vostro Account.

O
Office of Foreign Assets Control (OFAC)

米国外国資産管理局 （OFAC）
米国外交政策および国家安全保障に基づき、指定された外国、テロ支援組織、テロリスト、国際麻
薬密売者等に対して、経済制裁および貿易制裁の管理、施行を行う米財務省の管理局。1995年以
前、OFACは、“特定指名者”（Specifically Designated Nationals）に対する資産封鎖や関連規制
の施行を主に取り扱っていた。2001年9月11日以降、OFACは、マネー・ローンダリング対策におい
ても重要な役割を果たすようになった。当局は、“特定指名麻薬密売者”（Specifically Desiganted 
Narcotics Traffickers）や“特別指名テロリスト”（Specifically Designated Terrorists）等、様々
なリストを公表しており、また、米国金融機関に対して、OFAC指名国、団体、個人に関連のある口
座、支払、または送金について封鎖もしくは報告を要請する規制を設けた。OFACの規制は米国外
の米国人や米国の企業団体も対象としているため、域外にも適用される。取引元および最終取引先
にかかわらず、米国金融機関が、OFACの指名団体に関係する取引において仲介者の役割を果たす
場合、その資金は差し止められなければならない。
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml 参照。
Office of the U.S. Department of the Treasury that administers and enforces 
economic and trade sanctions against targeted foreign countries, terrorism-sponsoring 
organizations, terrorists, international narcotics traffickers, and others based on U.S. 
foreign policy and national security goals. Until 1995, OFAC had been concerned only 
with enforcing asset-blocking and related rules applicable to “Specially Designated 
Nationals.” After September 11, 2001, OFAC became a significant player in the anti-
money laundering field as well. The office issues various lists, including “Specially 
Designated Narcotics Traffickers” and “Specially Designated Terrorists,” and its 
regulations require U.S. financial institutions to block and file reports on accounts, 
payments or transfers in which an OFAC-designated country, entity or individual has 
an interest. OFAC requirements have an extraterritorial reach, since they require U.S. 
persons and entities located outside the U.S. to comply. Independent of origin or final 
destination, if a U.S. financial institution acts as an intermediary for a transaction that 
involves an OFAC-designated entity, the funds must be blocked. See http://www.treas.
gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml.
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Offshore

オフショア
文字通り、母国から離れた状態のこと。もしある人物が欧州に在住している場合、米国はオフショア
となる。マネー・ローンダリングにおいては、低い税金、非課税、または厳戒な銀行秘密に関する規
制のために外国投資の行いやすい法域（司法権の異なる国や地域）を指す。
Literally, away from one’s own home country—if one lives in Europe, the U.S. is 
“offshore.” In the money laundering lexicon, the term refers to jurisdictions deemed 
favorable to foreign investments because of low or no taxation or strict bank secrecy 
regulations.

Offshore Bank

オフショア銀行
銀行業務の許可を得ているが、業務許可の条件として、現地市民との取引や現地通貨での取引が禁
じられている。
Though licensed to conduct banking activities, an offshore bank is prohibited from 
doing business with local citizens or in local currency as a condition of its license.

Offshore Financial Center (OFC)

オフショア金融センター（OFC）
銀行、貿易会社、およびその他の会社もしくは法人が、ある法域（司法権の異なる国や地域）に物
理的あるいは法的に存在するための、サービスの提供および援助を行う機関。しかし、その業務はオ
フショアに限定される（オフショアを参照）。歴史的に、OFCは、米国や欧州の主要金融機関に近
接したカリブ海や地中海諸国に設立されている。
Institutions that cater to or otherwise encourage banks, trading companies, and other 
corporate or legal entities to physically or legally exist in a jurisdiction but limit 
their operations to “offshore,” meaning outside the jurisdiction (see Offshore). OFCs 
have historically been located in the Caribbean or on Mediterranean islands to be in 
reasonable proximity to the major financial centers of the U.S. and Europe. 

Offshore Group of Banking Supervisors(OGBS)

オフショア銀行監督者グループ（OGBS）
各法域（司法権の異なる国や地域）における銀行監督、および、オフショア銀行監督者、バーゼル
委員会加盟国およびその他の銀行監督者間における一層の国際協力を促進する組織。OGBSは、
1980年にバーゼル銀行監督委員会（BCBS）の強い勧めによって設立され、現在も同委員会と密な
連絡を取り合っている。また、バーゼル委員会との共同作業部会であるクロスボーダー・バンキング
作業部会を通じて、2001年にバーゼル委員会によって発表された「銀行の顧客管理（Customer 
Due Diligence: CDD）」に関するペーパー作成に携わった。これは、以前公表されたバーゼル委
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員会のペーパーで示された原則を補強するもので、顧客確認（Know Your Customer：KYC）の
基準およびその実行における必須要素に関して、より具体的なガイダンスを提供している。オフショ
ア・グループのメンバーは、ペーパーに示されているKYCの基準に全面的に取り組む姿勢を見せて
いる。さらに、顧客管理ペーパーの付録として、「口座開設と本人確認に関する一般的な指針」を発
表した。www.ogbs.netを参照。
Organization that promotes the supervision of banks in their jurisdictions and furthers 
international cooperation among Offshore Banking Supervisors, Basel Committee 
member nations, and other banking supervisors. The OGBS was established in 1980 at 
the instigation of the Basel Committee on Banking Supervision, with which it maintains 
close contact. Through the Working Group on Cross-Border Banking the Offshore Group 
joined with the Basel Committee in preparing a paper on Customer Due Diligence for 
Banks, which the Basel Committee issued in 2001. This paper reinforces principles set 
in earlier Basel Committee papers by providing more precise guidance on the essential 
elements of Know Your Customer standards and their implementation. Offshore Group 
members are fully committed to the KYC standards contained in the paper. The Working 
Group also has produced as an annex to the Customer Due Diligence paper a General 
Guide to Account Opening and Customer Identification. See www.ogbs.net.

Omnibus Account 

オムニバス口座
決済口座を参照。
See Clearing Account. 

Operational Risk 

オペレーショナル・リスク
内部プロセス、人、システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、あるいは外的な事象から
生じる業務の直接的または間接的な損失に関わるリスク。オペレーショナル・リスクを効果的に管理
できていないことが公に認識されると、銀行業務に支障または被害が生じる場合がある。
The risk of direct or indirect loss of operations due to inadequate or failed internal 
processes, people or systems, or as a result of external events. Public perception that 
a bank is not able to manage its operational risk effectively can disrupt or harm the 
business of the bank.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

経済協力開発機構（OECD）
国際経済に関わる経済開発問題において政府を支援する国際機関。パリのFATF事務局がOECD内
に置かれている。www.oecd.orgを参照。
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International organization that assists governments on economic development issues in 
the global economy. OECD houses the FATF secretariat in Paris. See www.oecd.org.

Organization of American States- Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS-CICAD)

米州機構全米麻薬濫用取締委員会（OAS-CICAD）
米州機構（OAS）は、全米麻薬濫用取締委員会（CICAD）を通じてマネー・ローンダリングに関
する勧告をいくつか発表している。これら勧告には、1992年に施行されたOASモデル規制の改正が
含まれる。CICADは、政府職員や銀行員のためのマネー・ローンダリング対策措置に関するトレー
ニングセミナーの主催やとりまとめをしており、さらに、西半球の加盟国におけるマネー・ローンダリ
ング対策の取組みを監視している。www.cicad.oas.org/EN/を参照。
OAS has issued several sets of money laundering recommendations through its Inter-
American Drug Abuse Control Commission (CICAD). They include amendments to 
the OAS Model Regulations issued in 1992. CICAD has sponsored and coordinated 
training seminars for public officials and bankers on anti-money laundering measures 
and oversees the anti-money laundering efforts of its member countries in the Western 
Hemisphere. See www.cicad.oas.org/EN/.

Originator 

依頼人
口座保有者、もしくは、口座が存在しない場合、金融機関に対して電信送金を依頼する人（自然人
もしくは法人）。
The account holder, or where there is no account, the person (natural or legal) who 
places the order with the financial institution to perform the wire transfer.

Over the Counter (OTC)

店頭取引（OTC）
マネー・ローンダリングにおいて以下2つの意味を持つ。
1. 米国銀行秘密法の報告書では、支店で物理的に行われる現金の預入として定義されている。
2. 証券業界において、組織化された証券取引所で取引されていない株式や他の証券（社債、不

動産担保もしくは資産担保付証券、通貨スワップ等）の市場を指す。OTC市場では、物理的
に取引所の立会場を介さずに、証券会社によって間接的に行われる。また、価格が、取引所の
立会所での“オークションによる入札”ではなく、買い手と売り手間の相対交渉によって成立する。

Two distinct meanings in the money laundering context:
1.  As used in U.S. Bank Secrecy Act reporting forms, it refers to deposits of cash made 

physically at a branch. 
2.  In the securities industry, it describes the market for trading equities that are not 
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listed on an organized stock exchange, or for trading securities such as corporate 
bonds, mortgage-backed or asset-backed securities, currency swaps, etc. In the OTC 
market, trading is conducted remotely by broker-dealers rather than on a physical 
exchange floor, and prices are set by negotiation between buyer and seller rather 
than by “auction bidding” on the floor of an exchange. 

P
Passive Trust 

受動信託
ベア信託を参照
See Bare Trust.
       

Payable Through Account (PTA)

ペイヤブル・スルー口座（PTA）
外国金融機関が（国内の）預金機関に開設する取引口座を指し、当該外国金融機関の顧客は、直
接もしくはサブ口座を通して、口座開設先の国で銀行業務や取引を行うことができる。PTAの実質的
な利用者である外国金融機関の顧客に対する顧客管理措置を行うことが困難なため、口座開設先の
預金機関にリスクをもたらす。
Transaction account opened at a depository institution by a foreign financial institution 
through which the foreign institution’s customers engage, either directly or through sub-
accounts, in banking activities and transactions in the country where the account was 
opened. Such accounts pose risks to the depository institutions that hold them because 
it can be difficult to conduct due diligence on foreign institution customers who are 
ultimately using the PTA accounts.

PC-R-EV

欧州会議特別委員会 （PC-R-EV）
マネーバル（MONEYVAL）を参照。
See MONEYVAL.

Physical Cross-Border Transportation of Currency

国境を越えた物理的な資金移動
ある国から別の国への通貨または無記名流通証券の移動。この用語は以下の意味で用いられる。(1) 
自然人による物理的な移動、もしくは自然人の所有する荷物や車両に入れての移動、 (2)貨物扱いの
通貨の発送、 および(3) 通貨または無記名流通価証券の郵送。
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Any in-bound or out-bound transportation of currency or bearer negotiable instruments 
from one country to another. The term includes: (1) physical transportation by a 
natural person, or in that person’s accompanying luggage or vehicle; (2) shipment of 
currency through cargo it contains, and (3) the mailing of currency or bearer negotiable 
instruments.

Physical presence

実質的な影響力 
国内に所在する法人に対する実質的な経営管理。単に、現地の代理人的な存在もしくは実務レベル
のスタッフでは、実質的な影響力があるとはいえない。
Meaningful management of an institution located within a country. The mere existence 
of a local agent or low level staff does not constitute physical presence.

Placement

プレイスメント 
マネー・ローンダリングのプロセスの最初の段階。非合法な活動から生じた資金を物理的に処理する
こと。
The first phase of the money laundering process: The physical disposal of cash proceeds 
derived from illegal activity.

Poey Kuan

ポーエイ・クアン
代替的送金システムを参照。
See Alternative Remittance System.

Policies 

ポリシー
金融機関の業務上の規程や内部規則であり、従業者に対してどのような行動が求められているかを
定義するものである。
A financial institution’s operating regulations and its internal rules that define how 
employees are expected to conduct themselves.

