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2020年2月29日の改訂版ウォルフスバーググループ・コルレス銀行業務デューデリジェンス質問票の公表を
受け、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、決済・市場インフラ委員会（CPMI）、金融活動作業部会（FATF）、お
よび金融安定理事会（FSB）は共同声明を発表しこの取組みを歓迎した。

上記4機関は、CBDDQを「業界の主体的取組みの1つで、デューデリジェンス・プロセスの円滑化を通じて銀行
間コルレス関係の縮小に対応するうえで有用なもの」と捉えている。

この理解の下、デリスキングに伴う銀行間コルレス関係の縮小の抑制への効果に着目し、ウォルフスバーグ
グループは、 FSBを支援し能力向上に資する本ガイダンスの公表に尽力するよう要請された。

本ガイダンスの目的は、コルレス決済サービスにおけるリスクの把握と、現在の業界水準を満たすために各
行が強化すべき管理態勢を整備する上で各行が取りうるステップについての理解を促進することにある。

本ガイダンスが対象とする質問は、CBDDQの中でも、追加説明が有用とウォルフスバーググループが認めた
ものに限る（従って、全ての質問が対象ではない）。また、その他の全てのCBDDQ関連文書（ウォルフスバー
ググループのウェブサイト https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb で入手可能）と併せて利用のこ
と。
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第1章 会社組織と所有

質問1 登記上の正式名称 潜在的な懸念

登記上の正式名称は、コルレス銀行の評価が正しい対象先に対し実施されることを確実にする上で重要である。

留意事項

登記上の正式名称は、我々が記録する名前と一致しなければならない。本質問票は法人単位で回答する必要がある。言い換えれば、本質問票の

全ての質問は、当該法人の全ての支店について回答されなければならない。一部の支店で一部の質問について、回答内容と異なる事実がある場

合は、各章の最後で、当該支店の固有の事実について具体的に記載する必要がある。法規制は管轄法域により異なるものの、一般的に、本人確

認／検証・顧客デューデリジェンス（CDD）・追加的デューデリジェンス（EDD）（該当する場合）を対象の法人に実施する要件が存在する。

質問2 本質問状が対象とする海外支
店の一覧を添付して下さい。

潜在的な懸念

貴社が世界中に有する支店のビジネスモデルが同一または実質的に類似する場合は、本質問票を1部作成すれば十分である。そうでない場合は

相違点を示し、その内容を説明する必要がある。貴社の業務を理解するため、全ての海外支店の一覧が必要である。

留意事項

もし本店と著しく異なる事業内容（顧客基盤や提供する商品等）または金融犯罪コンプライアンス（FCC）の管理プログラムを持つ支店がある場合は、

本店と別に本質問状への回答を作成しなければならない。

質問3 登記住所 潜在的な懸念

地域により潜在的な金融犯罪のリスクレベルは異なる。よって、登記住所および本店所在地からもたらされる地理的リスクを理解することが重要で

ある。

留意事項

貴社の地域は金融犯罪に対し脆弱性が在るか、またその脆弱性に対処する貴社の管理態勢の整備状況を考慮する。貴社が所在する地域におけ

る金融犯罪の地理的リスクは、その地域における金融活動そのもののリスクに影響する。マネー・ローンダリングやテロ資金供与に対する脆弱性

が認められる地域に関するFATF相互審査報告書は、以下を参照。

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

以下で公開されているウォルフスバーグ・グループのFAQも併せて参照のこと。

https://www.wolfsberg-principles.com/publications/faqs

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第1章 会社組織と所有

質問5 会社設立日 潜在的な懸念

他の種類の法人と同様に、貴社の存続期間はリスクに影響しうる。存続期間が長い法人ほど、その公的な足跡は大きく歴史は長くなり、その

法人に対しコルレス決済サービスを提供する銀行は、より多くの情報を入手し、より完全なリスク評価を実施することを可能にする。

留意事項

貴社が設立後間もない場合は、貴社が自行の顧客基盤およびリスクについて必要な知識を有しておりそのリスクに対し有効に機能する管

理体制を持っていることを貴社のコルレス銀行にどう示せるかを考慮すること。

質問6 会社形態を以下選択し、可能
な範囲で会社の所有形態が分
かる図表を添付して下さい。

潜在的な懸念

会社形態の種類により、異なる金融犯罪リスクが現出する。ドロップダウンリストには、最も一般的に見られる種類の会社形態が含まれ

る。貴社の会社形態がドロップダウンに含まれない場合、貴社のコルレス銀行が貴社の会社形態を把握できるよう、質問16 bにそれに相

当する情報を入力すること。

留意事項

貴社の会社形態が、マネー・ローンダリング、経済制裁、贈収賄と汚職、脱税に係わるリスクをもたらすか否か、または否定的報道の対象

となったことがあるか否かを検討のこと。また、貴社とコルレス関係にある銀行が貴社を対象とした評価を実施するにあたり、どのよう

なステップ、追加情報または追加的統制が役に立つかを検討のこと。コルレス銀行が貴社のリスク評価を行う上で貴社の企業構造を理解

することは重要であるから、可能な限り詳細に会社形態を説明することが望ましい。

一部の地域では、会社形態（特に公開企業か非公開企業か）の特定がデューデリジェンスにかかる規制上の要件に含まれている。一般に、

透明性の高い会社形態ほどリスクは小さく、逆に不透明な会社形態はより高いリスクをもたらす。
質問6a1 6aが「はい」の場合、上場し

ている証券取引所名
潜在的な懸念

証券取引所により、変動要因の数に応じて報告および透明性にかかる要件が異なる。証券取引所が高度で厳格な基準を定めているか、それ

とも求める要件の水準が低いかは、証券取引所の国または地域に大きく左右される。

留意事項

証券取引所による監督は、その質の高さから、リスクの軽減要素と見なされることがある。追加情報は本ガイダンス内質問 3を参照のこと。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第1章 会社組織と所有

質問6b パートナーシップ／相互会社 留意事項

法人が分散して所有されている場合、少数の個人が法人を実質的に支配する機会が限られるため、リスクは低く抑えられる。貴社がこの

会社形態に当てはまる場合は、コルレス関係にある銀行が貴社のリスク評価を実施するにあたり、貴社のメンバーシップを把握すること

は重要である。
質問6c 政府または国が25％以上の株

式を保有
潜在的な懸念

当該法域（国・地域）におけるAML/CTFおよび関連する法律・規則・規制について貴社が負っている義務・責任を貴社のコルレス銀行が

どう評価するかによって、政府による貴社の所有がどのように捉えられるかが左右される。政府の貴社に対する支配力の行使方法（たと

えば、単に所有権を保有しているだけなのか、それとも貴社組織内に取締役または執行役としてのポストを確保しているかなど）も検討

対象となりうる。

留意事項

法人が第三者である顧客のための商取引ではなく、政府／国有企業／政府機関のためにそれらに代わって行う取引（中央銀行や財務省の

取引など）を目的にコルレス銀行取引口座を開設する場合、提供されるサービスの種類が潜在的なリスク緩和要因となることがある。

質問6d 非公開会社 潜在的な懸念

非公開企業は、潜在的な透明性の欠如により、追加的なリスクをもたらす可能性がある。

留意事項

国または地域によっては、重要な所有権と支配権を有する者の検証が求められる。貴社の会社形態および重要な所有権と支配権を有する者

について透明性が確保され、完全に把握できることは貴社とコルレス関係にある銀行にとり重要である。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第1章 会社組織と所有

質問6 d 1 6dが「はい」の場合、10％以
上の株式を保有する株主また
はUBO

潜在的な懸念

株主および実質的支配者（UBO）は銀行の業務と金融犯罪統制プログラムに直接影響を及ぼす可能性があることから、誰であるかを理解し、

彼らについての関連情報を特定する必要がある。様々な要素（彼らがPEPであるか否かなど）によって実質的支配者（UBO）ごとに異なる

リスクをもたらしうる。これらのリスクに否定的な意味合いが無い場合もあるかもしれないが、コルレス銀行は貴社の正確なリスク評価を実

施するために、貴社の背後にある個人／組織に関する追加情報を必要とすることがある。実質的支配者に関連したリスクについて更に理

解するため、以下の透明性および実質的支配者に関するのFATFガイダンスを参照のこと：

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html

留意事項

実質的支配者（Ultimate Beneficial Ownership）の情報について追加情報の照会に対し、透明性高く、率直かつ迅速に回答することは、貴

社とコルレスにある銀行との信頼関係および協力関係構築に役立つ。信頼の醸成は、関係の大幅な強化をもたらし、日常業務の中で課題

が生じた際にもサービスの維持を助けるものとなる。単体としては10%以上の持分を保有していないが、（家族や事業上のパートナーなど

を）集計すれば10%以上の持分を保有する実質的支配者（UBO）を貴社が把握している場合は、透明性の高い関係の維持のため、そうし

た情報を率直に開示することを検討すべきである。所有権情報、信託の受益者、その他の法的取決めの証跡となる法的文書の提供が望ま

しい。必要な情報を完全かつ正確な形で提供すること。
質問7 全株式のうち、無記名株式の

割合（％）
潜在的な懸念

無記名方式で所有権株を発行する法人は、その所有権が株券を物理的に保有している者に（それが誰であれ）帰属するため、より高いリスク

がもたらされる。無記名株式を発行した法人では、容易に（最小限の制限または無制限で）法的所有権の変更が可能である。

金融機関の金融犯罪統制において、顧客を知り、貴社がどのような相手と取引をしているか把握するすることは重要であるが、無記名方

式の株式が高い比率を占める顧客においては、実質的支配者が毎日変わる可能性がある以上、それは不可能かもしれない。

留意事項

貴社が無記名株式を発行する場合、当局規制下にある金融サービス提供機関へ無記名株式の管理・保管を委託しているなど、貴社が実施

する対応で貴社のコルレス銀行の懸念を払拭するものは何か、検討のこと。特に、UBOにかかる特定のデュー・デリジェンス（調査）が求め

られるような国または地域に貴社のコルレス銀行が属している場合、コルレス銀行は貴社の現在の所有形態を把握する必要があることを考

慮のこと。すべての国または地域が無記名株式の発行が可能な法人の設立を認めているわけではない。貴社が現時点では無記名株式を発行

していなくても、貴社の所有形態上または設立趣意書上は無記名株式発行の余地がある場合、コルレス銀行への説明が必要となることが

ある。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第1章 会社組織と所有

質問8 銀行、または銀行のいずれかの
支店がオフショアバンキングラ
イセンスの下で事業を行ってい
る。

潜在的な懸念

オフショア・バンキング・ライセンス（OBL）を有する銀行は、ライセンスを発行した国の市民との取引を禁止または制限され、ライセンス発行国の規制

当局による（そのような取引に対して行われているものと）相応のレベルの精査を受ける可能性がより低くなる。さらに、国または地域に

よってはOBL取得手続は通常の銀行免許取得手続より緩やかとなっている。OBL保有銀行というのはその定義上そもそもライセンス発行国・地

域の外部から大部分の顧客を引連れてくるものであり、当該地域の銀行に対して異質なリスク側面をもたらす。より緩やかな規制、より頻度

の低い監督、オフショア顧客基盤が複合的に様々な追加的リスク要因を招いており、徹底した検証が求められる。大きな金融グループに属し

ており、その一部の地域拠点がOBLのもとで業務を行っている銀行の場合、OBLライセンスよりも大きな金融グループの金融犯罪コンプライア

ンスプログラムに拠るところが大きいため、（グループに属さない）独立したOBL保有銀行と比較すれば、もたらすリスクは低い。

留意事項

貴社がOBLを有する独立した銀行である場合、貴社のコルレス銀行に幅広いデュー・デリジェンス情報を提供する必要がある。貴社が当局による包括

的な監督の対象となる大手銀行グループに属している場合、その監督について説明する必要がある。OBLの下で営業している支店に関して行っている

統制（例えば、それらの支店が当該国または地域固有の追加的リスクにどのように対応しているか）をどのように説明すべきか検討のこと。
質問9 主たる監督当局名 留意事項