Politically Exposed Person (PEP)

重要な公的地位を有する者（PEP）
2003年に改訂されたFATF の40の勧告によれば、PEP とは、外国の重要な公的立場にある個人
を指す。例えば、国家元首、有力政治家、政府の高級官僚、裁判所もしくは軍の役職者、公営企
業の幹部、重要な政党の幹部等、および、それら個人の親族および密接な関係者等が含まれる。
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PEP の定義には、特定の分野に携わる中程度の地位にある個人までは含まれない。
According to FATF’s revised 40 Recommendations of 2003, a PEP is an individual who 
has been entrusted with prominent public functions in a foreign country, such as a head 
of state, senior politician, senior government official, judicial or military official, senior 
executive of a state-owned corporation or important political party official, as well as 
their families and close associates. PEP does not extend to middle-ranking individuals in 
the specified categories.

Ponzi Scheme 

ポンジー・スキーム（ねずみ講の一種）
マネー・ローンダリングの仕組みの一種で、チャールズ・ポンジー（Charles Ponzi）にちなんでこ
う呼ばれる。チャールズ・ポンジー はイタリアからの移民で、4万人から1,500万ドルを騙し取った詐
欺により、米国において10年間の懲役刑を受けた。ポンジーの名は、新たな投資家の資金をそれ以
前の投資家への支払いにあてる仕組みの代名詞となった。一流銀行の保証、ロール・プログラム、
金融債プログラム、高い利率の約束等はすべてポンジー・スキームの詐欺の手口であり、これらの手
口によって詐欺は続けられる。しかし、新しい投資家からの資金の流入が止まり、発起人が資金を
持って姿を消すことにより、システムは行き詰まることになる。
A money laundering system named after Charles Ponzi, an Italian immigrant who 
spent 10 years in jail in the U.S. for a scheme that defrauded 40,000 people out of 
$15,000,000. Ponzi’s name became synonymous with the use of new investors’ money 
to pay off prior investors. The prime bank guaranty, roll program, bank debenture 
program, high yield promises, etc., are all frauds that use the Ponzi system to sustain 
themselves until the flow of new investor funds stops or the promoter vanishes with the 
money.

Predicate Crimes 

前提犯罪
“特定の違法行為”（Specified Unlawful Activities）を指し、その特定の取引から収益が発生す
る場合に、マネー・ローンダリングとして起訴される可能性がある。マネー・ローンダリングに関する
ほとんどの法律では、それら前提犯罪について、広範な定義またはリストを示している。 前提犯罪
は、重罪もしくは“刑法に抵触するすべての行為”と定義されている場合もある。
“Specified unlawful activities” whose proceeds, if involved in the subject transaction, 
can give rise to prosecution for money laundering. Most money laundering laws contain 
a wide definition or listing of such underlying crimes. Predicate crimes are sometimes 
defined as felonies or “all offenses in the criminal code.”
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Private Banking

プライベート・バンキング
金融機関において富裕層の個人顧客向けのハイエンド・サービスを提供する部門。プライベート・バ
ンキング業務の取引は、秘密性、受益権に関わる法的な取り決めの複雑性、オフショア投資、タッ
クス・シェルター、信用拡張サービスに関連する傾向にある。プライベート・バンキングは、多くの
国の政府によって、マネー・ローンダリングに利用されやすいと見なされている。
A department in a financial institution that provides high-end services to wealthy 
individuals. Private banking transactions tend to be marked with confidentiality, 
complex beneficial ownership arrangements, offshore investment vehicles, tax shelters 
and credit extension services. Private banking is viewed by many governments as highly 
vulnerable to money laundering.

Private Investment Company (PIC)

個人投資会社 （PIC）
私有投資会社（Personal Investment Company）とも呼ばれる。企業の一種を指し、多くの場合
は会社所有者のプライバシーを保護するための厳戒な法律のあるオフショアで設立される。一部の法
域（司法権の異なる国や地域）において、個人投資会社は、国際事業会社もしくは免税対象会社
を指す。PIC は、マネー・ローンダリングの主要な手段であるとされている。
Also known as a Personal Investment Company, a PIC is a type of corporation that is 
often established in an offshore jurisdiction with tight secrecy laws to protect the privacy 
of its owners. In some jurisdictions, an international business company or exempt 
company is referred to as a private investment company. PICs are viewed as prime 
money laundering vehicles.

Profiling 

プロファイリング
顧客確認（KYC）の手続きの構成要素のひとつ。プロファイリングによって、金融機関は、ある顧
客に関して、業務取引のタイプが“通常かつ想定される（Normal and Expected）”ものであるかど
うかを判断し、さらに、当該取引が、想定の範囲内のプロファイルに留まるかどうかをモニタリングす
る。プロファイル自体が、乱用されたり、虚偽の取引を含む場合、“通常かつ想定される”取引かどう
かのモニタリングは、問題のあるものとなってしまう。高度なマネー・ローンダラーの場合、レッド・
フラッグが立つことを避けるため、時間をかけてプロファイルを操作することが考えられる。
An element of Know Your Customer (KYC) procedures by which an institution 
determines the type of activity that is considered “normal and expected” for a customer 
and monitors the activity to determine if it stays within the profile. Monitoring from a 
“normal and expected” profile can be problematic if the profile itself is subject to abuse 
or includes deceptive transactions. Sophisticated launderers can manipulate a profile 
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over time in order to avoid setting off red flags.

Pyramid Scheme 

ピラミッド・スキーム（ねずみ講） 
マルチ商法とも呼ばれる。商品販売権を他人に売る権利を購入するための、不正な販売の仕組みを
指す。投資家の初期投資の回収の可能性を故意に偽って説明している。
Also referred to as Chain-Referral Schemes, pyramid schemes are fraudulent marketing 
programs in which people buy the right to sell to others the right to sell a product, and 
are based on misrepresentations of investors’ ability to recoup their initial investments. 

R
Red Flag 

レッド・フラッグ
疑わしい状況、取引、活動に対して注意を喚起するために用いられる警告のシグナル。
A warning signal used to bring attention to a potentially suspicious situation, transaction 
or activity. 

Regulatory Agency 

監督機関
国内の金融機関を監督管理する責任を負う政府機関。この機関は通常、次の権限を有する。規制
の制定、監査および検査の実施、罰金および罰則の強制、金融機関の認可の取消もしくは自身の法
域（司法権の異なる国や地域）における法に基づく取引の制限等。ほとんどの 金融監督機関が、マ
ネー・ローンダリングおよび他の金融犯罪の防止および検知において、主要な役割を果たしている。
A government entity responsible for supervising and overseeing a category of domestic 
institutions. The agency generally has authority to issue regulations, perform audits and 
examinations, impose fines and penalties, and terminate charters or curtail activities of 
institutions under its jurisdiction. Most financial regulatory agencies play a major role in 
preventing and detecting money laundering and other financial crimes.

Remittance Services 

送金サービス
ジロ・ハウス（Giro House）もしくはカサ・デ・カンビオ（Casa de Cambio） 等とも呼ばれる。銀
行システムを使用して別の口座へ資金を移す目的で、現金あるいはそれ以外の資金を預かるサービス
である。海外の法域（司法権の異なる国や地域）に所在する関連会社の口座に、最終的な受取人
への資金が用意される。
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Also referred to as giro houses or casas de cambio, remittance services are businesses 
that receive cash or other funds that they transfer through the banking system to 
another account. The account is held by an associated company in a foreign jurisdiction 
where the money is made available to the ultimate recipient. 

Reputational Risk 

風評リスク
金融機関の取引行為および他の組織との関係に関する悪評が、その正確性にかかわらず、当該金
融機関に対する信用をおとしめる可能性。銀行やその他の金融機関は、顧客による違法な行為の手
段あるいは被害者となりやすいため、特に 風評リスク にさらされやすい。このような金融機関は、
顧客確認（Know Your Customer：KYC）プログラムや従業者確認（Know Your Employee：
KYE）プログラムを通して、自らを守ることが可能である。
The potential that adverse publicity regarding a financial institution’s business practices 
and associations, whether accurate or not, will cause a loss of confidence in the integrity 
of the institution. Banks and other financial institutions are especially vulnerable to 
reputational risk because they can become a vehicle for, or a victim of, illegal activities 
perpetrated by customers. Such institutions may protect themselves through Know Your 
Customer and Know Your Employee programs. 

Respondent Bank 

コルレス先銀行
他の金融機関に、コルレス口座の開設、維持、管理を行ってもらっている銀行を指す。レスポンデン
ト銀行とも呼ばれる。
A bank for which another financial institution establishes, maintains, administers or 
manages a correspondent account. 

Retrospective Due Diligence

遡及的デュー・デリジェンス
既存顧客およびその顧客が保有する口座の合法性を確認する目的で、顧客の身元および口座の取
引活動を調べること。ケイマン諸島およびバハマでは、マネー・ローンダリング対策の枠組みを採
択する際、既存顧客に対するこのデュー・デリジェンスの実施が金融機関に要求された。英国はこ
の要求を考慮したが、金融セクターの負担が重くなることを理由に導入しなかった。米国は遡及的
デュー・デリジェンスを要求していない。
Examining the identity and activity of existing customers and their accounts to confirm 
their legitimacy. The Cayman Islands and the Bahamas, when adopting their anti-
money laundering frameworks, required financial institutions to perform due diligence 
on existing customers. The U.K. considered the requirement but did not implement 
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it, citing heavy burden on businesses in its financial sector. The U.S. does not require 
retrospective due diligence. 

Risk-Based Approach

リスクベース・アプローチ
マネー・ローンダリング・コンプライアンス・プログラムの効果を最大にするため、ビジネス、顧客、
口座、業務取引のタイプごとに、それぞれ関連する様 な々リスクを評価すること。
The assessment of the varying risks associated with different types of businesses, clients, 
accounts and transactions in order to maximize effectiveness of the money laundering 
compliance program.

Risk Matrix

リスク・マトリクス
金融機関が、業務上の関係や顧客との関係におけるマネー・ローンダリングのリスクを評価するのに
役立つ文書もしくはチャート。リスク・マトリクス は、出生国もしくは想定される取引等、リスクに関
わる重要な要素や要因を示す。これによって、金融機関は、潜在的な顧客が及ぼすマネー・ローン
ダリングのリスクが、高、中、低のどのレベルであるか計算することができる。また、このマトリクス
は、特定の口座や顧客の取引のモニタリングの実施頻度を決定する際の情報としても役立つ。
Document or chart that allows financial institutions to assess the money laundering 
risk of a business or customer relationship. A risk matrix sets out critical elements or 
parameters of risk—such as the country of origin or the type of anticipated transaction—
so that institutions can calculate whether a potential client presents a low, medium or 
high level of money laundering risk. Later, the matrix allows the institution to make 
informed decisions on the frequency of transaction monitoring of particular accounts or 
customers.

Roll-Over Money Laundering 

ロールオーバー・マネー・ローンダリング
マネー・ローンダリングに対する刑事訴追を妨げる目的で、合法的および違法な資金を混蔵するこ
と。
Commingling of legal and illegal funds to frustrate prosecution for money laundering.

ROSC

ROSC（基準と規則の遵守に関する報告書）
Report on the Observance of Standards and Codes（基準と規則の遵守に関する報告書）の
略。各国が、財政および通貨の安定性に関する、国際的に認知された基準や規則をどの程度遵守し
ているかをまとめたレポートで、IMF や世界銀行に利用されている。通貨および金融政策の透明性、



公認 AML スペシャリスト認定試験スタディー・ガイド

282

財政の透明性、銀行業の監督、証券、保険、決済システム、コーポレート・ガバナンス、会計、監
査、および破産と債権者に関する権利が、この基準により評価される。2002年以降、マネー・ロー
ンダリングおよびテロ資金供与対策に関する評価も、このレポートに含まれている。加盟国の要請に
より、各国の基準遵守状況に関するROSCの要約の作成および公開が行われる。評価の結果は、
IMF や世界銀行が貸付をする際に考慮され、また、民間企業（格付け機関を含む）のリスク評価
にも利用される。ROSCは、ある国の、マネー・ローンダリングに関わる将来的なリスクを判断する上
でも有用である。www.imf.org/exter-nal/np/rosc/rosc.asp を参照。
Report on the Observance of Standards and Codes. A report used by the IMF or World 
Bank that summarizes the extent to which countries observe internationally recognized 
standards and codes for fiscal and monetary stability. The standards examine monetary 
and financial policy transparency, fiscal transparency, banking supervision, securities, 
insurance, payments systems, corporate governance, accounting, auditing and 
insolvency and creditor rights. Since 2002, they have also included examination of anti-
money laundering and terrorist financing. ROSCs summarizing countries’ observance of 
these standards are prepared and published at the request of the member country. The 
results are used in consideration of IMF and World Bank loans and for the private sector 
(including rating agencies) for risk assessment. ROSCs are also useful in determining a 
country’s prospective risks associated with money laundering. See www.imf.org/exter-
nal/np/rosc/rosc.asp. 

S
Safe Harbor

セーフ・ハーバー
金融機関、その取締役、経営幹部、および従業者のための、刑事または民事上の責任に対する法
的保護。契約、または、法律、規則、運営上の禁止事項等によって課せられた情報開示の制限に
違反しても、金融機関が金融情報機関（Financial Investigation Unit：FIU）に対して疑わしい
取引について誠実に報告した場合、当該金融機関は、セーフ・ハーバー によって保護される。これ
は、当該金融機関が、その取引の背後にある前提犯罪を正確に把握していなかった場合でも適用さ
れ、また、違法行為が実際に起こっていたかどうかにかかわらず適用される。
Legal protection for financial institutions, their directors, officers and employees from 
criminal and civil liability for breach of any restriction on disclosing information 
imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative prohibition, if 
they report their suspicions in good faith to the Financial Investigation Unit (FIU), even 
if they did not know precisely what the underlying criminal activity was, and regardless 
of whether illegal activity actually occurred.
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Safety Deposit Box

貸金庫
銀行の内部にある金庫で、法的な書類、貴金属、貨幣等、遺言状等、顧客が保護してもらいたいあ
らゆる重要なものを保管するために利用される。貸金庫は、犯罪収益の有用な保管場所として利用
される可能性もある。
A safe inside a bank that can be used to store anything of importance a customer wishes 
to protect, such as legal documents, jewelry, coins, wills, etc. Safety deposit boxes can 
also provide a useful storage place for the proceeds of crime. 

Seize

差押え
関係当局もしくは裁判所が、資産凍結のために発した命令に基づき、資金やその他の資産の送金、
交換、譲渡、または移動を禁じること。しかし、凍結と異なる点として、関係当局が、差押えにおい
て、特定の資金または資産を管理することができる。対象の資産は、依然として、差押えの時点で当
該資産に権利を持っていた個人もしくは企業体の資産として扱われる。ただし、関係当局が所有また
は管理するケースもよくみられる。
To prohibit the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other assets 
on the basis of an action initiated by a competent authority or a court under a freezing 
mechanism. However, unlike a freeze, a seizure allows the competent authority to take 
control of specified funds or other assets. The seized assets remain the property of the 
person(s) or entity(ies) that held an interest in them at the time of the seizure, although 
the competent authority will often take over possession, administration or management 
of the seized assets.

Senior Foreign Political Figure

外国の政治的に影響力のある人物
米国の用語で、外国の重要な公的地位にある人物を指す。重要な公的地位を有する者（Politically 
Exposed Person：PEP）を参照。
U.S. term for politically exposed persons. See Politically Exposed Persons.

Settlors

委託者
信託証書により、自らの資産の所有権を受託者に移行する個人もしくは企業。信託資産の投資およ
び分配について受託者が裁量権を持つ場合は、信託証書に、委託者が当該資産をどのように処分し
たいかについて示した、法的拘束力を持たない書面を伴う場合がある。
Persons or companies who transfer ownership of their assets to trustees by means 
of a trust deed. Where the trustees have some discretion as to the investment and 
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distribution of the trusts assets, the deed may be accompanied by a non-legally binding 
letter setting out what the settlor wishes done with the assets.

Shell Bank

シェル・バンク
書類上でのみ存在し、法人登録および設立免許を受けた国において物理的に存在しない銀行。さら
に、当局の監督対象となっている一定の金融機関グループに属さない。こうした銀行は、日常的な規
制を免れることが可能である。FATFの40の勧告のうち、勧告18において、各国は、シェル・バンク 
の設立や業務の継続を許可するべきではないとされている。各金融機関は、シェル・バンクとの間
で、コルレス関係契約の締結または継続を拒否すべきである。さらに、金融機関は、シェル・バンク
に口座の利用を許容しているコルレス先の外国金融機関との関係を避けるべきである。
Bank that exists on paper only and that has no physical presence in the country where it 
is incorporated and licensed, and which is unaffiliated with a regulated financial services 
group that is subject to effective consolidated supervision. These banks are able to evade 
day-to-day regulation. Recommendation 18 of the FATF 40 Recommendations says that 
countries should not approve the establishment or accept the continued operation of 
shell banks. Financial institutions should refuse to enter into, or continue, correspondent 
banking relationships with shell banks, and should guard against establishing relations 
with respondent foreign financial institutions that permit their accounts to be used by 
shell banks.

Simple Trust

単純信託
ベア信託を参照。
See Bare Trust.

Smart Card

スマート・カード
伝統的なクレジット・カードもしくはデビット・カードに似たプラスチックのカード。健康保険、Eキャッ
シュ（E-cash）、政府発行の身分証明書、クレジット・カードのデータ等、磁気ストライプよりも多く
の情報を入れることができるコンピューター・チップを内蔵している。
Plastic card resembling traditional credit or debit cards that contains a computer chip 
capable of storing more information than a magnetic stripe, such as health insurance, 
e-cash, government identification and credit card data.
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Smurfing

スマーフィング
マネー・ローンダリングで広く用いられる手法。スマーフィングでは、報告基準額を超えないように、
複数の個人を利用して、現金の預け入れを行ったり、通貨代替物（Monetary Instrument）もしく
は銀行為替手形の購入を行ったりする。ストラクチャリングを参照。
A commonly used money laundering method, smurfing involves the use of multiple 
individuals for making cash deposits, buying monetary instruments or bank drafts in 
amounts under the reporting threshold. See Structuring.

Smurfs

スマーフ
マネー・ローンダラーに雇われた個人。報告基準額以下で、金融機関を転 と々させて、通貨代替物
（Monetary Instrument）の購入もしくは預け入れを行う。
Individuals hired by money launderers to run from financial institution to financial 
institution purchasing or depositing monetary instruments in amounts under the 
reporting threshold.

South American Financial Action Task Force (GAFISUD)

南米金融活動作業部会
（South American Financial Action Task Force：GAFISUD）

2000年に設立された南米のFATF型地域体。加盟国に、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、
コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ等がある。www.gafisud.orgを参照。
A Financial Action Task Force-style regional body for South America, established in 
2000. Member nations include Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Peru and Uruguay. See www.gafisud.org.

Special Recommendations

FATF特別勧告
FATFによるテロ資金供与に関する国際的な基準。2001年にワシントンD.C.で開催された、テロ資
金供与に関する特別総会において、FATFはその使命をマネー・ローンダリングの領域外に拡大し
た。現在、この国際組織は、その取組みおよび専門知識を、テロ資金供与への対抗にも注力してい
る。FATFは、この会議で、テロ資金供与に関する新たな基準を発表し、また、すべての国々に対し
てこれら基準を採用し、履行するよう呼びかけた。“FATF特別勧告”の履行は、テロリストおよびその
支援者による国際金融システムへのアクセスの阻止につながる。www.fatf-gafi.orgを参照。
FATF’s international standards on terrorist financing. At an Extraordinary Plenary on 
the Financing of Terrorism held in Washington, D.C. in 2001, the FATF expanded its 
mission beyond money laundering. Now, the international organization also focuses 
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energy and expertise on combating terrorist financing. During the meeting, the FATF 
issued new standards on terrorist financing, and called on all countries to adopt and 
implement them. Implementing the “Special Recommendations” will deny terrorists and 
their supporters access to the international financial system. See www.fatf-gafi.org.

Split Deposits

分割預金
預金が分割され、2つ以上の口座に分けて入金されること。すべての口座を合計すると元の金額になる。
A series of deposits in which a customer splits a sum of money and makes smaller 
deposits into two or more accounts that add up to the original amount.

Self-Regulatory Organization (SRO)

自主規制機関（SRO）
専門家（弁護士、公証人、その他独立法律専門家、会計士等）の代表機関。メンバーである専門
家から成り、専門家として実務を行う資格を持つ者を規制する役割、および、監督監視する機能を
果たす。例えば、その分野の専門家である者に対して、高い倫理的水準を維持するための規則を強
制する。
Self-Regulatory Organization. A body that represents a profession (e.g. lawyers, notaries, 
other independent legal professionals or accountants), and which is made up of member 
professionals, has a role in regulating the persons that are qualified to enter and practice 
in the profession, and also performs supervisory or monitoring functions. For example, 
such a body would enforce rules to ensure that high ethical standards are maintained by 
those in the profession.

Sting Operation

おとり捜査
捜査の戦略として、おとり捜査官が犯罪者のように装い、場合によっては“フロント会社”を通じて、
容疑者もしくは明らかになっている犯罪者（または、金融機関の従業者によるマネー・ローンダリン
グの関与が疑われる場合は、その従業者）の信頼を勝ち取ることで、情報の収集および犯罪行為の
証拠の入手を達成すること。犯罪者の識別、犯罪組織への侵入、およびマネー・ローンダリングや
他の犯罪の対象となった資産の特定において効果的な手段である。
Investigative tactic in which undercover officers pose as criminals, sometimes through 
a “front” business, to win the confidence of suspected or known criminals (or financial 
institution’s employees, if they are suspected to be involved in money laundering) to 
gather information and obtain evidence of criminal conduct. It is an effective means 
of identifying criminals, penetrating criminal organizations, and identifying tainted 
property in money laundering and other cases.
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Stored Value Card
ストアド・バリュー・カード
カードを使用するたびに、購入金額がカードの残高から引かれるプリペイド・カード。
Pre-paid payment card that stores a monetary value from which purchase amounts are 
deducted each time the card is used.

STR

STR
疑わしい取引の届出（Suspicious Transaction Report）の略。
Suspicious Transaction Report

Structuring

ストラクチャリング
通貨取引報告基準額を超えないようにする目的で、資金の預け入れまたは引き出しを小さい額に分け
たり、通貨代替物（Monetary Instrument）を購入したりする違法な行為。この行為は、ある金
額を小分けにしたり、2回以上の預け入れや引き出しに分割したりするものである。マネー・ローンダ
ラーは、金融機関による報告を回避するために、ストラクチャリングを利用する。この手口は、通貨
取引報告が法によって義務付けられている法域（司法権の異なる国や地域）において、よく使われ
る。スマーフィングを参照。
Illegal act of splitting cash deposits or withdrawals into smaller amounts, or purchasing 
monetary instruments, to stay under a currency reporting threshold. The practice might 
involve dividing a sum of money into lesser quantities and making two or more deposits 
or withdrawals that add up to the original amount. Money launderers use structuring 
to avoid triggering a filing by a financial institution. The technique is common in 
jurisdictions that have compulsory currency reporting requirements. See Smurfing.

Subpoena

召喚令状
法的な手続きのために証人の出頭を求める裁判所命令。証人は、特定の書類を持って出頭するよう
に命じられる場合もある。
Compulsory legal process issued by a court to compel the appearance of a witness at a 
judicial proceeding, sometimes requiring the witness to bring specified documents. 