主たる規制当局が複数ある場合、すべての名称を記入のこと。貴社とコルレス関係にある銀行にとって、貴社が対象とされる監督について検証

する上で重要な情報となる。
質問12 親会社の認可及び監督当局の所

在国
留意事項

貴社の最終親会社に管轄権を及ぼす法域（国・地域）の把握が、コルレス銀行によるリスク評価を左右することがある。「国別リスク評価」

またはマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策上の脆弱性が顕在化した法域（国・地域）についてのFATF相互審査報告書、さらに該

当する場合、それに基づく勧告・行動計画も参照のこと。

リンク： http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
質問13 事業内容を以下選択して下さい

（複数選択可）。
潜在的な懸念

異なる種類の事業内容は、その活動に応じて異なる金融犯罪リスクをもたらす。また、それぞれの事業活動または商品の種類に応じて個別の管理

方法が求められる。

留意事項

事業が複雑になればなるほど、その事業に応じて、より特化しカスタマイズされた強固な統制が期待される。貴社の事業活動がどの領域でより高い

リスクをもたらしているか、および貴社の統制はそうしたリスクをどのように軽減しているかを検討のこと。こうした統制上の未充足

（ギャップ）を認識している場合、ギャップや、既に貴社が実施しているリスク軽減策や戦略的行動を適切に開示すること。それが貴社のコ

ルレス銀行との信頼関係を支えるものとなる。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第1章 会社組織と所有

質問13 j その他 留意事項

その他の種類の活動がもたらしうる潜在的なリスクを検討し、そうしたリスクの軽減のために貴社で導入している統制について議論・説明で

きるようにすること。
質問14 非居住者の顧客が主要な顧客

基盤（ポートフォリオの10％
以上）である、もしくは収益
の10％以上が非居住者の顧客
によるものか？（「非居住」
とは、銀行がサービスを提供
する所在地と異なる国または
地域に主に所在する顧客を指
す）

潜在的な懸念

非居住者が主要な顧客基盤を形成する場合、適切な統制とプロセスが存在しなければリスクをもたらしうる。主要な非居住者の顧客基盤

の状況やそうした顧客の活動上の特性を、貴社のコルレス銀行に認識させること。顧客基盤、または収益のうち主要な部分が非居住者の

顧客によるものである銀行はより高いリスクをもたらす。顧客や収益の多くがオフショアである背景を理解し、リスクに応じたリスク緩

和策の実施状況において好ましい水準を満たすことが重要である。こうしたリスク緩和策には、顧客および収益の獲得チャネル、顧客の

本人確認プログラム（CIP）、KYC、富の源泉（SOW）および資金調達源（SOF）の把握を含む顧客デューデリジェンス（CDD）、取引モ

ニタリングおよびスクリーニングが含まれる。

留意事項

他の国または地域に所在する顧客が追加的なリスクをもたらすことがあるから、これらに対するデューデリジェンスを行うことは、同一

地域の法人に対して行うよりも概して複雑かつ難解となる。
質問14 a 14が「はい」の場合、非居住

者の顧客が所在する上位5カ国
留意事項

金融犯罪リスクの観点から、特定の国または地域が、国際基準の導入状況から鑑み、より高いリスクを表す。コルレス銀行が、特定の国

にかかわる内部方針やリスクアペタイト・ステートメントを定めていることがあり、その場合、コルレス銀行は、貴社へコルレス決済サービスの

提供を開始する前に、貴社の顧客基盤が内部方針やリスクアペタイトに沿ったものか確認する必要がある。
質問15 a 従業員数 留意事項

貴社の従業員数は貴社の企業規模の指標となる。

質問15 b 総資産 留意事項

貴社の総資産は貴社の事業規模の指標となる。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス

8© The Wolfsberg Group 2020 CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンスV1.1



第2章 提供する商品・サービス

質問17 提供する商品・サービスを以下
選択して下さい。

潜在的な懸念

本セクションで挙げている商品は一般的によりリスクが高いものとして認識されている。貴社がこうした商品を貴社の顧客に提供している場合、

本情報は、コルレス銀行にとって、貴社とのコルレス関係がもたらしうるリスクについて判断する上で関連する。こうした取引におけるリス

クを緩和するための統制の適用範囲や有効性の情報は極めて重要であり、コルレス銀行との双方向協議の場では追加情報の提供に率直に応じ

ること。

留意事項

リスクが高いことは懸念すべき要素の存在を必ずしも示すものではないが、貴社の商品やサービスがもたらすリスクを軽減するための適切な統制が

実施されていなければならないことを意味する。統制上の未充足（ギャップ）または脆弱性が認識されている場合、そのことを前向きに開示し、

実施中の暫定的な統制や統制の全面的な実施完了までの行動計画に関して貴社のコルレス銀行からの質問に回答できるようにする。
質問17 a コルレス決済サービス 潜在的な懸念

貴社のコルレス銀行にとって、貴社が他の金融機関にコルレス決済サービスを提供する場合、その資金がコルレス銀行の口座に流入すること

もサービスの一環であることから、コルレス銀行を多くのリスクにさらすことになる。国際的なコルレス決済サービスがもたらすリスクには、

とりわけ、（貴社と貴社の顧客が異なる当局規制要件の対象となることによる）地理的リスク、（関係当事者の増加による）透明性に係わる

リスクおよび潜在的なネスティングリスクがある。ネスティングとは、コルレス銀行がコルレス決済サービスを提供する金融機関に代わり彼

らの支払いを処理する活動を言い、この場合コルレス銀行とは貴社を指す。

留意事項

コルレス決済サービスの定義はリンク先の用語集に記載されている。

リンク：https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg's_CBDDQ_Glossary_220218_v1.0.pdf

ウォルフスバーググループは、コルレス決済サービスに複数の異なる定義が存在することを認識している。CBDDQの目的は、潜在的な金融犯

罪リスクに対するデューデリジェンスおよびリスク評価で使用する一貫性のある質問を提供することである。確信が持てない場合は、ウォルフス

バーググループはCBDDQの使用を推奨する。
質問17 a2 国内の銀行にコルレス決済サー

ビスを提供するか。
潜在的な懸念

貴社の顧客から貴社のコルレス銀行へ流入する取引のリスクは、貴社自身の統制によって軽減され、管理されなければならない。貴社がコルレス

決済サービスを他の金融機関に提供し、それによる取引が、貴社のコルレス銀行に開設されている貴社口座を介して行われる場合、取引のリス

クは第一に貴社の顧客、次に貴社自身に管理される。貴社のコルレス銀行によるデューデリジェンスは、貴社の顧客ではなく、貴社を対象とした

ものである（KYCCではなく、KYC）。貴社のコルレス銀行にとっては、貴社口座を通じて流入する取引が、貴社からのものなのか、貴社の顧客

から、あるいは貴社の顧客の顧客からなのか、把握することが重要である。

留意事項

貴社の顧客が貴社にもたらすリスクと、リスクを緩和するために実施している統制を検討のこと。貴社が把握し管理する必要があるリスクと同じリ

スクが、貴社のコルレス銀行が間接的にさらされるリスクの一部となる。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 a3 国内の銀行顧客に対してネス
ティングを許容するか。

潜在的な懸念

貴社が国内銀行である貴社顧客にコルレス決済サービスを提供する場合、それらの国内銀行が自らもコルレス決済サービスを提供することを許可して

いるか? この取引におけるリスクは、貴社のコルレス銀行が、取引当事者のデューデリジェンスを実施した送金銀行から1段階以上遠ざけられるこ

とであり、取引当事者およびそれに係わるリスクの把握が困難になるため、この取引におけるリスクが増大する。さらに、決済システムを通過する

過程で送金情報の一部が失われ、取引の透明性が低下する可能性がある。外国銀行を想定した追加統制の理由は、国内銀行である貴社顧客が貴

社と同じ当局規制の対象であるのに対し、外国銀行は貴社と異なる（時に貴社が対象となる当局規制よりも緩やかな）当局規制の対象である

ためである。

留意事項

当該サービスの提供によって貴社がさらされているリスクを検討し、貴社のコルレス銀行からの照会時には明確に伝えること。貴社のコルレ

ス銀行が貴社のリスクおよびその緩和策を理解できるよう協力すること。

質問17 a4 国内の銀行顧客に対するネス
ティングを検知する体制（プロ
セスや手続）を持っているか。

潜在的な懸念

ネスティングに関連するリスクは、取引当事者である顧客との取引関係から貴社のコルレス銀行が更に遠ざけられることにある。銀行は、ネス

ティング取引においては、ネスティング銀行が実施する統制に依存するところが大きい。このようなリスク領域では、適切な統制が実施されていな

ければ、貴社が認識しているよりも高リスクの取引が貴社を介して流入している可能性がある。このことは、貴社と貴社のコルレス銀行の双方に

とって追加的な金融犯罪リスクをもたらす。適切な統制が実施されている限り、より高リスクの取引を扱うことは間違いではない。より高リスクの取引

が特定されないまま行われているようであれば、統制状況は必要とされる強固な水準に達していないかもしれない。

留意事項

こうした統制と、統制上の未充足（ギャップ）を特定し、記述できるようにすること。積極的で率直な開示姿勢は貴社と貴社のコルレス銀行

との関係構築に役立ち、貴社の事業内容および取引に対するリスク評価が公正に実施されることにもつながる。
質問17 a5 外国の銀行にコルレス決済サー

ビスを提供するか。
潜在的な懸念

これは、17 a2に記載した取引と類似した種類の取引である。貴社の顧客が貴社と異なる国または地域に所在する場合、そうした顧客は貴社と同じ

当局規制の対象ではなく、異なるレベルのリスクをもたらす可能性がある。さらに、異なる国または地域では、商慣習やもたらされる金融犯罪リス

クも異なる可能性がある。

留意事項

国際的なコルレス決済サービスが貴社のコルレス銀行にもたらすリスクには、（貴社と貴社の顧客が異なる当局規制要件の対象となることに

よる）地理的リスク、（関係当事者の増加による）透明性に係わるリスクおよび潜在的なネスティングリスクがある。こうしたリスクの管理

状況が適切と考えた経緯を明確化することが、貴社のコルレス銀行との議論において有用である。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 a6 外国の銀行顧客に対してネスティ
ングを許容するか。