Suspicion

疑い
疑いを持って、ある者が他の者に損害を与えていると思われること。
A belief to the disadvantage of another, accompanied by a doubt.
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Suspicious Activity

疑わしい取引
不規則なまたは不審な顧客の振る舞いまたは活動で、マネー・ローンダリングやその他の犯罪行為に
関わっているか、もしくは、テロ資金供与に関わっている可能性のある行動を指す。申告された顧客
の合法的な事業、個人的な取引、もしくはその口座のタイプに通常見られるビジネスにそぐわない取
引を指す場合もある。
Irregular or questionable customer behavior or activity that may be related to a money 
laundering or other criminal offense, or to the commission of a terrorist activity 
financing offense. May also refer to a transaction that is inconsistent with a customer’
s known legitimate business, personal activities, or the normal business of that type of 
account. 

Suspicious Activity Report (SAR)

疑わしい取引の届出（SAR）
疑わしい取引の届出（STR）を参照。
See Suspicious Transaction Report.

Suspicious Transaction Report (STR)

疑わしい取引の届出（STR）
不審な取引に関する金融機関の口座の報告を含む、政府に提出する書類。多くの法域（司法権の
異なる国や地域）において、金融機関に対し、関連する政府当局に疑わしい取引の届出をすることを
法により義務付けている。疑わしい取引の届出（SAR）とも呼ばれる。
A government form that includes a financial institution’s account of a questionable 
transaction. Many jurisdictions require financial institutions to report suspicious 
transactions to relevant government authorities on a suspicious transaction report, also 
known as a suspicious activity report or SAR.  

T
Tax Haven

タックス・ヘイブン
外国の投資家および預金者に対して、税務上の特別優遇措置もしくは租税回避を許可する国。全世
界で200以上の法域（司法権の異なる国や地域）が、タックス・ヘイブンもしくは租税回避地とみな
されている。
Countries that offer special tax incentives or tax avoidance to foreign investors and 
depositors. More than 200 jurisdictions worldwide are considered tax havens. 
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Tax Information Exchange Agreements

租税情報交換協定
マネー・ローンダリングおよび脱税による刑事訴追に関する証拠を提供する、国家政府間の相互の
合意。
Bilateral agreements among national governments that can yield evidence for money 
laundering and tax evasion prosecutions. 

Terrorist Financing

テロ資金供与
テロリストが、テロを実行するために、必要な資金を調達するプロセス。テロリストは、活動を実行
し、目的を達成するために、資金を必要とする。テロリストとそれ以外の犯罪者では、金融システム
の利用手口においてほとんど違いがない。巧みに行動するテロリスト・グループは、犯罪組織によく
似ていて、資金調達のための効果的なインフラを構築し維持する能力をもっている。そのため、テロリ
スト・グループは資金調達源を確保する必要があり、また、それらの調達源と、調達源によって支え
られる活動とのつながりを分かりにくくする手段を作り上げなければならない。資金にアクセスでき、
テロ活動に必要な物やサービスを購入するためにその資金を利用できるようにしておく方法を見つける
必要がある。テロ攻撃に必要な金額は、大きな額とは限らず、また、関連する取引は、必ずしも複雑
なものではない。テロ活動のための資金調達源には、主に2つある。1つは、国、組織、または個人
からの財政的支援である。もう1つは、収益をもたらす幅広い種類の取引で、密輸やクレジット・カー
ド詐欺等の不正な取引を含む。
The process by which terrorists fund their operations in order to perform terrorist acts. 
Terrorists need financial support to carry out their activities and achieve their goals. 
There is little difference between terrorists and other criminals in their use of the 
financial system. A successful terrorist group, much like a criminal organization, is one 
that is able to build and maintain an effective financial infrastructure. In order to do so 
the group must develop sources of funding and means of obscuring the links between 
those sources and the activities they support. It needs to find a way to make sure the 
funds are available and can be used to purchase goods or services for terrorist acts.
The sums needed to mount terrorist attacks are not always large, and the associated 
transactions are not necessarily complex. There are two primary sources of financing 
for terrorist activities. The first involves financial support from countries, organizations, 
or individuals. The other involves a wide variety of revenue-generating activities, some 
illicit, including smuggling and credit card fraud.

Testimony

証言
証人による口頭の供述。通常は、証人の知るかぎりの事実を述べるという宣誓のもとに行われる。
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Witness’ oral presentation, usually under oath, that describes facts known to the 
witness. 

Tipping Off

密告
ある人物に対して、その人物が疑わしい取引の報告の対象になっている可能性があること、あるいは
当局がその人物を捜査または調査している可能性があることを知らせる、不正もしくは違法な行為。
Improper or illegal act of notifying a suspect that he or she has been the subject of a 
Suspicious Transaction Report or is otherwise being investigated or pursued by the 
authorities.

Trade Finance

貿易金融
信用状を参照。
See Letter of Credit.

Transparency International (TI)

トランスペアレンシー・インターナショナル（TI）
ベルリンを拠点とする非政府組織で、政府の説明責任を高め、また、国内外の汚職を抑制する役割
を果たしている。1993年に設立され、70以上の国々で活動している。“汚職に関するニュース”を毎
日ウェブサイトで公表しており、汚職に関するニュース記事やリポートのアーカイブを閲覧に供してい
る。TIの「政治的な腐敗に関するオンライン・リサーチおよび情報システム」（Corruption Online 
Research and Information System：CORIS）は、全世界の汚職に関する情報を集めた、おそ
らく最も包括的なデータベースである。TIは、年に1度公表する「腐敗認識指数」（Corruption 
Perceptions Index：CPI）において最もよく知られている。これは、各国の政府職員らによる汚
職の程度に関する認識レベルに基づいて、国を順位づけるものである。また、「賄賂指数」（Bribe 
Payers Index：BPI）は、主要輸出国を、賄賂の多い傾向によって、順位づけしたものである。TI
により年に1度公表される、「世界の腐敗レポート」（Global Corruption Report）は、上記のCPI
とBPIを組み合わせたもので、汚職の全体水準によって、各国を順位づけるものである。このレポー
トは、金融機関が特定の法域（司法権の異なる国や地域）におけるリスクを判断するのに役立って
いる。www.transparency.org を参照。
Berlin-based, non-governmental organization dedicated to increasing government 
accountability and curbing both international and national corruption. Established 
in 1993, TI is active in more than 70 countries. It publishes “corruption news” on its 
website daily and offers an archive of corruption-related news articles and reports. Its 
Corruption Online Research and Information System, or CORIS, is perhaps the most 
comprehensive worldwide database on corruption. Transparency International is best 
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known for its annual Corruption Perceptions Index, which ranks countries by perceived 
levels of corruption among public officials; its Bribe Payers Index ranks the leading 
exporting countries according to their propensity to bribe. TI’s annual Global Corruption 
Report combines the CPI and the BPI and ranks each country by its overall level of 
corruption. The lists help financial institutions determine the risk associated with a 
particular jurisdiction. See www.transparency.org.

Trust

信託
資産の所有者（譲与者）、受益者、および資産の管理者（受託者）の三者間で締結される契約。
受託者は、譲与者が決めた契約条項に従って受益者の利益のために資産の管理を行う。
Contractual arrangement among the property owner (the grantor), a beneficiary, and a 
manager of the property (the trustee) whereby the trustee manages the property for the 
benefit of the beneficiary in accordance with contractual terms set by the grantor.

Trustees

受託者
信託基金において、自身の資産とは区別した形で、信託の資産を保管する者。有料で受託者となる
専門家もしくは法人の場合もあれば、無償で受託者となる個人の場合もある。受託者は、委託者に
よる信託証書に従い、さらに、要望書があればこれを考慮して、信託の資産を投資あるいは処分す
る。受託者の申し出を拒否したり、受託者を解任する権限を与えられたプロテクターを置く場合もあ
る。また、信託を管理する受託者の指示によって資産を保管する、資産保管機関（Custodian）を
置く場合もある。
May be paid professionals or companies or unpaid persons that hold the assets in a trust 
fund separate from their own assets. They invest and dispose of them in accordance 
with the settlor’s trust deed, taking account of any letter of wishes. There may also be a 
protector, who may have power to veto the trustees’ proposals or remove them, and/or 
a custodian trustee, who holds the assets to the order of the managing trustees.

Typology

犯罪類型
マネー・ローンダリングの手口を指す。FATFが使う用語。
Refers to a money laundering method and is a term used by the FATF. 
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U
Underground Banking

地下銀行
代替的送金システムを参照。
See Alternative Remittance System.

United Nations (UN)

国際連合（UN）
1945年に51の国々によって設立された国際組織で、相互協力および集団安全保障によって平和を
維持する目的を持つ。現在、全世界のほとんどの国家が、国際連合に加盟している（ウィーン条約
を参照）。国際連合は、麻薬対策と犯罪防止における国連薬物統制犯罪防止事務局の重要な手段
である、反マネー・ローンダリングのグローバル・プログラム（Global Program against Money 
Laundering：GPML） 等のイニシアチブによって、組織的犯罪対策に貢献している。GPMLを通
して、国際連合は、加盟国がマネー・ローンダリング対策に関する法律を制定し、また、マネー・
ローンダリングに対抗するためのメカニズムを構築することを支援している。GPMLは、マネー・ロー
ンダリング対策の構築を奨励し、関連する問題およびその対応を監視および分析し、マネー・ローン
ダリングに関する一般の認識を高め、また、他の国際機関とのマネー・ローンダリング対策の共同イ
ニシアチブのとりまとめ役としての役割を担う。www.un.orgを参照。
An international organization that was established in 1945, by 51 countries committed 
to preserving peace through cooperation and collective security. Today, nearly every 
nation in the world belongs to the UN. See also Vienna Convention. The United Nations 
contributes to the fight against organized crime, with initiatives such as the Global 
Program against Money Laundering (GPML), the key instrument of the UN Office of Drug 
Control and Crime Prevention in this task. Through the GPML, the UN helps member 
states to introduce legislation against money laundering and to develop mechanisms to 
combat this crime. The program encourages anti-money laundering policy development, 
monitors and analyzes the problems and responses, raises public awareness about 
money laundering and acts as a coordinator of joint anti-money laundering initiatives 
with other international organizations. See www.un.org. 

UN Security Council Resolution 1267

国連安全保障理事会決議　第1267号
1999年に採択された決議で、オサマ・ビン・ラディンおよびアルカイダ組織を支援したことから、タ
リバンの支配下にあったアフガニスタンに制裁を科すことが決定された。この制裁は、のちに変更さ
れ、さらに厳しいものとなった。すなわち、その対象は、もはやアフガニスタンのみに限らず、アル
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カイダまたはタリバンのために計画や資金調達に加わった、あらゆる個人、グループ、事業者、ま
たは団体へ拡大された。加盟国は、その国の金融機関が、国連安保理決議第1267号委員会が作
成した、指定テロリスト組織リストに掲載された個人または企業に対して取引を阻止し、資産を凍結
することができるよう、この制裁プログラムの履行を義務付けられている。www.un.org/Docs/sc/
committees/1267/1267ListEng.htmを参照。
Adopted in 1999, the resolution imposed sanctions on Taliban-controlled Afghanistan 
for its support of Osama Bin Laden and the Al-Qaeda organization. The sanctions 
have subsequently been modified and strengthened—they no longer exclusively target 
Afghanistan and now extend to any individual, group, undertaking or entity participating 
in planning or financing activities for al Qaeda or the Taliban. Member countries are 
obliged to adopt sanction implementation programs so that financial institutions can 
block the transactions, and freeze the assets of any person or entity on the list of 
designated terrorist entities maintained by the UN 1267 Committee. See www.un.org/
Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

UN Security Council Resolution 1373

国連安全保障理事会決議　第1373号
2001年に採択された決議で、加盟国に、テロに対抗するための一連の行動を起こすことを要求して
いる。最適な実現方法としては、法規制を制定すること、および、管理態勢を設けることである。さ
らにこの決議は、加盟国に対して、“テロ活動のための資金調達または支援に関する犯罪捜査もしく
は刑事手続きにおいて、各国が互いに最大限に協力する”ことを要求している。
Adopted in 2001, the resolution requires member nations to take a series of actions to 
combat terrorism, best carried out through the adoption of laws and regulations and the 
establishment of administrative structures. The resolution also requires member nations 
to “afford one another the greatest measure of assistance for criminal investigations or 
criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts.” 

Unusual Transaction

不自然な取引
報告義務を避けるかのように見える取引、その口座の取引のパターンとは一致しない取引、もしくは、
そのタイプの口座に通常想定される取引から逸脱した取引。　
Transaction that appears to circumvent reporting requirements, is inconsistent with the 
account’s transaction patterns or deviates from the activity expected for that type of 
account
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USA PATRIOT Act

米国愛国者法
英語でThe Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001（ Public Law 107-56）と表記し、略して
USA PATRIOT Actと呼ばれる。 2001年10月26日制定され、マネー・ローンダリングへの対策におい
て大きな変化をもたらした、米国の歴史的な法律である。この法律には、50項目を超える銀行秘密法
への改正も含まれている。この法律の第3条である「国際マネー・ローンダリング阻止およびテロ資金
供与防止法 （The International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing 
Act of 2001）」には、本法律のマネー・ローンダリングに関連する条項のほとんどが含まれている。
The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Public Law 107-56). Enacted on October 
26, 2001, the historic U.S. law brought about momentous changes in the money 
laundering control field, including more than 50 amendments to the Bank Secrecy Act. 
Title III of the Act, the International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist 
Financing Act of 2001, contains most, but not all, of its money laundering-related 
provisions. 

V
Value Transfer Service

送金サービス
送金サービス（Money Transfer Service）を参照。
See Money Transfer Service. 

Vienna Convention

ウィーン条約
1988年に採択された「麻薬および向精神薬の不正取引防止条約（The Illicit Trade in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances）」。ウィーン条約の加盟国は、麻薬の売買とそれに関連する
マネー・ローンダリングの行為を犯罪化すること、および麻薬の売買によって得られた資金を没収す
るための法律を制定することを義務付けられた。この条約の第3条では、マネー・ローンダリングに関
する包括的な定義を示している。その後に続いた各国の法律の多くが、これに基づいたものになって
いる。
Convention in 1988 against the Illicit Trade in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances. Countries that become parties to the Vienna Convention commit to 
criminalizing drug trafficking and associated money laundering, and enacting measures 
for confiscation of the proceeds of drug trafficking. Article III of the Convention provides 
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a comprehensive definition of money laundering, which has been the basis of much 
subsequent national legislation.

Vital Service Providers (VSPs)

バイタル・サービス・プロバイダー（VSP）
世界中で数十億ドルにのぼる麻薬密売収益の移転に手を貸している人々。バイタル・サービス・プロ
バイダーには、会計士、弁護士、証券会社、その他の金融機関、通信業者、運送業者、隠蔽手段
（車、ボート、または家の中等の、麻薬や現金の巧妙な隠し場所）を用意する人々等が含まれる。
People who help move the billions of dollars drug traffickers earn around the world. 
VSPs include accountants, attorneys, broker-dealers, other financial institutions, 
communications and transportation providers, and people who build concealment 
traps—sophisticated hiding places for drugs and money in vehicles, boats, or houses.

Vostro Account

ボストロ口座
ノストロ口座を参照。
See Nostro Account.

W
White-collar crime

ホワイトカラー犯罪
犯罪の一種。一般的には、暴力を伴わない、もしくは、暴力または暴力による脅しよりもさらに巧妙
な“ビジネスに関連した”手法で行われる。このような犯罪には、税金に関する不正（脱税、虚偽の
税務申告、申告の不履行）、マネー・ローンダリング（違法な資金源から得た資金を隠そうとするあ
らゆる行為）、贈収賄、破産に関する詐欺、環境に関する詐欺、医療に関する詐欺、その他の様々
な詐欺が含まれる。
A type of crime generally seen as non-violent or involving more sophisticated “business-
related” schemes rather than violence or the threat of violence. Such crimes include 
tax fraud (evasion, false tax returns, failure to file tax returns); money laundering 
(any attempt to hide money derived from illegal sources), bribery, bankruptcy fraud, 
environmental fraud, health care fraud and many others. 

Willful Blindness

意図的な無関心
米国で、マネー・ローンダリングの事件に適用される法律上の原則。裁判所によると、“事実を知る
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ことを意図的に避けた”もしくは“ある意図をもって事実を知ろうとしなかった”等と定義されている。意
図的な無関心は、資金の出所が違法であることを知っていること、もしくは、マネー・ローンダリング
関連の取引における顧客の意図を知っていること、と同等であるとされる。
Legal principle that operates in money laundering cases in the U.S. and is defined 
by courts as the “deliberate avoidance of knowledge of the facts” or “purposeful 
indifference.” Courts have held that willful blindness is the equivalent of actual 
knowledge of the illegal source of funds or of the intentions of a customer in a money 
laundering transaction.

Wire Transfer

電信送金
金融機関の間で、お互いもしくは顧客のために、電子的手段で資金を移動すること。電信送金は、マ
ネー・ローンダリング対策の取組みにおいて、多くの国で規制対象となっている資金移動手段である。
Electronic transmission of funds among financial institutions on behalf of themselves 
or their customers. Wire transfers are financial vehicles covered by the regulatory 
requirements of many countries in the anti-money laundering effort.

Wolfsberg Group

ウォルフスバーグ・グループ
第1回の会合が行われたスイスのカンファレンス・センターの名前にちなんで名づけられた。ウォル
フスバーグ・グループは、グローバルな金融機関の団体である。ABNアムロ銀行（ABN AMRO 
Bank）、サンタデール・セントラル・イスパノ（Santander Central Hispano）、三菱東京UFJ銀
行、バークレイズ（Barclays）、シティグループ（Citigroup）、クレディ・スイス・グループ（Credit 
Suisse Group）、ドイツ銀行（Deutsche Bank）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）、
香港上海銀行（HSBC）、JPモルガン・チェース（J.P.Morgan Chase）、ソシエテ・ジェネラル
（Societe Generale）、 UBS AG等の機関から成る。2000年に、ウォルフスバーグ・グループは、
トランスペアレンシー・インターナショナルおよび世界中の専門家たちとともに、国際的なプライベー
ト・バンクに関するマネー・ローンダリング対策のガイドラインを作成。以来、ウォルフスバーグ・グ
ループは、いくつかのガイドラインを公表しており、その中にはコルレス・バンキングやテロ資金供与
に関するガイドラインもある。www.wolfsberg-principles.com を参照。
Named after the conference center in Switzerland where its first working session was 
held, the Wolfsberg Group is an association of global financial institutions, including 
ABN AMRO Bank, Santander Central Hispano, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, 
Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank,  Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan 
Chase, Société Générale, and UBS AG. In 2000, along with Transparency International 
and experts worldwide, the institutions developed global anti-money laundering 
guidelines for international private banks. Since then it has issued several other 
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guidelines on correspondent banking and terrorist financing, among others. See www.
wolfsberg-principles.com.

World Bank

世界銀行
世界銀行は発展途上国の財務および技術支援において必要不可欠な役割を果たす。一般的
な銀行の概念とは違い、184の加盟国が所有する2つの開発機関、国際復興開発銀行（The 
International Bank for Reconstruction and Development：IBRD）および 国 際 開 発 協 会
（The International Development Association：IDA）によって構成される。これらの機関
は、発展途上国に対して、低金利の融資、無利息の貸付、および補助金を提供する。2002年に
は、IMFと世界銀行が、各国のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の取り組みを評価す
るために、12カ月におよぶ試験的なプログラムを実施した。また、世界銀行とIMFは、FATFと協力し
て、FATFの40の勧告に基づく、各国に対する共通の評価方法を開発した。
The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing 
countries. It is not a bank in the usual sense, but made up of two unique development 
institutions owned by 184 member countries—the International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD) and the International Development Association (IDA). Both 
organizations provide low-interest loans, interest-free credit, and grants to developing 
countries. In 2002, the IMF and World Bank launched a 12-month pilot program to 
assess countries’ anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. The 
World Bank and IMF, in conjunction with the FATF, developed a common methodology 
to conduct such assessments based on the FATF’s 40 Recommendations. See www.
worldbank.org.

Z
Zakat

ザカート
イスラム教徒が厳守しなければならないイスラム教の5つの原則のひとつ。ザカートとは、税徴収また
は喜捨を意味する。太陰年（およそ355日）に1度、イスラム教徒の財産の一部分（通常は、家庭
用費用や債務を除いた、個人の総純資産の2.5%）を慈善に寄付することを義務付けている。慈善
的な寄付金は、資金洗浄やテロ資金供与を企んでいる犯罪者にとって便利な隠れ蓑になりやすい。
One of the Five Pillars of Islam and among the primary obligations that each Muslim 
must fulfill, zakat means tithing, or alms-giving. Once every lunar year—approximately 
355 days—zakat requires a donation to charity representing a fixed portion of a Muslim’
s possessions, generally 2.5 % of an individual’s total net worth, excluding obligations 
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and family expenses. Charities can be convenient fronts for those who seek to launder 
money or finance terrorism.
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おめでとうございます。あなたは、マネー・ローンダリング管理の知識とキャリア向上への最初の一歩

を踏み出しました。おそらく、他の公認AMLスペシャリスト（CAMS）の受験生と同じように、この先の

卒業とキャリアの確立を考えていた大学時代を、今思い出しているかもしれません。このスタディー・ガ

イドに目を通すと、試験勉強をしていた昔と同じような気持ちになるでしょう。今回は、しかしながら、

マネー・ローンダリング管理の分野で最も重要なCAMS資格取得のために投資した時間や努力を考える

と、あなたのキャリアで最も重要な決断の1つに向けて準備していると言えます。資格取得のために、試

験を受ける前の十分な準備が必要です。

ではどう準備すればよいのでしょうか？大学を卒業してからある程度時間が経っていますから、時間の

配分と管理を上手く行い、個人、仕事、地域社会、そして家族との責任や義務を上手く調整する必要

があります。時間管理は、CAMS試験準備への努力と意欲を注ぐ以前に、越えなければならない壁の1

つです。自身の学習習慣を見直して、学習法を再確認して、学び方を学びなおして、そして勉強を最大

限に活用する方法や、試験勉強の方法について知ることが大切です。このセクションでは、社会人の学

習方法や、試験の受け方、そして試験に対する不安の管理等について、幅広い研究に基づいた全般的

な戦略や提案について詳しく述べています。

学習方法

キャリアおよび知識の向上を目的としたプログラムに参加する個人は、同時に学習スキルの強化や改

善にも取り組むことになります。社会人の学習法に関する最近の見解では、講師がまとめ役に徹して生

徒に積極的な役割を与え、その結果、生徒が自分自身により責任を課して学習法を管理し習得していく

ことが奨励されています。勉強がイライラして面倒であるのと同様に、自身の学習法の管理も困難なこと

であり、適切なガイダンスが必要です。また、学習とトレーニングは、プロフェッショナルとしての向上に

不可欠ですので、社会人の生徒にとって自身の学習法を理解することは重要といえます。

今日の先端技術によって、一般の人 も々すぐに情報を手に入れることができます。しかし、そのような

膨大な量の情報を入手し、処理し、そして吸収するためには、抽象的な概念に現実的な概念を融合さ

せることが不可欠です。最近の社会人学習に関する理論によると、社会人が現実を解釈するには、内

部要素と外部要素との調整を行い、そして、知識の源としての経験や理由に高い価値を置くことが示さ

れています。この考えの根底には2つの前提があります。

1. 社会人の生徒が正規の学習に携わってからある程度（通常何年もの）時間が経っていること。

2. 学習のスピードが年齢と反比例していること。必然的に、社会人の学習ペースは遅いため、学

習者は自主的でなくてはなりません。
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社会人の学習について理解を促すため、“社会人学習のビルディング・ブロック（Building Blocks 