潜在的な懸念

質問17 a3で述べたとおり、この取引におけるリスクは、貴社のコルレス銀行が、取引当事者のデューデリジェンスを実施した送金銀行から1

段階以上遠ざけられることであり、取引当事者およびそれに係わるリスクの把握が困難になるため、この取引におけるリスクが増大する。さら

に、本取引が外国銀行との間で行われる場合は、そうした銀行は所在する国または地域において、おかれる規制環境は貴社と異なる（時に

貴社のものよりも緩やかな）ものであり、貴社と異なる商習慣をもつ。

留意事項

当該サービスの提供によって貴社がさらされているリスクを検討し、貴社のコルレス銀行からの照会時には明確に伝えること。貴社のコル

レス銀行が貴社のリスクおよびその緩和策を理解できるよう協力すること。
質問17 a7 外国の銀行顧客に対するネスティ

ングを検知する体制（プロセスや
手続）を持っているか。

潜在的な懸念

質問17 a4で述べたとおり、ネスティングに関連するリスクは、取引当事者である顧客との取引関係から貴社のコルレス銀行が更に遠ざけられる

ことにある。銀行は、ネスティング取引においては、ネスティング銀行が実施する統制に依存するところが大きい。貴社の顧客が貴社と異な

る国または地域に属しているという事実は、当局規制がより緩やかであったり商習慣が異なる可能性があるから、貴社のコルレス銀行に

とってはリスクにさらされる度合いを高める。このような種類の取引関係を特定し、管理するための手順が実施されていない場合、生じる

リスクのレベルが明らかでなく、貴社のコルレス銀行にとって受入れられないものとなる。

留意事項

ネスティング取引に対しても、なぜそうした取引関係があるのかという質問に対して合理的な説明がなされなければならない。そうした取引の

理由としては、貴社の顧客の規模が小さすぎたり、または事業活動の水準が低すぎるため、直接の取引関係を結ぶ必然性が乏しいなどがあ

る。ただし、ネスティング取引の管理にかかる貴社における統制状況については、貴社のコルレス銀行が独自の評価を行う必要がある。こうし

た取引関係を持続可能な方法で特定し管理するための有効なプロセスを示せるようにすること。
質問17 a8 資金移動業者（MSB／MVTS）に

コルレス決済サービスを提供する
か。

潜在的な懸念

資金移動業者（MSB／MVTS）は、コルレス決済サービスの提供を受け、自身の顧客とその取引相手との間を仲介する役割を担う。資金移動業

者は、貴社とは異なる当局規制の対象となり、その結果、異なるレベルのリスクをもたらす可能性がある。貴社は、そうした取引を貴社のコルレス

銀行へ仕向ける際は、予め資金移動業者が実施している統制状況の妥当性（送金における透明性のレベルを含む）を把握しておくことが重要

である。

留意事項

資金移動業者である貴社顧客の金融犯罪コンプライアンスプログラムを把握するため、貴社はどのような方策を講じたか？貴社（または貴社

のコルレス銀行）が支払指図上で送金人および受取人の名称を正確に把握し確認できるようにするためにどうするのか？こうした業者に貴

社のサービスを提供することが妥当であると判断するにあたり取った措置（追加的統制、研修、モニタリングなど）の詳細を示すこと。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 a9 資金移動業者（MSB／MVTS）に
対してネスティングを許容する
か。

潜在的な懸念

これは、質問17 a2 や17 a3に記載した取引と類似した種類の取引である。資金移動業者である貴社の顧客から貴社のコルレス銀行へ流入す

る取引のリスクについては、貴社自身の統制によって低減されなければならない。

留意事項

貴社の顧客が貴社にもたらすリスクと、リスクを緩和するために実施している統制を検討のこと。貴社が把握し管理する必要があるのと同じリ

スクが、貴社のコルレス銀行が間接的にさらされるリスクの一部となる。
質問17 a10 資金移動業者（MSB／MVTS）に

対するネスティングを検知する
体制（プロセスや手続）を持っ
ているか。

潜在的な懸念

質問17 a7 で述べたとおり、このような種類の取引関係を特定し、管理するための手順が実施されていない場合、生じるリスクのレベルが

明らかでなく、貴社のコルレス銀行にとって受入れられないものとなる。資金移動業者は貴社のコルレス銀行に追加的なリスクをもたら

すため、コルレス銀行によってはリスクが高すぎると判断されることがある。

留意事項

こうした取引関係を、持続可能な方法で特定し管理するための有効なプロセスを示せるようにすること。資金移動業者との取引に貴社の

コルレス口座を使用させる背景・理由を含め、こうした取引関係について率直で明確な開示姿勢を示すことは、貴社のコルレス銀行が貴

社の取引を理解する上で助けになる。
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 b プライベートバンキング
（国内／国際）

潜在的な懸念

一般的に、プライベートバンキングは、より高いレベルの金融犯罪リスクをもたらす可能性があるとみなされている。より多額の取引が個人

である顧客のためにそれに代わって行われ、かつそうした財産または事業資金が不正な手段によって得られた可能性があるためである。

詳細は「ウォルフスバーグ・プライベートバンキング原則」を参照のこと。

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/10.%20Wolfsberg-Private-Banking-Prinicples-May-2012.pdf

留意事項

貴社のプライベートバンキングの顧客の資金や財産の原資を把握し監視するため、貴社が実施中の統制（この取引のリスクを低減するた

めの適切かつ効果的な統制など）を検討のこと。
質問17 c トレードファイナンス 潜在的な懸念

貿易ベースのマネー・ローンダリングは、FATFや規制当局から、貿易金融商品を提供する銀行により高いリスクをもたらすものと見られてい

る。こうした取引の管理のため、適切な統制が実施されるべきである。

詳細は、ウォルフスバーグ、ICC、BAFTが発行した「貿易金融原則」を参照のこと。

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf

留意事項

金融犯罪コンプライアンスの観点からみて、ドキュメンタリーベースの貿易金融は、取引の多くの要素が紙ベースであるという点で、監

視するうえで課題を抱えた取引である。この商品に特化した統制を検討し、貴社がこうしたリスクにどのように対処しているのか、貴社の

コルレス銀行へ説明のこと。
質問17 d ペイアブル・スルー口座 潜在的な懸念

ペイアブル・スルー口座は、コルレス決済サービスを受ける銀行がコルレス銀行に口座を開設し、その口座から直接引き出しをする手段

（小切手帳など）を自身の顧客へ提供することである。そのリスクは、貴社の顧客が貴社による取引上の統制をなんら受けることなく、

貴社のコルレス銀行を規制違反の可能性にさらしながら、貴社のコルレス銀行と直接取引を行うことである。

留意事項

より詳細な情報は以下の米国当局のリンクを参照のこと。

https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/OLM_051.htm
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 e プリペイドカード、金券等
の発行業務

潜在的な懸念

プリペイドカード、金券等には、1つの商店でのみ使用可能な比較的低額のものから、（銀行口座経由以外の手段も含め）どこでも入

金・補充ができる種類のものまで、幅広いバリエーションがある。この種の取引は資金の追跡ができないことで潜在的な犯罪活動に対し

て開かれており、こうした取引は貴社のコルレス銀行に更なる金融犯罪リスクをもたらす。Eウォレットはトランザクション・ローンダリ

ング（マネー･ローンダリングのデジタル要因による進化形。身元不明の事業者が、認定済事業者による支払認証情報を用いて未確認の

（大概は不正や違法な）商品やサービスの支払を決済する）に悪用されやすい。決済ネットワークの潜在的な複雑性は犯罪活動の検知を

容易としない可能性がある。プリペイドカード、金券等に関するウォルフスバーグ・ガイダンスを参照のこと。

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-

standards/11.%20Wolfsberg_Guidance_on_Prepaid_and_Stored_Value_Cards_Oct_14%2C_2011.pdf

留意事項

使用範囲が限定された低額のプリペイドカード、金券等が最小限のリスクしかもたらさない一方で、カードネットワークのブランド付で

補充可能なカードやEウォレットはより高いリスクをもたらす。貴社が賛助するプリペイドカード、金券等の種類、および貴社が実施して

いる統制について、貴社のコルレス銀行への説明に備えておくこと。Eウォレット提供事業者に貴社がサービスを提供している場合は、貴

社がどのようにその取引を統制し、貴社による当該顧客のデューデリジェンスがどのように固有のリスクに対処できているのか、説明で

きるようにしておくこと。
質問17 f 集配金サービス（国境を跨

ぐもの）
留意事項

犯罪活動の結果多額の現金が生じるとき、犯罪者はその現金を銀行のネットワークに入れる方法を見つける必要がある。集配金（多額の現金

を一括処理する）サービスを提供する銀行（特に現金を購入する場合）は、その資金源を把握し、犯罪収益（たとえば薬物販売や密輸）に

よるものでないことを確認しなければならない。貴社が国外との集配金サービスを取扱っていて、貴社の決済取引の一部または全部が貴

社のコルレス銀行を介して行われる場合、貴社のコルレス銀行は貴社に対し、こうした取引における貴社の統制についての説明を依頼し、

また個別取引の背景を説明することができるよう要請することがある。
質問17 g 集配金サービス（国内） 留意事項

国外との集配金サービスと類似のリスク。国内の何処で現金が生じ、使用されているか、また、その理由を注視のこと。

質問17 h 商業小切手、個人小切手、
旅行小切手、為替等

留意事項

キャッシュ･レターは、コルレス決済サービスを受ける側の銀行が、サービスを提供する銀行へ決済のため大量の小切手を送ることを可

能としてきた。電信送金をめぐる統制の強化が着実に進む一方で、物理的な小切手の大量決済は依然リスクをもたらしている。その要因

の一部は、プロセスが本質的に手作業によっており、小切手を入金する利用者の特定が困難なことである。キャッシュ･レターは、これ

まで受取人欄が空欄で第三者による使用を疑わせる形跡や、同額のものが繰り返し確認されてきた。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 i リモート小切手入金サービ
ス

潜在的な懸念

小切手の現物預入と異なり、リモート小切手入金サービス（RDC）は、顧客に提供されるスキャナを通じた画像による預入を可能とする。

スキャナーの設置場所が適切に管理されない場合、顧客の事務所以外の場所から、または顧客以外の者による預入を可能としてしまう。さら

に、RDCの使用によって、違法な物質を用いた小切手の改ざんや汚損など、物理的なレッドフラッグ（警戒を要する徴候）の発見が妨げら

れる。国外とのRDC取引は純粋な国内取引よりさらに高いリスクをもたらす。

留意事項

RDC取引に対する貴社の統制や、外国とのRDC取引をどのように把握し、追加的に発生するリスクをどのように管理するかを検討のこと。

質問17 j 仮想通貨関連 潜在的な懸念

これは、銀行・非銀行の双方が参加して推進し、急速に発展している領域である。デジタル通貨に参加する金融機関（運営機関、交換業者、

テクノロジー企業、決済処理機関）は、より伝統的な銀行業務とはしばしば異なった形で現れる金融犯罪リスクに直面する。非銀行の参

加者は一般的に銀行と同じ当局規制の対象とならないが、そのことが金融犯罪リスクを増大させる可能性がある。仮想通貨または暗号通貨

に関連する主要なリスクは、顧客の本人確認、（偽名を含む）支払の透明性、および追跡可能性にかかわるものである。商品や、技術の複雑

性、当局や業界の方向性が今なお変化しつづけている領域であり、銀行やその他金融機関がこうした変化や期待に遅れを取らず対応しよ

うとする中で、金融犯罪リスクが増大する可能性がある。

留意事項

どの法域（国・地域）もこの発展中の商品に対して異なるアプローチをとっている。前向きに支持し技術を取入れた国または地域もあれば、規

制を適用し、さらには商品を禁止した国または地域もある。このことを念頭に置いて、貴社がこの商品を提供する場合には、規制要件を確実

に遵守するために貴社が実施している統制について、貴社のコルレス銀行による理解を助ける必要がある。貴社のコルレス銀行はこうし

た取引の決済が、貴社がコルレス銀行に開設している口座において行われているか知りたいであろうし、この商品固有の金融犯罪リスク

を低減するために貴社が実施している統制について理解したいであろう。以下のリンク先の仮想通貨へのリスクベース・アプローチのた

めのFATFガイダンスを参照のこと。

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf
質問17 k 低額の有価証券 留意事項

低額の有価証券（典型的には1株5ドル未満）は、他の証券よりも高い価格変動が表れる傾向があり、犯罪者は「ポンプ・アンド・ダンプ」（流言飛

語）スキームにおいて、潜在的価値を誇大宣伝することでその証券の価格を上昇させた後、投資家に損失を負わせながら、より高い価格で

売却するために悪用してきた。証券決済・保管サービスを提供する銀行は、証券詐欺に関連した資金をそれと知らず移動させないように、低額

の有価証券取引の増加がもたらすリスクを注視する必要がある。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第2章 提供する商品・サービス