of Adult Learning）” のモデルを取り上げます。このモデルでは、社会人は新しい知識を学ぶ時、以

前の学習を使って学ぶ、と示しています。また、新しい知識を獲得するために、3つの包括的で順次的な

（積み木のような）過程が起こらなければならないとしています。

■ブロック1―学習に及ぼす内部と外部の影響

　内部要素とは、あまり明確ではない適性、態度、文化、そして民族等を指します。外部要

素とは、学習背景、社会的責任、職業的または個人的な義務、そして経済的な地位等をい

います。このように、外部要素は比較的明らかです。一度、教育プログラム（CAMS試験

準備セミナーやCAMS試験等）への参加を決意すると、これらの内部および外部要素が、

必要となる学習目標を判断させます。目標が設定されると、学習者は内部および外部要素

を基に、望む目的（報酬） が短期なのか長期なのかを決定し、さらに、目的（CAMS認定

等）を得るためどれ程の努力が必要なのかを見積もります。報酬によって、学習者が目的

を達成するために、どの要素（内部もしく外部の）に取組むべきかが決まり、学習者はど

れだけの努力が必要かを知ることができます。

■ブロック2…―…努力と報酬

　このブロックでは、身体的に成長することで、精神構造も成長し、学習環境に応じて、新

たな知的階層を創造していくといった、理論的基礎を示しています。社会人は、絶え間な

く目標達成に必要な努力の量を調整しており、それゆえに現実的な結果に基づいて、目的

の報酬を、常に再定義しています。このような、努力量を理解した上で報酬を取りきめる

プロセスを通して、学習者はスキルや能力を見極めて評価を行い、何をどうやって学ぶか

について、より正確な決断を下します。

■ブロック…3―モチベーション

　あなたの持つ、結果や、背景、内容に関する認識は、学習へのモチベーションに直接的な

影響を与えます。例えば、新しい科目で成功するためのスキルを持っていないという認識

が、前回の科目で失敗した経験から植えつけられていたら、新しい科目を学習するための

モチベーションに悪影響を及ぼします。学習効果が上がるのは、モチベーションの高い学

習者自身の経験を学習プロセスに組み込んだ時です。それは知識獲得のために必要不可欠

なのです。

強調する必要があるのは、社会人が知識をもとに学んだとしても、経験は引き続き強力な要素であ

り、この学習モデルに経験が必須の要素の役割を果たしていることです。それは、a）社会人学習者

は、平均的な大学生よりも経験があり、b）概ね正規の教育を受けたプロフェッショナルであり、c）概

して古くて断片的な学習スキルや知識を用いることで、最終的に学習プロセスに影響を与えるからです。
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学び方を学ぶ

良い学習者になるには、私たち社会人がどのように学ぶべきか理解することが必要です。社会人に

は、学習者として、特別なニーズや要件があります。社会人の学習者数は増えつつありますが、社会人

学習者および教育機関の研究者にとって、比較的新しいテーマです。学習を成功させるために必要な能

力やニーズ、スキルについて、あなたはどのくらいご存知でしょうか？社会人学習者に最も共通する特徴

について、認識し、学ぶことは、改善点を見つけて、取り組むことにつながるでしょう。ここに特徴を挙

げますので参考にしてください。

■自主的で自律的であること

　自身の学習に以前よりも一層積極的に取り組むことが必要です。そのため、様々な話題

について自身の主観や考えを率直に共有したり、自身の興味に沿った企画に参加するこ

とが期待されます。例えば、試験準備セミナーでは、講師があなたのカウンセラーにな

り、あなたの知識に合わせて、マネー・ローンダリング対策（AML）の分野に関する

学習を指導し、CAMS試験に合格するための準備の手助けをしてくれます。

■人生経験や知識

　あなたが人生を通して積み上げた（個人や専門家としての）知識や経験は、新しいこと

を学ぶ際の手助けとなります。試験準備セミナーの間、講師が提示した話題に関して、

あなた自身の経験、知識、新しい学習と関連付けた上で吸収することが求められるで

しょう。

■目標志向

　社会人学習者は、今自分がどこにいて、これからどこに向かいたいかについて、より明

確な考えを持っています。これを、目標を持っている、と言います。ですから、目標を

認識して追及していくことを優先させるべきです。明確で、達成可能で、測定可能な目

標を、設置し仕分けしていきましょう。より一層堅実で安定した、個人的および専門的

成長の基礎を築くことにつながります。

■関連性志向

　物事を学ぶ理由を持ち、その価値を理解することが非常に重要であることは明らかで

す。関連する内容を提示することは講師の仕事ですが、一方で試験準備セミナーでのあ

なたの役割は、自分の経験や知識に照らして、新しい概念を理解し、評価することで

す。学習にオープンに取り組むことが、このスキルの習得への近道です。

■実用主義

　もしもあなたが多くの社会人の学習者と似ていたら、おそらく新しく得た知識を今すぐ
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生かしたいと思うでしょう。特に、この学習があなたの職業に付随している場合は、学

習だけに終わる学習はあまり魅力的でないでしょう。しかしながら、即座に得られない

達成感は人生にとって重要であり、今現在は意味がないと思える学習も、結果的に報わ

れるかもしれないことを心に留めておいてください。

学習時の落とし穴を回避する

CAMS試験の準備のために、試験準備ガイドを復習して、試験準備セミナーに出席して、そして試

験形式の問題を練習する時間を確保すべきです。しかし、学習スキルや受験テクニックを上達させる必

要もあり、それには自制心や、専念する姿勢、練習の実施を要します。特にオフィスで1日中仕事をした

り、出張等をすると、勉強の計画を立ててもそのとおりに実行するのは難しくなります。それゆえ、効果

的で能率的な勉強方法の発展の妨げとなる要素を、見分けることも重要になります。このセクションで

は、そうした勉強方法に焦点を当て、また、よくある学習時の落とし穴に対する克服方法について示し

ます。その結果、あなたは学習スキルを習得したことを認識し、あなたの生活や学習スタイルに合った、

日々の仕事／勉強方法に落ち着いて行くでしょう。

1.…優先順位をつける

　ほとんどの生徒が、どこからはじめていいのか分からず、勉強に圧倒され焦ってしまいま

す。この落とし穴に陥るのを避けるため、複雑なタスクから簡単なタスク順に列挙した、現

実的で対応可能なリストを用いて学習計画を立てます。余裕を持って計画し、勉強を始め、

徐々に勉強時間を増やしていきます。

2.…時間の管理

　達成可能な学習目標を立てて、学習教材を準備し、特定の時間と期日を各セクションに割り

当てます。理解するのが難しい特定の範囲により多くの時間をかける必要がある場合は、そ

の範囲を目立たせる、もしくは要約し、時間を新たな期日と共に割り当てます。勉強時間を

管理する上で、最も重要な戦略は集中を保つことです。

3.…計画に従う

　教材が面白くなかったり、数回読んでも概念を理解できない場合には、読むのを止めて、少

し休憩して、ノートを取り始めます。注意を新しい学習活動に向けることで、計画通りに課

題に取り組むことができます。もし、関係ないことを考えていて（仕事、請求書、スポーツ

等）、それが勉強の妨げや精神の疲労を引き起こしているのなら、勉強をやめて、少し休憩

して、目標について考え、優先順位を再評価し、もしも必要なら、心配事に対処するための
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新たな学習計画を立てます。そして、勉強に戻りましょう！

4.…機械的な学習から実践的な学習へ

　多くの生徒は機械的な方法で勉強しています。それは、読んで覚えることです。この学習方

法（暗記）は、短期的な記憶目的には役立つかもしれませんが、新しい知識の習得と理解の

ためには役に立ちません。より効果的な方法は、学習を実践的な課題にすることです。実例

や新しい知識が役に立つような状況を通して、新しい情報を自分自身に親しみのある概念に

統合してみます。そのようなスキルを発達させるためのテクニックをここに挙げます。

□チャンキング（Chunking）：単純で聞きなれた言葉を用いて情報を要約し、概念をあな

たにとって関連性のあるものにします。情報それぞれの“塊”をとり、もう1つの“塊”と

言葉を使って関連させることで、2つの概念を繋げます。大抵の場合、関連性が見つか

り、概念の学習に役立ちます。

□簡略記憶記号（Mnemonics）：これはとても単純かつ実践的な連想訓練です。新しい情

報をフレーズ、歌、音等と結び付けることで、情報をより早く覚える方法です。例え

ば、太陽系の惑星を覚えたいなら（水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、冥

王星、海王星）、水金地火木土天冥海、とします。学ぼうとしている概念や専門用語を

認識するために、語呂合わせを指標に用います。重要なことは、想像力を働かせ、自分

に合う語呂合わせを作ることで、学習を楽しくすることです。

5.…自分を試す

　これはCAMS試験の準備をする上で、最も重要な練習です。この試験準備ガイドにある練習

問題の質問を使うことも勧められますが、自分自身で復習問題を作って、スタディー・ガイ

ドの各セクションの学習に沿って自分の知識も試すべきです。試験準備セミナー、試験準備

ガイド、そして推薦図書で強調されていたことを心に留め、概念とセクションの関係を確

認してみましょう。単純にセクションの題を変えるだけで、効果的な質問を作れます。例

えば、“マネー・ローンダリングの手口”と題されたセクションがあったとして、それを“最

もよく使われる3つのマネー・ローンダリングの手口は何でしょう”、 “どのようにマネー・

ローンダリングの手口は実行されるのでしょう”、あるいは“どうしたらマネー・ローンダリ

ングの手口は防止できるのでしょう”等に変更できるかもしれません。

6.…頭を整理する

　自分のニーズに最も適した学習スタイルに沿って、学習教材を整理し、勉強方法を選びま

す。情報を正確にかつ体系的に思い出すために、概要の形式で情報を整理することをお奨め

します。推奨されるテクニックを以下に挙げます。

□テーマの概要を書いて、ノートを復習し、セクション間の関係を確認する。
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□ 分 類（Categories） や 階 層Hierarchies） を 用 い て、 情 報 の 一 群（Clusters of 

information）を作ります。内容を“チャンキング（Chunking）”することで学習の速度

を上げます。

□“概念図”を使います。あなたが学習しているテーマの主要概念を書き、線や関連用語を

用いて、相互に関連した概念をそこから新たに導き出します。例えば、“調査プロセス

（Investigative Process）”という単語を理解しようとしている場合、関連する主要な

要素をすべて、縦に列挙した表を作成し、その横に、重要な問題、対策、そして責任等

を記載します。次に、それらの間にある枠の中に、それぞれの問題やステップが過程全

体に与える影響について記載します。

7.…情報を思い出す練習をする

　各勉強時間の終わりには、少し休憩して、すべての学習教材を横に置き、そこに含まれてい

た情報を思い出してみます。スタディー・ガイドにある練習問題の質問や、もしくは、自分

が作った質問のいつくかを思い出し、それに回答してみます。覚えるのに手間取った箇所を

書き留めて、それらを復習するための時間と期日を学習計画に書き込みます。学習すればす

るほど、思い出しやすくなり、内容もより関連性を増し、より多く学ぶことができます。

8.…適切な学習条件を整える

　学習は適正な要素（環境、精神、身体、そして感情の状態等） を必要とする活動であり、こ

れらの条件は、実際の試験と近い状態にする必要があります。要素が類似するほど、学習し

た内容を、実際の試験で思い出せる可能性が高まります。

9.…今すぐ勉強を始める

　勉強を優先させ、学習計画に従うことが重要です。試験の数日前に詰め込み勉強をするのは

一見良いアイディアのように見えますが、実は混乱と絶望を誘い、失敗へと至ります。学習

計画を管理し、自分の学習に責任を持つことで、新しい知識を吸収するだけでなく、試験で

成功するための能力に対する自信を築くことができます。

10.“精神的な衛生”を実践する

　あなたの頭脳は認知処理（Cognitive Processing）に大量のエネルギーを消費しているた

め、休憩も必要です。“精神的な衛生”とは、精神の休息に時間を割り当てることです。この

習慣を日々の日常活動に組み込めないと、精神の消耗に繋がるかもしれません。しかし、ど

のようにして頭脳を休めますか？

□1時間勉強するごとに、10-15分の精神的、身体的な休息を取る

□ストレスを回避し、テストに対する不安を和らげるために、試験開始24時間前は勉強

をしない
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□健康的な食事を取り、一定の運動を行い、良い食習慣および睡眠習慣を保つ

良い学習習慣

おそらく、CAMS受験生のほとんどは、学校を卒業後しばらく経っているため、学習のスキルが衰えて

いることでしょう。ですから、CAMS試験の準備に必要な時間をより効率よく使うために、よい学習習慣

を身につけることが大切です。よい学習習慣を身につけるために、ここに役立つと思われる提案を挙げま

す。

1.…期限を決める

　始める前に、「試験準備ガイド」（The Examination Preparation Guide）の各セクション

に、時間配分と期限を定めます。その期限を守りましょう。より複雑なテーマが出てきた

ら、必要に応じて、新たな時間配分と期限を見直し設定します。

2.…後回しにしない

　必ず、最も難しいものから始めましょう。そうすれば、内容を習得する自分の能力に自信が

つくでしょう。すでに知っている内容から始めると、学習が先延ばしになり、期限を守れな

くなる可能性があります。

3.…自分の場所を見つける

　何にでも、時間と場所というものがあります。学習についても例外ではありません。気が散

らないような、特別な場所（例えば、適切な照明があり、騒音が最小限で、快適な椅子があ

る場所等）と時間を選び、そこを自分の“学習の聖域”にします。学習の時間が邪魔されない

ように、前もって計画し準備します。また、周りの人に、自分の“学習の聖域”と学習の時間

について知らせおいて、それを尊重してもらえるようにお願いします。

4.…“学習の記録”をつける

　詰め込み勉強をすると、丸暗記をすることになってしまいます。概念を理解する能力に悪

影響が及び、知識の習得に支障が出ます。タイマーを使って、1時間毎に学習の時間を区切

り、その区切りごとに10 〜 15分の休憩を入れましょう。健康的な軽食や飲み物を用意して

おいて、各休憩時間には、体を伸ばしてリラックスすることで、ストレスを軽減し、集中を

維持しましょう。

5.…概念の学習と課題の学習それぞれに、別個の時間をあてる

　学習にあたって、次のようなリストを作ります。ひとつの欄には、新しい概念もしくは難し

い概念を列挙し、別の欄には、古い概念もしくはく既知の概念を列挙します。新しい概念の
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一つ一つについて、理解するために役立つ例をたどったり考えることで、既知の概念との

関係を見つけます。また、新しい概念については、学習教材を用意して、復習や学習により

長い時間をあてる必要があります。それ以外の課題（復習や練習テスト等）については、短

い時間をあてることにします。“学習の聖域”以外の場所にいるとき（例えば、昼食を取ると

き、シャワーを浴びるとき、公園を散歩しているとき等）にはいつでも、頭の中で、自分の

メモや学習したことの復習をしましょう。

6.…中断するタイミングを知る

　学習を長時間続けたときや、精神的に疲れているときは、非生産的な状態になることがあり

ます。疲労を感じたり、集中力が落ちているときで、数分休んでもまだその状態のときは、

それ以上続けても効果がありません。そういうときは中断して、あとで勉強に戻ることにし

ましょう。

7.…勉強しながら“眠り込んでしまう”

　必ずしもみなさんすべてにあてはまることではありませんが、眠りにつく直前に、概念につ

いて“復習”したり記憶したりすることが効果的な場合もあります。これを実行するには、寝

る2-3時間前に勉強をやめます。リラックスして、その日に学習したことを頭の中で“復唱”

しましょう。一部の研究によると、このようにすることが記憶の定着に役立つとされていま

す。

8.…“勉強仲間”を見つける

　いつでも可能なときに、他のCAMS受験生を見つけましょう。もしかすると、同僚にいるか

もしれません。そして、一緒に勉強しましょう。こうすれば、お互いに質問をしたり、ノー

トを見比べたり、励ましあったりすることができます。もし、あなたと“勉強仲間”が、物理

的には会えないけれどもコンピューターが使えるなら、インターネットを使ってチャットを

してみましょう。チャットのアプリケーションは、ほとんどが無料で簡単に使えます。

9.…もう一度書き直し、まとめる

　よい復習の方法として、自分のノートをもう一度書き直すこと、および、学習した概念のひ

とつひとつを、自分自身の言葉で、ノートを見ないでまとめること等があります。この作業

には、要点をまとめたものを作るとよいでしょう。

10.… 最終的な復習をする

　試験直前の数日は、復習にあてるようにします。試験の前の2-3日で新しい教材をやろうと

すると、ストレスになり、試験への不安が増してしまいます。復習にあたっては、次のこと

に集中しましょう。

□もし、試験準備セミナー（Examination Preparation Seminar）に参加するなら、メモ
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をとり、講師が強調したところを学習しましょう。

□「試験準備ガイド」（ Examination Preparation Guide）にある問題、練習問題、およ

び各セクションの最後にある、まとめを復習しましょう。

受験にあたって 

もし仮に試験前の計画と準備がうまくできなかった場合には、精神面でも肉体面でも知識面でも準備

が整っているという状態を期待しないでください。しかし、試験前にどのくらい準備ができているかにつ

いて、あまり深くこだわらないでください。準備ができていることと準備ができていると感じることは、全

く別の事柄なのです。つまり、準備ができている感じは、正確かつ客観的に測ることはできませんし、

準備ができていると感じる自分の気持ちを測ろうとすること自体ストレスと不安のレベルを上げてしまうこ

とになります。逆に、準備ができているというのは、前もって計画と準備をすること（例えば、学習の計

画を作り、そのとおり実行すること）により、試験で良い結果を得るためにほんとうに最善を尽くしたと

認識していることを意味します。準備ができていると感じることよりも、準備ができていることの方に意識

を集中することで、ストレスと試験に対する不安を最もうまく処理することができるでしょう。ここに、冷

静で、落ち着いて、平然としていられるための、その他の助言を挙げます。

■試験の直前には、他の受験者と距離を置くようにしましょう。多くの人は、試験の準備

が整っていないと感じている人は特に、試験そのものや、試験実施機関や、他にも思

いつくかぎりのものを非難することで、失望やストレスそして不安をぶちまけるもので

す。こういう感情は、人から人へと移りやすいものです。誰かの後ろ向きな考えに影響

を受けるのは、最も必要のないことです。

■自分が理解していることに集中しましょう。結局、それは、試験のために復習したとき

に勉強した内容です。自分の強みをさらに強化し、弱みを最小にするように努めましょ

う。

■試験の前夜は、十分に休み、バランスのよい食事をとり、運動は定期的に行いましょ

う。最善の結果は、肉体面、感情面、知識面、精神面で、良好な状態を保つことから得

られます。

■可能なかぎりいつも、カフェインのとりすぎを避けましょう。そして、特に処方薬には

気をつけましょう。薬の副作用による、記憶力や、精神的もしくは肉体的な疲労に対す

る影響について、医師に相談しましょう。

■快適な服を着て、気温の変化に備えセーターか薄手のジャケットを持参しましょう。テ
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ストセンターには早めに着くようにして、試験を受けるのに快適な席をとりましょう。

■冷静に、しかし注意深く過ごしましょう。もしあなたが気の散る性格であれば、なるべ

く他の受験者が視界に入らない席を選びましょう。

■テストの問題を受け取ったら、問題に回答する前に、テスト全体に目を通します。注意

深く指示を読み、また、ページの脱落または重複がないことを確認します。

選択式問題のテストで成功するための10の重要な助言

試験（評価の方法）には8つの基本的なタイプがあります。CAMS試験は、１問につき４つの選択

肢が与えられた選択式問題で、少なくとも120の問題から構成されています。選択式問題は、他のタイ

プ（例えば小論文問題）よりも簡単そうに見えるかもしれませんが、専門家が構築した選択式の試験

は、受験者の学習レベルを測定する正確さにおいて、他のタイプの試験に匹敵する、ないしはそれを超

えるほどの試験になっているといえます。つまり、選択式の試験は、非常に複雑で、回答するのが最も

難しい場合もしばしばあるのです。良いお知らせは、1問につき、回答はひとつしかないことです。しか

し、回答を選択する前に、指示や問題をかなり注意深く読まねばならないということにもなります。以下

に述べる助言は、選択式試験を受けるスキルを高めるため役立つかもしれません。

1.…すべての選択肢を読む

　質問を理解したら、各選択肢を読むことに時間を使ってください。2番目か3番目の選択肢

まで読んで、正解を見つけたと確信をもてる場合であっても、そこで読むのを止めてはいけ

ないということです。あなたがすべきことは、最も適切な回答を選ぶことだということを、

忘れないでください。

2.…複数回答の選択肢に注意する

　選択式試験の中には、先に掲げられた選択肢の組み合わせから回答を選ばせるものがありま

す。この場合、選択するのがより難しくなります。こういう場合には、組み合わせの中にあ

るそれぞれの選択肢の記述の正誤を考えてみます。もし、正しい記述が複数あるなら、あな

たが正しい記述だと思ったものすべての記号を含んでいる選択肢を選びましょう。

3.…論理や常識で考える

　たとえよく知らないテーマであっても、論理的に考えれば、答えを出せる場合もあります。

論理と常識に基づいて考えることで、選択肢の一部を消去でき、したがって、選択肢を絞る

ことができるのです。より説得力があって、より根拠のある説明をしている選択肢を選びま

しょう。

4.…よく似ているもの同士を区別する
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　正しい答えを見分けるための参考に、それぞれの選択肢を、自分の言葉で言い換えてみま

しょう。そうすることで、それらに違いはあるか、また、どの程度違うのかを考えてみま

す。

5.…限定する言葉について考えてみる

　記述や、見解、原則、および規則等には、例外のあるものも多いため、例外がないことを暗

に示すような言葉（例えば、最もよい、常に、すべて、少しも〜ない、全く〜ない、ひとつ

も〜ない、まったく、完全に、〜のすべて）を含む選択肢には気をつけましょう。正しい答

えは、なんらかの例外を許容する言葉（例えば、しばしば、通常は、より少なく、めったに

〜ない、わずかしかない、より多く、大部分の）を含んでいる可能性が高いと思われます。

6.…混乱させるような要素を問題から取り除く

　選択式の試験のなかには、仮説的な状況を分析させたり、予備知識が必要な問題を含むもの

があります。そのような問題を解くには、混乱させるような、不要な情報をすべて消してみ

てください。おそらく、問題の内容がよりよく理解できるでしょう。

7.…主要な問題のリストを作る

　ある問題が、ある過程や一連の出来事の、特定の段階を答えさせるものの場合、選択肢は

いったん無視しましょう。そして、余白や要らない紙を使って、段階や一連の事柄を、あな

たが覚えた通りにリストにしてみましょう。そこから、最も合う選択肢を選び出します。

8.…よく知っている、またはわかりやすい選択肢から選ぶ

　最も馴染みのない選択肢は、おそらく、問題の文脈の中で理解するのが最も難しい選択肢で

しょう。馴染みのない選択肢は、正解ではない可能性が高いと思われます。

9.…未回答の問題を残さない

　複雑すぎる問題や、選択肢のほとんど、もしくはすべてを消去できない問題がある場合、最

も完全に見え、かつ最も多くの情報を含んでいる選択肢（つまり、最も長い選択肢）を選ぶ

という推測の方法があります。多くの場合、出題者は、高度に複雑な問題を扱うときには特

別に注意を払い、正解により多くの詳細を加えるものです。しかし、もしも明らかに誤って

いる選択肢を見つけたら、それは直ちに消去してください。４つのうち１つの選択肢を消去

できただけでも、確率を1 ／ 4から1 ／ 3に上げることができるのです。さらにもう１つの

選択肢を消去できれば、確率は50%に上がります。しかし、この戦略は、最後の手段として

のみ使うようにしてください。

10.常に先へ進む

　ひとつの問題で立ち止まらないようにしましょう。特に、仮定的な状況（もし〜だったら、

というような状況）に基づいた推測のために立ち止まるのは止めましょう。“1問あたり1分”
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のルールを守るようにするのがよい方法です。このルールは、1分たっても問題に答えられ