質問17 l 郵便物留め置きサービス 潜在的な懸念

顧客が銀行に対し、郵便物を通常どおり顧客宛に送付するのではなく、銀行で保留しておくように求める場合、銀行から顧客への通信手段が制

限されることになる。なぜそのような特別扱いが必要なのかについても疑問が生じる。透明性を抑制したいという意思の徴候である可能性がある。

留意事項

貴社がこうしたサービスを提供する場合、対象顧客数、提供している理由、実施中の追加的統制についての合理的説明を貴社のコルレス銀行へ行

い、貴社が潜在的金融犯罪リスクおよびリスク低減のための統制についての知見を有することを実証すること。
質問17 m 外国送金 潜在的な懸念

外国送金は、合法・非合法な目的のいずれにも利用可能である。外国送金の取引額は非常に大きく、「良い送金」を「悪い送金」から区別する

ことは困難なことがある。

留意事項

こうした取引活動の合理的な理由や実施中の適切な統制について理解し、貴社のコルレス銀行からの求めに応じ説明できることが重要である。

統制の例として、送金目的把握、送金原資の検証能力、適切なモニタリング・シナリオなどが、貴社が取扱う外国送金取引にかかるリスクの性

質を理解する上で貴社のコルレス銀行にとって助けとなる。
質問17 n 口座を保有しない一見顧客に

対するサービスの提供
潜在的な懸念

一見顧客は、銀行において、既存顧客と比較して必ずしも同水準のデュー・デリジェンスの対象とならず、一見顧客の取引に対しては、既存顧客と

同水準の統制が実施されない場合がある。一見顧客に対する適切なデュー・デリジェンスが（あるいは一切）実施されないことは、銀行による

この種の顧客の取引に対するモニタリング、スクリーニング、把握を限定的なものにし、金融犯罪リスクの主要因の一つといえる。

留意事項

一見先へサービスを提供している場合、そうしたサービスに内在するリスクと、それらを軽減するために実施している統制を検討のこと。こうした

サービスを提供することについての合理的説明や当局規制にかかるコンプライアンス上の要件にどのように対処するかを含め、そうした貴社の

持続可能な統制について、貴社のコルレス銀行から求められた場合に実証できるようにしておくこと。
質問17 o 銀行のネットワークと繋がら

ないATMの運営
留意事項

銀行のネットワークに接続されていないATMは、不正行為から生み出された現金を再循環させるために利用される可能性があるという点で、潜在的なマ

ネー・ローンダリング上のリスクをもたらす。ATMを通って流れる現金の源泉と使途の両方を理解するための適切な統制が実施されているべきであ

る。貴社がこうしたサービスを貴社の顧客へ提供しており、取引によって生じた資金が貴社のコルレス銀行の口座を介して流れる場合、貴社が

コルレス銀行へもたらしている金融犯罪リスクが増大する。
質問17 p その他、会社が認識する高リ

スクな商品・サービス
留意事項

貴社のコルレス銀行を介して行われる取引のリスクに影響を及ぼす可能性のあるその他の高リスク商品の詳細を提供すること。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 会社は、以下項目のミニマ
ムスタンダードを定めた
AML, CTF, Sanctions管理体
制を持っているか。

潜在的な懸念

明確に定義され、文書化されたAML、CTF、Sanctionsプログラムがなければ、統制及び関連する手続があること、また、職員または第三者が適

用されるスタンダードを認識していることを確実にすることは不可能である。

留意事項

明確に定義され、文書化されたAML、CTF、Sanctionsプログラムは、組織における金融犯罪統制の柱である。管理体制はすべてのプログラム

の要素を含み文書化され、組織単位・事業単位における適用範囲を明確に定義する必要がある。
質問19 a 経験／専門知識を充分に備

えた統括責任者の任命
潜在的な懸念

統括責任者が選任されていないと、金融犯罪リスク管理に関連して説明責任が希薄化する可能性がある。ビジネスの規模と複雑さに比例した適切

なレベルの専門知識が、効果的な管理体制構築に不可欠である。規制当局は、法執行措置において、金融犯罪防止プログラムを管理する責任

者の適切性について定期的にコメントしている。
留意事項

明確な役割と責任を定義し、金融犯罪プログラムの上級責任者であり、プログラムの効果的な管理を提供するのに十分な経験と専門知識を有する

特定の担当官を置く必要がある。必要とされる経験と専門知識のレベルは、金融機関の業務の規模、複雑さ、AML、CTF、経済制裁リスクを反映し

たものでなければならない。貴社の連絡先は、貴社のコンプライアンス・オフィサーの資格情報に関する情報を要求することができる。
質問19 b 大口現金報告 留意事項

貴社のいずれかの拠点に大口現金報告作成の義務がある場合は、プログラムに従うべき基準を文書化しておく必要がある。
質問19 c 顧客デューデリジェンス

（CDD）
潜在的な懸念

貴社が顧客を知り、理解することは、モニタリングを可能とし、貴社および金融システムを違法行為から守ることを意味する。顧客の個人情報

を理解していない場合、顧客の潜在的なリスクをモニタリング、スクリーニング、評価するために必要な情報が提供されないため、金融

犯罪コンプライアンスプログラムが有効に機能しなくなる。

留意事項

顧客の所在地／取引活動、関係者、活動の種類、資金調達源、富の源泉・口座の保有目的などの顧客情報を把握することは、顧客のビジ

ネスのモニタリング、スクリーニング、リスク評価に使用する必要不可欠な情報を提供することになり、効果的な金融犯罪コンプライア

ンスプログラムの実行の基礎となる。
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 d 追加的デューデリジェンス
（EDD)

潜在的な懸念

顧客が潜在的な追加の金融犯罪リスクを示す場合は、デューデリジェンスの強化が必要である。例えば、リスクの高い活動による収入源

を持つ顧客、制裁対象国に関連性を持つまたは自身が経済制裁対象者である顧客、複雑な会社形態やPEPに分類されるものなど。EDDは、

追加のデューデリジェンス情報の収集と分析、取引のモニタリングに関連するより厳しい管理、口座の詳細をより定期的に見直すことで

ある。世界中のほとんどの金融機関は、このような統制を持つことを求めており、貴社のコルレス銀行も同様である。

留意事項

EDD要件は、金融犯罪コンプライアンスプログラムの一部として定義し実装する必要がある。口座開設から継続的な口座の維持管理、お

よび取引関係まで、それに分類されるすべての顧客に一貫して適用する必要がある。一貫した効果的なEDDによる統制は、貴社と貴社の

コルレス銀行だけでなく、世界中の金融システムを守ることになる。
質問19 e 実質的支配者の特定 潜在的な懸念

実質的支配者は法人の所有構造を示し、実質的支配者は、法人から利益を得る自然人（1人または複数の個人）である。シェル企業は、

実質的支配者の身元を隠すために作られる可能性もあるが、彼らがもたらすリスクを理解するためには、より広い範囲で法人の所有構造

を理解する必要がある。潜在的なリスク要因には、所有者の所在地、PEP、経済制裁のエクスポージャー、富の源泉などが含まれる。

留意事項

プログラムは、異なる顧客の種類およびリスクレベルに応じ、特定する直接または間接(Underlying：訳確認）の実質的支配者のレベルを定義す

る必要がある。
質問19 f 独立したテスティング機能 潜在的な懸念

統制が有効であることを確認するためには、独立したテスティングが不可欠であり、運用障害の潜在的なリスクを軽減し、金融犯罪コン

プライアンスプログラムの潜在的な未充足（ギャップ）を特定するのに役立つ。効果的かつ頻繁なテスティングプログラムがない場合、

銀行は比較的頻度の低い内部監査または規制審査に依存し、問題がタイムリーに発見されず、金融犯罪コンプライアンスプログラムの一

部として修正されない可能性がある。

留意事項

プログラムは、統制全体の基本的な柱として独立したテスティングの対象とすべきである。プログラムは、独立したテスティングの責任、

アプローチ、頻度、報告プロセスを策定する必要がある。独立とは、貴社の組織の外部を意味するものではない。必要なスキルセットと、

彼らによってモニタリングされる活動への独立性を持つ内部チームであるかもしれない。

CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンス
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 g KYC定期見直し 潜在的な懸念

顧客に対する定期的または継続的なKYCの見直しは、正確なレベルのモニタリング、スクリーニング、一般的な監督に必要な情報を多く

の顧客に提供する。顧客の現在のマネー・ローンダリング、経済制裁または贈収賄・汚職リスクを正確に理解することなく、PEPおよび

経済制裁のステータスや事業活動の変更、またはメディアの否定的報道を知り、記録化することはできない。

留意事項

KYCの記録は、根本的な取引先上の危険性の変化を反映するために、定期的な調査と認可を受ける必要がある。顧客のCDDの記録の定期的また

は継続的な見直しは、既存顧客に関する変更を確実に認識し理解を促進し、潜在的な新たな金融犯罪リスクを特定する機会を作り出す。

© The Wolfsberg Group 2020 CBDDQキャパシティ・ビルディング・ガイダンスV1.1



第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 h 規則及び手続 潜在的な懸念

適切な規則および手続は、一貫した金融犯罪コンプライアンスプログラムの基礎を提供する。文書化された一連の規則および手続がなけ

れば、統制やプロセスが実際に存在したとして、それを実証することはできない。また、職員がプログラムに対し、またどのように統制

するかについて一貫性のある理解を持つことができなくなり、プログラムを管理することが不可能となる。文書化された規則および手続

の欠如は高リスク要素と考えられる。

留意事項

文書化された規則および手続は、組織全体でプログラムの定義したスタンダードを実施する上で必要である。また文書化された規則および手続

は、金融犯罪プログラムの一貫した実施を支援し可能にする。規則および手続は、プログラムのすべての要素、プログラムの適用範囲となるす

べての事業部門・法人およびレビュー機能を含むすべてのプロセスを網羅することが要求される。
質問19 i リスクアセスメント 潜在的な懸念

貴社のリスク評価は、貴社がシニアマネジメントと共有する既存のリスク、統制、統制上の未充足（ギャップ）に対し正確な見解を持ち、記録し、

分析し、評価する機会となる。このような見解がない場合、リスクの把握が難しくなり、実効性のある統制が整備されない可能性が高い。

留意事項

プログラムは、リスク評価プロセスについて、その適用方法、実施方法、試験方法、結果の評価方法のスタンダードを定めるべきである。さらに

、リスク評価は、貴社が貴社の金融犯罪リスクに対する理解を実証するのに役立つ。リスク評価は継続的な業務であり、各商品毎にカスタマイズす

ることを考慮に入れること。

質問19 j 経済制裁 潜在的な懸念

貴社が顧客に代わりコルレス銀行を通じ送受信する取引活動は、適用される経済制裁規制を遵守しなければならない。許容されない活動がコル

レス関係を通じ流れる場合、貴社およびコルレス銀行にリスクとなる。よって継続的なスクリーニングを実施するための経済制裁リストの

策定を含む適切な管理を行う必要がある。

留意事項

プログラムは、どの経済制裁リストが適用されるか、どのデータ項目が適用されるか、レビューと承認のプロセスを明確にし、また、経済制裁に関

連する顧客と取引を行う上でのリスクアペタイトを設定すべきである。
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 k PEPスクリーニング 潜在的な懸念