ないと思った場合、次の問題に進んで、あとで戻ってくるというものです。あとでその情報

を思い出せるかもしれません。しかし、どれを選ぶかを一度決めたら、新しい選択が正しい

という絶対的な確信が持てない限り、答えを変えないでください。

試験に対する不安への対処法

試験の前や最中に、ひどく不安になったらどうしますか？試験を受ける前に不安を感じることは、よく

あることですので、不安を感じるからといって心配することはありません。問題なのは、不安が、日常生

活に影響を及ぼし始める程にひどくなる場合です（例えば、眠ることや集中することが難しくなる、食欲

がない、頭痛、胃の不調等）。賢明な対処法は、そういった感情を自分のために機能させることです。

例えば、あなたのパフォーマンスの向上につなげるようにする等。もちろん、これは簡単なことではあり

ません。精神的および肉体的な過剰エネルギーを使って、思考と行動を調整することが必要になるから

です。それでも、試験に対する感じ方を変えたり、望ましい結果を思い描くことで自分自身への動機づ

けをしたり、または息抜きや瞑想をしてみたりすることで、実現することができます。もし、上記の方法

を行ってもなお、試験の前や最中に過度の不安を感じるなら、以下を試して下さい。

■2-3度深呼吸をして、目を閉じて、穏やかで心地よい光景（例えば、砂浜や山等）を、

意識を集中させて思い浮かべてみましょう。

■肩の筋肉を緊張させ、拳を握りしめ、息を深く吸った後、5秒間息を止めます。それか

ら息を吐き、筋肉を緩めます。

■トイレに行って、冷たい水で顔を洗います。

■水を飲みましょう。

■少し歩いてみましょう（例えば、鉛筆を削りに行く等）。
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●ガイダンス文書と参考資料

●AMLに関する役立つ資料が手に入るその他のウェブサイト

●AML関連の定期刊行物

ガイダンス文書および参考資料
9章
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ここでは、CAMS試験に関する関係書類および参考資料に関する情報を提供します。また、追加的
な関係資料となるウェブサイトや定期刊行物についても案内します。

幾つかのマネー・ローンダリング対策関連機関により、CAMS試験の準備に役立つガイダンス文書お
よび参考資料が出版されています。この章では、それらの文書に関する情報、および、それらの文書を
入手するウェブサイトに関する情報を提供します。これらの情報はのACAMSリソース・センター www.
ACAMS.orgでも見つけられます。

ガイダンス文書と参考資料

バーゼル銀行監督委員会 （BCBS）

www.bis.org
■「KYCに係る連結ベースでのリスク管理」（2004年10月）

　www.bis.org/publ/bcbs110.pdf
■「テロ資金供与対策に関する法域（司法権の異なる国や地域）間の取引記録の共有」（2002

年4月）
　www.bis.org/publ/bcbs89.pdf

■「銀行の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」（2001年10月）
　www.bis.org/publ/bcbs85.htm

■「口座開設と顧客確認に関する一般的な指針」（2003年2月）（バーゼル委員会による「銀行
の顧客管理（Customer Due Diligence: CDD）」の添付資料）
　www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm

■「銀行のコンプライアンスとコンプライアンス機能」
　http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf

欧州評議会

www.coe.int
■欧州評議会マネー・ローンダリング対策評価専門家委員会

　www.coe.int/moneyval

資金情報機関で構成されるエグモント・グループ
（Egmont Group of Financial Intelligence Units）

www.egmontgroup.org
■「 資 金 情 報 機 関 で 構 成 さ れ る エ グ モ ン ト・ グ ル ー プ（Egmont Group of Financial 

Intelligence Units）の設立目的文書」（2004年6月改訂）
　www.egmontgroup.org/statement_of_purpose.pdf

■「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のケースに関する金融情報機関（Financial 
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Intelligence Unit：FIU）間の情報交換の原則」（2001年6月）
　www.egmontgroup.org/princ_info_exchange.pdf

■「資金情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）のエグモントの定義に関する解釈
ノート」（2004年11月）
　www.egmontgroup.org/egmont_final_interpretive.pdf

■「100の公表に適切でない部分を除いた事例」
　www.ctif-cfi.be/en/typo/egm/100casesgb.pdf

■「情報文書」（2004年9月）
　www.apgml.org/about/documents/about_docs/APG_TOR2002.doc

欧州連合(EU)

www.europa.eu.int
■「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を目的とした金融システムの利用防止に関す

る欧州議会・理事会のEU第2指令2001 ／ 97 ／ EC」（2001年12月）
　www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_344/l_34420011228en00760081.pdf

■「欧州議会・理事会のEU第3指令2005 ／ 60 ／ EC」（2005年10月）
　 www.eu ropa . eu . i n t / eu r l e x / l e x /LexUr i Se rv / s i t e / en /o j / 2005 / l _309 /

l_30920051125en00150036.pdf
■「欧州連合（EU）対象金融制裁」

　www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
■「テロ対策の枠組みにおける人および団体に対する特別の制限措置の採択に関する2001年

12月27日の理事会規則（EC）2580/2001号 」
　www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）

www.fatf-gafi.org
■「40の勧告と解釈ノート」（2003年6月と2004年10月の改訂を含む）

　www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF
■「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」（2004年10月）

　www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf
■「テロ資金供与に関するFATF特別勧告の解釈ノート」

　 www.fatfgafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,
00.html

■「テロの資金供与の検知に関する金融機関へのガイダンス」（2002年4月）
　www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf

■「テロの資産凍結—インターナショナル・ベスト・プラクティス」（2003年10月）
　www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/15/34033495.pdf
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■「犯罪類型報告書」
　http://www.fatfgafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32237235_1_32247552_

1_1_1,00.html

FATF型地域体

■アジア太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（Asia Pacific Group on Money 
Laundering：APG）
　www.apgml.org

■「付託条項」（Terms of Reference）（2002年6月）
　www.apgml.org/about/documents/about_docs/APG_TOR2002.doc

■カリブ金融活動作業部会（Caribbean Financial Action Task Force：CFATF）　
　www.cfatf.org

■「CFATFの19の勧告」（CFATF 19 Recommendations）（1999年10月に改訂）
　www.cfatf.org/eng/

■「マネー・ローンダリングに関するキングストン宣言」（Kingston Declaration on Money 
Laundering）（1992年11月）
　www.cfatf.org/eng/

■「犯罪類型分析」（Typologies Exercises）
　www.cfatf.org/eng/typoexe/

■東部および南部アフリカ・マネー・ローンダリング対策グループ（Eastern and Southern 
African Money Laundering Group）
　www.esaamlg.org/

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ユーラシア・グループ（Eurasian Group 
on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism）
　www.euroasiangroup.org/

■南米金融活動作業部会（Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de 
dinero：GAFISUD）
　www.gafisud.org

■中東および北アフリカ金融活動作業部会（Middle East and North Africa Financial Action 
Task Force：MENAFATF）
　www.menafatf.org/

国際通貨基金（International Monetary Fund：IMF）および世界銀行

www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm
www.worldbank.org
■「AML/CFTの包括的なレファレンス・ガイド」（Comprehensive Reference Guide to 

AML/CFT）
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　www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/referenceguide.htm

米州機構

www.oas.org
■「モデル規制」

　www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ENG/ModelRegulations.asp

国際連合

www.unodc.org/unodc/en/money_laundering.html
■「テロに関する国連安全保障理事会決議」

　www.un.org/terrorism/sc.htm
■国際マネー・ローンダリング情報ネットワーク

　www.imolin.org
■「マネー・ローンダリングに関する１０の基本法」

　http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering_10_laws.html

ウォルフスバーグ・グループ

www.wolfsberg-principles.com
■「モニタリング、抽出、検索に関するウォルフスバーグ声明」（2003年9月）

　www.wolfsberg-principles.com/monitoring.html
■「ウォルフスバーグ・グループのコルレス・バンキングにおけるAMLの原則」（2002年11

月）
　www.wolfsberg-principles.com/corresp-banking.html

■「テロ資金供与に関するウォルフスバーグ声明」（2002年1月）
　www.wolfsberg-principles.com/financing-terrorism.html

■「ウォルフスバーグ・グループのプライベート・バンキングに関するAMLの原則」（2002
年5月改正）
　www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html

AMLに関する役立つ資料が手に入るその他のウェブサイト

ウェブサイトおよび出版物の参照は情報提供のみを目的とし、必ずしも推奨を表すものではありませ
ん。

■www.aba.com
　米国銀行協会のホームページ

■www.ACAMS.org
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　公認AMLスペシャリスト協会のホームページ
■www.austrac.gov.au

　オーストラリアの資金情報機関（AUSTRAC）
■www.bis.org

　国際決済銀行（BIS）のホームページ。70以上の国際的な銀行のウェブサイトへのリンク。
■www.fincen.gov and www.fincen.gov/fiuinaction.pdf

　米国財務省金融犯罪執行機関連絡室（FinCEN）。米国規制およびFATFによる100のマ
ネー・ローンダリングのケース・スタディがあります。

■www.fintrac.gc.ca
　カナダの資金情報機関

■www.federalreserve.gov
　連邦準備銀行

■www.fsa.gov.uk
　英国金融庁

■www.imolin.org/bibliogr.htm
　マネー・ローンダリングの出版物に関する一般的な情報および文献

■www.lavadodinero.com
　マネー・ローンダリング・アラートのウェブサイト（スペイン語版）

■www.moneylaundering.com
　マネー・ローンダリング・アラートのウェブサイト。15年以上に及ぶマネー・ローンダ

リングのニュースレターおよびマネー・ローンダリング・コンプライアンスに関する情
報。

■www.moneylaundering.com/links.htm
　マネー・ローンダリング・アラートへのリンク。300以上のAML公共部門と民間部門、お

よび、各国ごとの情報に関するリンク。
■www.ncis.co.uk/financialintelligence.asp

　英国の国家犯罪情報局（NCIS-ECU）
■www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

　米国外国資産管理局（OFAC）

AML関連の定期刊行物

ACAMS Today

■隔月にACAMSメンバー向けに発行され、AML ワークプレイスの話題およびマネー・ロー
ンダリングにおける国際時事問題や進展に関する情報を提供。
　www.ACAMS.org.
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Money Laundering Alert

■月刊ニュースレターで、現在の世界の法律、規制、および法執行問題やその他のマネー・
ローンダリングに関する情報、分析、およびガイダンスを提供。
　www.moneylaundering.com

Money Laundering Bulletin

■年に10回発行される英国のニュースレターで、マネー・ローンダリングの手法、取締の取
組み、および様々な業界におけるAMLのシステムに関する情報を提供。
　www.informafinance.com

ABA Bank Compliance

■米国銀行協会による月刊誌で、法律、規制、およびコンプライアンスに関する問題や情報を
提供。
　www.aba.com/bankcompliance/default.htm
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