PEPリスクを理解することは、ほとんどの規制体制下での要件であり、名前がスクリーニングされる適切なリストの維持を含む確立され

た効果的なPEPスクリーニングプロセスを持つことは、銀行のCDDと継続的なデューデリジェンスプロセスの重要な部分である。そのよ

うな可視性の欠如は、顧客ベースの潜在的な金融犯罪リスクの不正確な理解を意味する。詳細は以下を参照のこと。

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf

留意事項

プログラムには、PEP の定義を含め、国内および外国の PEP 定義、PEP の特定と評価のためのプロセスのスタンダード、PEP と取引を

行う上でのリスクアペタイト、承認および異例処理に対するガバナンスアプローチを含むべきである。
質問19 l 否定的報道のスクリーニン

グ
潜在的な懸念

プログラムは、貴社が否定的報道と考えるものを定義し、それを見直すアプローチを設定し、否定的報道に対するリスクアペタイトを設

定し、承認および異例処理に対するガバナンスアプローチを定めるべきである。否定的報道は、公共の情報源、または業界や法執行機関、

その他を通じ得られる可能性があり、貴社の既存顧客に対する見解に影響を与える潜在的に否定的な意味合いを持つ情報として定義され

る。

留意事項

プログラムには、否定的報道の定義、否定的報道の特定と評価のためのスタンダード、否定的報道を扱う上でのリスクアペタイトの設定、

承認および異例処理に対するガバナンスアプローチを含む、信用のおける情報源に基づく否定的報道のレビューへのアプローチを含め定め

るべきである。情報の取り扱いの際、エビデンスとして、否定的報道の特定、検証、判断について記録化することが重要である。
質問19 m 疑わしい取引報告 潜在的な懸念

銀行は一般的に、疑わしい取引を指定された管轄官庁に報告する義務を負う。これは疑わしい取引報告として知られている。金融犯罪防

止の要の統制であることから、定義された一貫性のある調査、記録、および疑わしい取引に関する報告が実装されていることが重要であ

る。関連当局に共有すると、貴社が特定した情報は、必要に応じ当局が適切な行動を取ることを可能にする。

留意事項

プログラムは、疑わしい取引報告の正確性、完全性および求められた時間軸で適時に報告を完了させることを含めた調査プロセスについて、明

確なスタンダードを定めるべきである。
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問19 n 教育と研修 潜在的な懸念

効果的な金融犯罪コンプライアンスプログラムを支えるための包括的な教育および研修プログラムが必要である。銀行の規則および手続、

適用される規制要件、金融犯罪リスクを軽減するための既存の管理、および個人的な説明責任を確実に理解するため、経営陣および職員に

対し、一般的および専門的な研修が必要である。適切に構成され実施された研修は、職員が積極的に問題を特定し、必要に応じ報告するこ

とを可能にする。

留意事項

プログラムは、重要な役割のための資格／経験、研修のカリキュラム、出席およびテスト合格の基準、出席の頻度および更新の頻度、独立した資格

要件などに関するミニマムスタンダードを含む、職員に対する教育および研修プログラムのスタンダードを定義すべきである。
質問19 o 取引モニタリング 潜在的な懸念

取引モニタリングは、潜在的な金融犯罪活動を効果的かつ一貫性のある方法で特定する、金額、頻度、パターン、その他の閾値の設定を可

能にする。この統制は、疑わしい取引が確実に特定、調査、報告されることで、ほとんどの国または地域における規制違反を防ぐことにな

る。貴社（および貴社のコルレス銀行を通じ）流れる取引の性質を理解する力は、金融犯罪コンプライアンスプログラムの重要な構成要素

である。これは通常、システム化された、またはマニュアルのプロセスの組み合わせにより実施される。

留意事項

プログラムは、適用範囲、調整と閾値の設定、アラート判定の時間軸、アラートの処理・記録のスタンダード、独立したレビュー、バック

ログ管理、リスクアペタイトなどを含む規制に即した取引モニタリングのスタンダードを定義する必要がある。
質問20 AML, CTF, Sanctions関連

業務に従事する正規従業
員数

潜在的な懸念

本質問は、規模、複雑さ、全体的なリスクを考慮して、AML、CTF、経済制裁管理体制を支えるための適切なレベルの人員を確保すること

に焦点を当てている。十分でない人員数は、組織が適切に果たすべき金融犯罪コンプライアンスの責任を放棄するリスクをもたらす可能性

がある。

留意事項

回答は、AML、CTFおよび経済制裁のため統制機能を担う第2線（第2線はコンプライアンス、オペレーション、リスクまたは法務などのリ

スク管理部門を意味する）における正社員を反映すべきである。第１線（第１線は顧客と接する対顧部門）が金融犯罪コンプライアンスの

業務を担う専任の職員を有する場合、質問24 bへの回答にこれを含めること。
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第3章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)管理体制

質問21 AML, CTF, Sanctions関連
規則は、少なくとも年に
一度、取締役会または経
営会議（または経営会議
に相当する会議）で承認
しているか。

潜在的な懸念

規則に対するシニアマネジメントの理解、認識および承認は、金融犯罪との闘いに対する上層部の深い関与（コミットメント）を示すものである。

コミットメントの欠如は、金融犯罪を防止するための統制およびリソースを不十分なものにする可能性がある。

留意事項

質問は、見直しの頻度とともに、規則が取締役会または相当する会議で承認されているか、規則に対する貴社のシニアマネジメントの監督

のレベルに焦点を当てている。
質問22 取締役会または経営会議

（または経営会議に相当
する会議）はAML, CTF, 
Sanctionsに係る定例報告
を受けているか。

潜在的な懸念

組織の上層部への定期的な報告の欠如は、組織全体で進化するリスクに焦点を当てられなくなる可能性を生む。

留意事項

プログラムの適切な監督を確実にするため、取締役会または経営会議（またはそれらに相当する会議）は、計数、主要プロジェクト、特定された問

題などの現状について定期的に報告を受ける必要がある。プログラムに対する取締役会または経営会議（またはそれらに相当する会議）の監

督が意義のあるものとなるよう、明確で、正確で、完全な報告が実施すべきである。これらの会議中に更新情報が提供される場合、監査およ

び当局に対し報告・議論・理解されたリスク、合意された対応策のエビデンスを提供するため、情報が共有されたこと、および議事録を記

録する必要がある。
質問23 AML, CTF, Sanctions関連

業務の外部委託の有無
潜在的な懸念

第三者を雇用して金融犯罪防止関連の業務を行う場合、当該第三者がその業務を正しく遂行していることを確実にするために、適切な統制を実施す

る必要がある。業務が委託されたとしても、効果的な統制を実施する責任は引続き貴社にある。

留意事項

ここでは、金融犯罪コンプライアンスプログラムの要素を担う第三者への依存を考慮する必要がある。

質問23 a 23が「有り」の場合、詳
しく記載して下さい。

留意事項

第三者を雇用する場合、プログラムは、これら第三者の業務範囲と、これら第三者の業務がどのように管理されるのかを追加的に明らかにする必要

がある。これには、報告、独立した評価、業務のレビューなどに関するスタンダードを含めるべきである。貴社は、貴社自身のリスク管理および当

局要請を充足するために、第三者が保有／維持する関連情報に適切にアクセスできるようにしなければならない。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問25 会社のABC規則及び手続
は、関連法規制に準拠し、
合理的に贈収賄・汚職を
防止、問題検出、報告す
る内容となっているか。

潜在的な懸念

ABCの要素を総体的なFCCプログラムに具体的に含めなければ、贈収賄・汚職のリスクは組織内で必要とされる関心を集めない可能性があり、適

切な緩和策を講じることなく、潜在的なリスクを引き起こす。明確で簡潔で、すべての従業員がアクセスできる規則と手続を作成すること

により、ABCプログラムの基礎を確立する。文書化された規則と手続を欠いては、利害関係者がプログラムの要項を認識しないというリスクを

生む。

留意事項

確立された効果的な規則と手続の枠組みを持つことは、贈収賄・汚職のリスクを特定、調査、管理するために必要な規制があることを、担当者に示

すことになる。
質問26 会社は、会社全体に適用

されるABCのミニマムス
タンダードを持っている
か。

潜在的な懸念

最低限のABC基準を設定する組織規模のプログラムがなければ、支店やビジネスラインが一貫性のない手順を作り出し、それに準拠してしまう

リスクがある。このため、組織全体のすべての活動が ABC プログラムに準拠していることを確認することが重要である。

留意事項

プログラムには、ガバナンスから有効性のテストに至るまで、リスク規制管理のあらゆる側面（組織内のすべての機能/部門を含む）が含まれなけ

ればならない。贈収賄・汚職のリスクは、管轄区域によって異なる場合がある。
質問27 ABCに係る経験／専門知

識を充分に備えた責任者
を任命しているか。

潜在的な懸念

プログラムが効果的に適用されるためには、プログラムを監督し、管理するための専任かつ適切な熟練した職員が不可欠である。適切な専門知識

なくしては、贈収賄・汚職のリスクの性質、また軽減方法を理解しないという危険性がある。

留意事項

ABCプログラムを取り纏めるのに充分なABCの専門知識、自主性、および権限を持つオフィサーを任命することで、プログラムが効果的に管理さ

れることを保証し、ABCコンプライアンスがあなたの組織によって真剣に取られているということを利害関係者に示す強いメッセージとな

る。すべての組織において、任命されたオフィサーが贈収賄・汚職管理のみを担当する必要があるわけではない。そのような決定を下すた

めには、組織の要項と複雑さを見極める必要がある。場合によっては、MLROがABCオフィサーを兼任することもある。
質問28 会社はABCに係る陣容を

適切に整えているか。
潜在的な懸念

相応なスタッフや必要なABCの専門知識を欠くABCプログラムは、プログラムが効果的に機能しないリスクを生み出す。コンプライアンス機能が相

応にABCの職責を果たせるよう、充分なリソースが必要である。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問29 ABCの管理体制は以下に
適用されるか。

質問29 a ジョイントベンチャー 潜在的な懸念

合弁事業活動は、合弁事業に支配的所有者利益、またはその他の種類の支配(取締役会での支配的議席または事業上の決定に対する最終的

な権限)を有する際、合弁パートナーが関与する贈収賄や汚職に関し責任を生み出す可能性がある。ABCプログラムを合弁事業に適用可能

にすることで、リスクの軽減に繋がる。
質問29 b 外部委託している第三者 潜在的な懸念

29 a と同様に、組織は組織に代わって行動する第三者が贈収賄や汚職に関与した場合を含め、組織に代わって行動する第三者の行為に対し

て責任を負う。
質問30 会社は以下の内容を含む、

グローバルに適用される
ABC規則を持っているか。

潜在的な懸念

WolfsbergグループABCプログラムガイダンスの詳細については、以下のリンクを参照のこと。https://www.wolfsberg-

principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/3.%20Wolfsberg-Group-ABC-Guidance-June-2017.pdf. 
質問30 a 贈収賄の禁止。直接また

は間接的に、行動に影響
を与えたり、利益を得た
りすることを不適切に意
図した、あらゆる形態の
約束、勧誘、金銭その他
の利益の提供、または受
領が含まれる。

留意事項

質問25と同様、これがABCプログラムの基礎である。「約束」とは、賄賂の約束に基づいて行動することではなく、約束をするという行為を

指す。「提供」とは、受領されるかに関わらず、賄賂を提供する行為を指す。「供与」とは、要求されたかに関わらず、賄賂を供与する行

為を指す。「要求」とは、受領するかに関わらず、賄賂を要求する行為を指す。「受領」とは、賄賂を保有する行為を指す。「直接または

間接的に」とは、賄賂を送るまたは受け取る人が、賄賂の行為の直接の受取人ではなく、その受益者である状況を指す。

質問30 b 公務員に対する際の、よ
り厳しい要件

潜在的な懸念

公務員は官公庁や部署の従業員である。彼らは上級権力を持たないので、彼らはPEPs (重要な公的地位を有する者)ではない。しかし、公

務員とのやり取りが贈収賄や汚職の機会を作り出した事例は数多くある。そのような行為は、1977年の米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)お

よび2010年の英国贈収賄法(「UKBA」)など、適用される汚職防止法の下で組織に重大な責任を負わせる可能性がある。ABCプログラムの一環とし

て、公務員との交流に関する手続を確立することにより、このリスクを軽減することに役立つ。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問30 c 虚偽申告の禁止等 潜在的な懸念

米国海外腐敗行為防止法(FCPA)は、関連組織に正確な帳簿と記録を保管することを必要としている。すべての事業活動が帳簿および記録に正確

に記録されていない場合は、責任を負う可能性がある。

潜在的な懸念

FCPAは組織の管轄区法域には適用されないかもしれないが、帳簿や記録の改ざんを正式に禁止することは、組織がそのような行為を容認しないと

いうメッセージを組織の利害関係者に示す。同様の法律は、世界中の様々な管轄区法域で適用されることがある為、いずれにせよ組織の担当者が

そのような規制を遵守する必要がある可能性は高いと考えておくこと。
質問31 会社はABCの管理体制の

有効性を検証しているか。
潜在的な懸念

独立した監査レビューを含むABCプログラムの有効性を監視するための管理が実施されていないと、プログラムが意図したとおりに機能し

ないリスクに直面し、贈収賄や汚職が検出されない可能性がある。また、ABCプログラムのトレーニング、贈答品や接待の承認、採用、第三者委

任、その他の構成要素の記録も指す。
質問32 取締役会または経営会議

（または経営会議に相当
する会議）はABCに係る
定例報告を受けているか。

潜在的な懸念

取締役会および上級管理職をサポートするための継続的、正確かつ明確な経営情報がないと、既存のリスク、他の重要な情報の中での管理

を認識し、組織が贈収賄・汚職の監督に関連して効果的に責務を果たすことができない可能性がある。

留意事項

取締役会および上級管理職委員会のためのABC事項に関する定期的な管理情報は、組織のトップから組織全体へ強い倫理的トーンを確立す

るために不可欠である。組織の全体的な管理を担当する各々が贈収賄・汚職の問題に関心を持ち、そのような問題を優先事項として扱って

いることを利害関係者に示す。
質問33 会社は、会社全体のABC

に関するリスクアセスメ
ントを実施しているか。

潜在的な懸念

リスク査定は、既存のリスク、統制、ずれを査定、文書化、分析し、正確な見解を設けた上で、上級管理職と共有する機会である。このよ

うな見解がなければ、リスクを理解するのが難しい立場になり、効果的な規制を持たない可能性が高くなる。

留意事項

プログラムは、リスク査定の手順、それがどのように適用され、実行され、試されるかの基準、また結果の内含を定めるべきである。さら

に、リスク査定は、リスクに対する組織の理解を示すのに役立つ。リスク査定は継続的なエクササイズであり、個々の項目ごとにカスタマ

イズする必要があることを考慮してください。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問33 a 33が「はい」の場合、実
施頻度

質問34 会社は、ABCの残存リス
クを評価しているか。

留意事項

(1) ABC 規制の有効性、また(2) 支店やビジネスラインが直面する内在の贈収賄・汚職リスクに基づくリスク格付けを発展することで、最

もリスクの高い領域を特定し、それらの最もリスクの高い領域に対処するための ABC プログラムリソースを配備することができます。
質問35 会社全体のABCに関する

リスクアセスメントは以
下の固有リスクを検証し
ているか。

質問35 a 仲介業者・ベンダーとの
関係において生まれうる
潜在的な責任

留意事項

質問29 b に記載されているように、組織は、組織に代わって行動する第三者の行為に責任を負います。従って、第三者の使用に関するリス

ク査定により、ABCプログラムがこれらの第三者のリスクをどの程度軽減できているかを評価することができます。
質問35 b 汚職リスクの高い国や業

種との直接または間接の
ビジネス

潜在的な懸念

特定の国や産業においては、贈収賄や汚職のリスクが高まります。リスク査定に事業を行う国や業界を考慮することで、ABCプログラムのリ

ソースをより効果的に展開し、贈収賄や汚職のリスクを軽減することができます。
質問35 c 公務員や国有企業が関係

する取引、商品または
サービス

潜在的な懸念

質問30 bに記載されているように、公務員とのやり取りは、関連する腐敗防止法の下で組織に重大な責任リスクをもたらします。また、国

有または公営団体とのやり取りにも同じリスクが存在します。ABC プログラムが公務員、国有または公営団体が関与する贈収賄や汚職のリ

スクを軽減できるよう、リスク査定がこれらの種類の交流を考慮することが重要です。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問35 d 贈答接待、雇用/インター
ンシップ、寄付金、政治
献金に伴う汚職リスク

潜在的な懸念

贈答、接待、雇用、慈善的な寄付や政治献金などの活動は、行動に影響を与えたり、有利になるように行うことができる。そうすることは、贈収賄や汚

職の責任に直面するリスクを生み出す。従って、ABCプログラムが活動を効果的にモニタリングすることを確実にするために、リスク査定は組織に渡

るこのような活動を評価すべきである。
質問35 e 汚職のリスクを著しく増

大させるビジネスの変化
留意事項

事業活動の変化は、政府機関との新しい投資ベンチャーなど、以前に査定されなかった贈収賄や汚職リスクを加える可能性があります。リ

スク査定には、そのようなリスクを適時に捉えて考慮するために必要なツールが不可欠です。
質問36 ABC規則及び手続は、監

査対象か。
潜在的な懸念

内部監査またはABCの専門知識を持つ独立した第三者が組織のABCプログラムを評価することによって、プログラムが独立した組織によっ

てレビューされるということを確実にします。これにより、プログラムの有効性を客観的に評価することができる。そうしないと、プログラムの

有効性に偏った見解を持つ利害関係者によってプログラムの評価が行われるリスクが生じます。
質問37 ABC研修は以下のメン

バーに実施されているか。
質問37 a 取締役会及び経営会議 潜在的な懸念

取締役会および上級管理職による後援や優先順位付けがなければ、贈収賄や汚職のリスクを適切な規制下で管理することはできません。

留意事項

組織の取締役会と上級管理職に合わせたABC研修は、管理陣が贈収賄や汚職リスク、また各自の責任を理解するスキルと能力を強化し、

ABC規制への継続的な焦点を確実にします。
質問37 b 第一線（対顧部門） 留意事項

第一線従業員を対象としたABCの研修は、これらの従業員が、関連する行為に直接目に触れ、贈収賄や汚職の可能性を特定し、防止するのに最適

な立場にいる為、贈収賄や汚職のリスクを軽減するものである。ABCの義務研修を提供することで、これらの従業員がこれらの問題に確実に適応で

きるようにします。
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第4章 贈収賄・汚職防止(ABC)

質問37 c 第二線（リスク管理部
門）

留意事項

第二線の従業員は、贈収賄や汚職の可能性に直接目に触れることはないが、通常、疑わしい行動パターンを特定する責任がある。したがっ

て、これらの従業員に適切なABC研修を提供し、不適切な行為の可能性を特定して報告する能力を確保することで、贈収賄や汚職のリスク

を軽減することができます。
質問37日 第三線（監査部門） 留意事項

第三線は、監査および独立した査定ユニットを指します。質問37cに従って、適切なABC研修を提供し、従業員が潜在的な不適切な行為を

特定し、報告する能力を確実にすることによって、贈収賄や汚職のリスクを軽減することができます。
質問37 e ABC関連業務を外部委託

している第三者
潜在的な懸念

組織のABC活動に責任を負う第三者は、ABCの義務研修を受ける必要があります。これを怠ると、第三者が組織のABCプログラムに精通しておらず、

プログラムの要件に従わないというリスクが生じます。
質問37 f 請負業者／コンサルタン

ト等社員ではない労働者
留意事項

組織のABC活動に責任を負う第三者は、ABCの義務研修を受ける必要があります。これを怠ると、第三者が組織のABCプログラムに精通し

ておらず、プログラムの要件に従わないというリスクが生じます。
質問38 特定の役割、責任、活動

に特化したABC研修は実
施しているか。

潜在的な懸念

特定の役割・職務・役職に合わせて設計された対象研修は、従業員が日常業務における ABC に関連する責任を理解し、リスクを軽減するの

に役立ちます。

留意事項

質問37a～37fで記載されているように、さまざまな利害関係者が ABC プログラムに関して異なる役割を担っています。したがって、各利害関

係者に対して、プログラムに関連する役割と責任に対処するための的を絞った研修を提供することが重要です。
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第5章 規則及び手続

質問40 規則及び手続は、40a~cの
関連法規制に準拠し、合
理的にそれらを防止、問
題検出、報告する手続と
なっているか。

潜在的な懸念

文書化された規則や手続がない場合、法令要件を遵守していなかったり、統制の実施が一貫性を欠いたりする可能性があり、違法行為者があなたを

マネー・ローンダリングに悪用する機会が生じる。これには、金融犯罪に関連した活動を貴社を通して実施されることも含む。

質問41 40の規則及び手続の改定
頻度は、少なくとも1年に
1度となっているか。

潜在的な懸念

定期的に更新される方針および手続は現行の規制要件とのギャップを回避し、金融犯罪のコントロールに焦点を当てることができる。

留意事項

良いガバナンスには、規制要件、規則、手続を業界のベスト・プラクティスと照らし合わせ、定期的に評価することが必要である。貴社の事業のすべ

ての支店および部署が、方針および手続を定期的に更新するプロセスを整えていることが不可欠である。
質問42 40の規則及び手続は以下

と平仄確認を取っている
か。

留意事項

貴社が主要な金融市場の規制に拘束されていない場合、おそらくコルレス銀行は、彼らの市場の通貨で取引を行うでしょう。ギャップ分析を行

い、変えるべき場所を理解し、価値のある要素を決定することができる。
質問42 a 米国基準 潜在的な懸念

貴社が米国基準の遵守を要求されない場合でも、US$のコルレス銀行は米国基準に準拠しており、プロセスの一部または全部を米国基準に整合

させることで、貴社の米国決済システムへのアクセスを容易にすることができる。

留意事項

米国基準に沿っていない場合は、そのギャップがもたらすリスクを評価することを検討することが適切である。また、米ドル以外のコルレス銀行

は、米国の基準をベンチマークとして注意を払っている。
質問42 a1 42aが「はい」の場合、記

録化されているか。
留意事項

ギャップ分析が実施されている場合、その証拠書類を保持することが重要である。
質問42 b EU基準 留意事項

質問42aと同様、貴社が欧州基準の遵守を要求されない場合でも、EURのコルレス銀行はEU基準に準拠しており、EU基準に沿った一部またはす

べてのプロセスを行うことで、EUの決済システムへのアクセスを容易にすることができる。
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第5章 規則及び手続

質問43 40の規則及び手続は以下
の内容を含むか。

質問43 a 匿名口座及び架空名義口
座の開設／保持の禁止

潜在的な懸念

匿名や架空の名義人のアカウントを保持することは、所有者/コントローラへ不透明さをもたらし、違法行為者によるアカウントの悪用につながる可

能性がある。また、このようなことが行なわれた場合、効果的な経済制裁や顧客スクリーニングをすることができない。
質問43 b 無免許銀行、または規制

されていない金融サービ
ス事業者の口座開設の禁
止

潜在的な懸念

免許を持たない銀行や銀行以外の金融機関（ノンバンク・ファイナンシャル・インスティテューションズ、NBFI)の口座を維持することは、規制上の監督

や審査から監視さていないため、さらなるリスクに繋がる可能性がある。

留意事項

注 - 上記のリスクは、免許が必要であるが銀行/NBFIが保有していない場合にのみ適用される。
質問43 c 無免許銀行に銀行サービ

スを提供する顧客との取
引禁止

潜在的な懸念

免許を持たない銀行とやり取りのある顧客と関係を維持することは、コルレス銀行とその他の銀行の双方の審査が適切にされておらず、規制当

局の監督および審査の対象となっていないため、新たなるリスクに繋がる可能性がある。
質問43 d シェルバンクとの口座提

供／取引の禁止
潜在的な懸念

シェル銀行は、物理的に存在しないため、規制当局による監視がなく金融犯罪を助長するために利用されていることが判明している。多くの法域では

、これらの種類の事業体との取引を禁止している。詳細に関してはFATF勧告13を参照。

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
質問43 e シェルバンクに銀行サー

ビスを提供する顧客との
取引禁止

潜在的な懸念

シェルバンクと直接的な関係がなくても、シェルバンクにサービスを提供する顧客がいれば、金融犯罪のリスクにさらされることになる。
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第5章 規則及び手続

質問43 f 米国愛国者法311条指定先
に対する口座開設／保持
の禁止

潜在的な懸念

米国愛国者法第311条は、米国金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、外国の管轄権、外国の金融機関、国際取引の種類、または主要なマネーロン

ダリングの懸念のある口座に対して、特定の特別措置を講じることを認めている。これらのルールの対象となるコルレス銀行は指定銀行との取引継

続に伴うリスクを理解し、コルレス銀行で維持されている口座を通じて行われる取引のリスクを軽減するよう銀行に回答を要求する。

留意事項

この統制について、またこれらの要件の遵守を保証する方法について、コルレス銀行と話し合う事を検討すべきである。また、支払いに上記のよ

うな顧客・コルレス銀行が存在するかどうか、独自のスクリーニングを使って検討する必要がある。
質問43 g 無免許／無監督の資金移

動業者、為替交換所に対
する口座開設／保持の禁
止

潜在的な懸念

認可されていない送金者や交換所の口座を維持することは、これらの事業体が規制上の監視や審査の対象とならないため、さらなるリスクにつながる

可能性がある。

留意事項

銀行がそのような事業体との関係を有している場合には、(通常、免許/規制が必要とされる場合に) その口座の動きに関しどのような対応をする

かを検討すべき。

質問43 h PEP（PEPの家族及び側近
者を含む）のリスク評価

潜在的な懸念

政治的に露出された人々(PEP)、関連する家族、および社員の潜在的なリスクを理解し評価しなければ、汚職に関連するものを含め、不正な資金の移

動に金融機関がさらされる可能性がある。
質問43 i 金融犯罪リスク関連事象

に係るエスカレーション
プロセス

潜在的な懸念

明確なエスカレーションプロセスがないと、潜在的な疑わしい活動の調査と報告に失敗する可能性がある。

質問43 j 金融犯罪リスクに起因す
る既存顧客との関係解消
（取引解約）方針

潜在的な懸念

金融犯罪の懸念がある顧客に関して、関係を終了させる明確なプロセスがないと、潜在的な犯罪活動が組織内を流れ続ける可能性がある。
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第5章 規則及び手続

質問43 k 検知された疑わしい取引
に係る調査及び報告体制

潜在的な懸念

従業員が疑わしい活動の可能性を特定し、エスカレーションするための明確なプロセスがないと、金融犯罪の潜在的可能性を報告することができなく

なる。これには、経営陣の監視の欠如、一貫したプロセス、不正行為を行う従業員が含まれる。

留意事項

エスカレーションおよび報告プロセスの後に何が起こるかを検討する。例えば、顧客/活動によってもたらされる進行中のリスクにどのように対処する

か。
質問43 l Sanctions, PEP, 否定的報道

に関するスクリーニング
プロセス

潜在的な懸念

PEPを適切に特定し、経済制裁やネガティブニュースをスクリーニングしなければ、適切な評価、モニタリング、またリスクを軽減することがで

きず、貴社にリスクをもたらす可能性がある。

質問43 m 社内で定める要注意先リ
ストの見直し方法

潜在的な懸念

以前に撤退した顧客および内部で特定された要注意先顧客や事業体が、再び銀行に口座を開いたり、銀行と関係を結ばないようにするための方

法を維持しないと、金融犯罪リスクの高い取引の処理につながる可能性があり、金融犯罪プログラムの有効性に関する懸念が生じる。
質問44 会社はAML, CTF, Sanctions

のリスク許容度を定めて
いるか。

潜在的な懸念

銀行のリスク選好度/リスク許容度を定義しないと、統制によっては軽減できない又は、許容できないレベルのリスクが受け入れられる可

能性がある。 リスク選好度/リスク許容度は、受け入れるビジネスと受け入れないビジネスを定義および測定する方法。
質問45 会社は法規制に即した記

録保存期限を手続に定め
ているか。

潜在的な懸念

記録の管理手順が定められていないと、適用される法律に違反するリスクが生じる可能性がある。最低限の記録保持要件は、各国の規制によって定

義されることがあり、FATF勧告11によっても指導されている。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問47 会社全体のAML, CTFに関

するリスクアセスメント
は以下の固有リスクを検
証しているか。

潜在的な懸念

Wolfsberg Groupはリスク評価(EWRA)に関するFAQを公表しており、このウェブサイトは、プロセスとEWRAの内容をを理解するのにとても便利なサ

イトである。

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf
質問47 a 顧客 潜在的な懸念

リスクを効果的に軽減するためには、顧客をリスクと業種に分けて割合を把握しておく必要がある。

留意事項

顧客基盤の全体的なリスクは何か。顧客のリスク度（高、中、低）の割合を把握し、そのリスクを軽減するための管理策を考える。また、リスクの

高い業種やPEP顧客の割合も把握する。この種の情報は、組織の現在のリスクエクスポージャーがどのようなリスクにさらされているかを

管理者が評価するのに役立つ。
質問47 b 商品 潜在的な懸念

製品のリスクとそれを利用する顧客の数を把握し、顧客に対して適切なリスク管理が実施されているかを把握して置く必要がある。

留意事項

製品によってリスクが異なる。商品に関するリスクを把握しアセスメントをしておくべきである。

例：T & C、早期引渡し、第三者からの支払い、クロスボーダーの性質、仲介業者からの売買。リスクが高い製品の割合はどのくらいか?
質問47 c 経路 潜在的な懸念

マネロンを関し軽減するために顧客が利用する商品の経路を把握し、犯すかもしれない金融犯罪の脆弱性を認識していなければならない。

例：直接対面 V.S オンライン上での対面、第三者がもたらすリスクなど。

留意事項

顧客とのやりとりの仕方に伴うリスクを考えること。どの経路がより高いリスクにさらされているかを評価し、そのような経路が利用されている割

合を判断して、適切な管理を行う。顧客とのやり取りはいろいろな方法（例：対面、FAX,郵送、インターネットバンキング、SWIFT、メイ

ンフレームリンク）があるが、どの方法もそれぞれのリスクも伴うことを理解しておくべきである。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問47 d 地理的リスク 潜在的な懸念

地理的リスクの管理により贈収賄、マネーロンダリング、詐欺の可能性が高い国々からの顧客の利用率、またはリスクの高い国々へ/からの送金の

割合に関する情報が得られる
留意事項

リスクコントロールが適切に設計および実装されていることを確認する為に、何パーセントのトランザクションが高いリスクの地域に関係

するかを認識すべき。
質問48 会社全体のAML, CTFに関

するリスクアセスメント
は、以下の各統制の有効
性を検証しているか。

潜在的な懸念

有効性を判断するために評価されていない内部統制は、組織が発展しても進化せず、EWRAによって特定された全体的なリスクを差し引き

しない。

留意事項

リスクコントロールとは、マネーロンダリングやテロ資金調達のリスクの顕在化から守り、迅速な特定を確実にするために実施するプログ

ラム、ポリシー、または活動です。各リスクコントロールは、全体的な設計と運用の有効性について評価する必要がある。リスクコント

ロールは、アクティビティを管理する規制へのコンプライアンスを維持するためにも使用される。
質問48 a 取引モニタリング 潜在的な懸念

取引のモニタリングは、顧客リスク、商品リスク、経路、地理的リスクの軽減に役立つ。しかし、取引モニタリングの枠組み、ポリシー、手順、

テスティング、情報処理等の効果的な取引のフレームワークがないと、規制違反や金融犯罪を増加させ、犯罪を識別することができず、報

告することができない。

留意事項

管轄の組織の中でどの取引モニタリングが、顧客、製品、顧客セグメント、地理に適用されるかを把握し、それが既存のリスクに対してどれ

だけ適しているかを評価する。現在のルールとシナリオは顧客に適しているかどうかを検討。現在の取引モニタリングに何かしらのギャッ

プが生じているのであれば、戦術的なモニタリングが必要か枠組みを通して検討する。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問48 b 顧客デューデリジェンス

(CDD)
潜在的な懸念

有効なCDDによって顧客をより知ることができ、正確なリスク格付けや銀行との取引の目的を理解することができる。

CDDは経済制裁、資金源、否定的報道、PEP判定、リスクベースによりCDD情報のアップデート規定を含むように作成されるべきである。

経済制裁の露出、犯罪組織又はPEPからの資金源を認識できない場合、法的規則を満たせないだけでなく、固有のリスクに対して有効的な

リスク管理が行われていないことになりうる。

留意事項

顧客のCDDの有効性と要件を検討する。例えば、適用の早さ、、更新頻度、リスクベースか、顧客リスクをどの程度、効果的に軽減するかなどであ

る。CDDは、顧客の状況が大きく異なるため、複雑になっている。、従業員が顧客のイレギュラーな状況を対処する為に明確なガイダンス

を用意し、ツール、実行する手順、特定および検討したリスクの決定の堅牢な文書化プロセスを確実にし、組織が顧客基盤を十分に理解で

きるようにする。
質問48 c PEP判定 潜在的な懸念

PEPが確実に特定されていることにより、適切なリスクレーティングとデューデリジェンス対策を実施し、金融犯罪のリスクを軽減します。

留意事項

48ｂの通り、PEPを特定する方法の有効性、顧客がどのように定期的にモニター、スクリーニングされ、KYCプロファイルが更新されているかを検討

すべき。
質問48 d 取引のスクリーニング 潜在的な懸念

取引のスクリーニングは、制裁規則の下でトランザクションが許可されるかどうかを決定するために、制裁対象の当事者または管轄区域の存

在を識別するために、支払いおよびその他のトランザクションをスクリーニングするプロセスを指す。

留意事項

取引スクリーニングは、経済制裁の違反を軽減しているか? どの顧客が経済制裁の危険を出力しているかを把握しているか？経済制裁スク

リーニングの結果をCDD / KYCプロセスにリンクさせ、顧客から提供された資料をリンクさせ顧客が提示するリスクの全体像を構築してい

るか。管轄区域の制裁要件を使用して、コルレス先に流れるトランザクションをスクリーニングすることを検討しているか。例：USDの送

金をOFACのリストに反らずにスクリーニングしているのであればUSDコレスポンデント銀行は、その送金をブロックしたり拒否する。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問48 e 否定的報道に対する顧客

スクリーニング
潜在的な懸念

顧客の否定的報道は銀行にリスクをもたらし、顧客の評価やデューデリジェンスの結果をも左右する。

留意事項

どのぐらいの頻度で顧客は、メディアやネガティブニュースに対してのスクリーニングをしているか。どのニュースを元にしているのか。否定的

報道をスクリーニングする際に、どのような資料で構成されたかや、どのようにプロセスされたかを確定する手順はあるか？コルレス銀行

からの否定的報道質問の際に返答する手順は存在するか。
質問48 f 教育と研修 潜在的な懸念

研修は金融犯罪防止プログラムの重要な要素。有効的な研修なしでは、ファーストライン(FLoD)は銀行犯罪を見分けることができず、セカ

ンドライン（SLoD)は必要な知識を得られない。研修無しでは管理職は、その責任を果たし、主要な統制に優先順位を付ける事ができない。

教育・研修によって、管理職および従業員は、市場慣行および業界における規制上の罰金から得られた教訓を確実に最新の状態に保つことができ

る。

留意事項

提供されたトレーニングの量、質、頻度の修了率と成功率が文書化されているかどうか。また、研修の教材が有用かつ関連性のあるものであり続ける

ために、研修の教材がどの程度の頻度で更新されるか。例や実例と使ってそれぞれの分野に特化した実践的な研修を行う。スクリーニングを

する部署やビジネス部署は、ほかの部署以上に研修を頻繁に行う必要がある。
質問48 g ガバナンス 潜在的な懸念

FCリスクの管理にはガバナンスが不可欠であり、リスク管理に対する必要な知識が共有され、適切に管理され、必要に応じて変更が実施さ

れるべき。

留意事項

ガバナンスとは、管理者がその責任を効果的に果たすのに役立つ、文書化された定期的かつ対象を絞ったツールのセットを意味する。

その中には会議、決定、議論、エスカレーションに関する文書化された証拠を組み込んでいなければならない。コントロールフレームワークの全ての

段階が文書化されていない限り、それらは証拠とすることができず、審査員及び規制当局によってフレームワークが存在しないとみなされる可能性

がある。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問48 h 経営情報 潜在的な懸念

情報管理は効果的なガバナンス、監視とクオリティーアシュランスのプロセルとして使われる。適切な経営情報が欠けている場合、(例え

ば、間違った情報源、矛盾したデータ、低いパフォーマンスのコントロール)、組織を金融犯罪防止プログラムのリスクまたは失敗を特定する

のに効果的でない位置に置く可能性がある。

留意事項

現在の金融犯罪規制に関する情報管理の質と、それがどのぐらい効果的かを考えるべき。銀行には金融犯罪に関したいくつかの情報管理が

存在する。たとえば日常的なタスク、間違いやエラーを助けるためのもの。又は、シニアマネージメント用に特化した金融犯罪に関して

細かく記載された概要などが存在する。
質問49 会社全体のAML, CTFに関す

るリスクアセスメントは1年
以内に実施されたか。

潜在的な懸念

定期的に更新されるリスクアセスメントは、エクスポージャーの変化、既存のリスク管理、リスクを効果的に管理する上での課題を追跡し、強調する

ツールとして利用される。定期的なリスクアセスメントの更新がなければ、マネージメントの承認なしにリスク管理の情報が変更されてい

る可能性もある。

留意事項

所見とリスク軽減プログラムの妥当性を維持するために、リスク評価の適切な頻度を決定すべきである。リスクアセスメントが毎年実施されていない

場合は、その理由を説明すべきである。
質問50 会社全体のSanctionsに関す

るリスクアセスメントは以下
の固有リスクを検証している
か。

質問50 a 顧客 潜在的な懸念

制裁リストに記載された顧客、本籍又は制裁対象国のいずれかに関連するリスクは、これらの顧客を特定し、監視し、報告する(一定の状況下で)

ことが要求される。現在のリスクを理解するためには、そのようなコントロールが効果的であることを確認することが不可欠である。

留意事項

顧客とトランザクションを通したサンクションのリスクは何か？トランザクションが禁止された国やコルレス銀行と取引を行う顧客がい

る場合、どう対処するか。経済制裁に関連している顧客を受け入れる許容範囲を定めているか。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問50 b 商品 潜在的な懸念

一部の製品(特に第三者を含む製品)は、コントロールが目的に合致しない場合には、追加の制裁リスクにさらされる可能性がある。

留意事項

すべての製品の情報の流れを考慮し、すべての関連データが確実にスクリーニングのために収集されていることを確認する。第三者(あなたが契約

したものとあなたの取引先が契約したものの両方)の関与の範囲と性質を理解する。
質問50 c 顧客セグメント 潜在的な懸念

リスクを監視し軽減するためには、顧客が利用する特定の経路がもたらす制裁の脆弱性を認識していなければならない。例えば、顧客は、スクリーニ

ングシステムによる制裁の関連性の特定を回避するために、照会先または住所を修正することができるのか。

留意事項

顧客の商流と、制裁措置のエクスポージャーに関連するそれぞれのリスク管理を検討する。
質問50 d 地理的リスク 潜在的な懸念

制裁の危険性は、顧客とその取引先の場所によって作成される。契約の段階で特定された管轄区域は、制裁の可能性を特定するために極め

て重要である。
留意事項

サプライヤなどの第三者取引を含む隅々に渡るリスク管理の検討。また、どの地域が関与しているかを十分に理解するための透明性があるか。
質問51 会社全体のSanctionsに関

するリスクアセスメント
は、以下の各統制の有効
性を検証しているか。

潜在的な懸念

内部統制の有効性を検証しない場合、組織が発展するにつれて、内部統制が固定的になり、組織全体のリスクアセスメントによって特定された

固有のリスクを効果的に相殺しないことになる。

留意事項

統制とは、制裁リスクを軽減し、潜在的リスクを確実に迅速に特定するために、貴社が実施したプログラム、方針または活動のことである。各統制は、

全体的な設計と運用の有効性について評価されるべきである。また、統制は、貴社の活動を管理する規則の遵守を維持するためにも使用される。
質問51 a 顧客デューデリジェンス

(CDD)
潜在的な懸念

質問50aで指摘されているように、Custumer Due Diligenceプロセスの間に顧客の最終的評価に影響を与える制裁措置やどのようにリスクコント

ロールが適用されているかを特定され管理されるべきである。このようなリスクコントロールは、有効性を評価するために測定され、必要に応じて修

正/強化されなければならない。
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問51 b 取引のスクリーニング 潜在的な懸念

トランザクションスクリーニングとは、制裁措置関連に対する支払いをスクリーニングする行為を指す。リスク管理の決如は送金、経済対

象の個人や企業との取引を行うリスクをもたらす。このような事が起こった場合、規制違反の可能性がある。

留意事項

現在のリスク管理は、制裁対象の個人または国に送金するリスクを効果的に軽減することができるか。支払いが流れるすべてのシステムと
アラートを効果的にスクリーニングおよび処理する組織の能力があるか。最後に、顧客スクリーニングプロセス中にヒットがあった場合、
支払いを停止するためのコントロールについて検討されているか。

質問51 c 顧客スクリーニング 潜在的な懸念

実際に制裁対象または制裁対象の可能性のある顧客または関係者（所有者および取締役）を特定するには、効果的な名前スクリーニングプ

ロセスが必要。それらの名前が識別され、誤検出または実際の一致であると判断されるのが早ければ早いほど、それらがもたらすリスクに

迅速に対処できる。

留意事項

顧客、関連する第三者、ベンダー、従業員をいつ、どのくらいの頻度でスクリーニングするかを検討しておくべき。

スクリーニングに使用されるリストを更新する頻度、誤検出の量を考慮して、エスカレーション、調査、および報告プロセスのシステムの

有効性のを計ることができる。
質問51 d 教育と研修 潜在的な懸念

研修はFCCプログラムの重要な要素である。効果的な研修が実施されなければ、第１の防衛線は金融犯罪リスクを効率的に特定できず、第2の防衛
線はモニタリングに必要な知識を持つことができず、またシニアマネジメントは、責任を果たし、主要な統制に優先順位をつけることが難しくな
る。教育はまた、定期的な規制の更新や、業界の罰金から得た教訓を提供し、FCCのテーマを組織の優先課題の最前線に据えているため、管理の重
要な要素でもある。
留意事項

提供されたトレーニングの量、質、頻度、および修了率と成功率が文書化されているかどうかを検討する。また、トレーニング教材が有用かつ関連性
のあるものであり続けるために、トレーニング教材がどの程度の頻度で更新されるかを考慮する。
対象を絞った研修、主要な役割に焦点を当てた研修、実践的な事例の活用、事例研究は、効果的な研修の重要な一部である
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第6章 マネロン対策(AML)／テロ資金供与防止(CTF)・経済制裁(Sanctions)
リスクアセスメント
質問51 e ガバナンス 潜在的な懸念

ガバナンスとは、経営陣がその責任を効果的に果たすのを助けるための、文書化され、定期的かつ目標を定めた一連のツールを意味する。これには

、とりわけ、会議、電子メール、プレゼンテーション、エスカレーション・パス、「委任事項」を通じて定義された役割と責任が含まれるが、これらに限定さ

れない。ガバナンスはFCリスクの管理に不可欠であり、必要なリスクの理解を共有し、適切に管理し、必要に応じて変更を実施する。
留意事項

金融犯罪に対する統制に関して適切なガバナンスが整備されていることを確実にするだけでなく、会議、決定、議論、報告に関し文書化するされた証

拠を組み込んでいなければならない。統制の枠組みのすべての主要な段階が文書化されていない限り、それらは証拠とすることができず、審

査員および規制当局によって存在しない又は統制が弱いとみなされる可能性がある。
質問51 f 経営情報 潜在的な懸念

経営情報(MI)は、効果的なガバナンス、監督および品質保証プロセスの一部として活用されている。 (間違ったデータソース、同じ情報を比較するため

に利用される異なるパラメータ、日付の不一致など) 適切かつ正確なMI が無い場合、貴社の組織は金融犯罪コンプライアンスプログラムの抱える

リスクや失敗を特定するのに効果的でない立場に置かれる可能性がある。

留意事項
金融犯罪に対する統制に関して作成したMIの品質と、それが組織にとってどの程度有効であるかを考慮すること。銀行は金融犯罪コンプライアン
スに係わる異なる種類のMIを作成している。日常業務に焦点を当て、既存の統制のエラー/ギャップを特定するのに役立つ場合もある。

質問52 会社全体のSanctionsに関
するリスクアセスメント
は1年以内に実施されたか。

潜在的な懸念

定期的に更新されるリスクアセスメントは、エクスポージャーの変化、既存の統制、リスクを効果的に管理する上での課題を追跡し、強調するツールと

して役立つ。定期的な更新がない場合、適切な経営陣の監督が無いまま、根底にあるリスクが変化する可能性がある。

留意事項

所見とリスク軽減プログラムの妥当性を維持するために、リスクアセスメントの適切な頻度を決定すべきである。その他は、特に上級管理職向けに

開発され、経営陣がエンドツーエンドの金融犯罪コンプライアンスプログラムの概要を把握するのに役立つ。
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質問54 顧客の本人確認を実施し
ているか。

潜在的な懸念

顧客の本人確認を怠ると、違法行為者、または違法行為者から利益を受ける個人または会社との取引を行うことになってしまう可能性がある。

留意事項

本人確認の検証の程度は、通常、規制要件、顧客のリスク評価、またどの検証方法が可能かなどの要素により異なる。異なるアプローチが考えら

れるが、検証レベルの根拠について一貫した文書化が必要である。差異が適用された場合、コントロールを緩和するために取った/実施した追加のス

テップを文書化しなければならない。
質問55 手続に、顧客デューデリ

ジェンスはいつまでに完
了すべきか記載されてい
るか。例）取引開始迄に、
30日以内等

潜在的な懸念

デュー・ディリジェンスが適時に実施されることを確実にするためのコントロールが欠如していると、不正行為者であるか、または不正行為者から利益

を得る個人または事業体との取引を行うリスクにさらされることになる。コルレス銀行にとり、貴社が取引活動の入り口となるため、貴社のプロ

セスにギャップがある場合、コルレス銀行が高いリスクにさらされることになる。

留意事項

貴社の顧客デューデリジェンス手続にある内容だけでなく、必要に応じ、貴社と取引関係を築くにあたり、コルレス銀行がCDD完了(承認)まで

に許容される期間などについて、例外も考慮のこと。既存のCDDファイルのうち、期限を過ぎたものについて、リスクを考慮すること。期限

を大幅に超過したCDDファイルは金融犯罪プログラムにおいて相当なリスクとなりうる。最新の情報が適切なモニタリングのレベルを決定

するための必要な危険信号を提供するものだからである。
質問56 顧客デューデリジェンス

で収集する情報を以下選
択して下さい。

潜在的な懸念

顧客について、その事業活動、想定された活動に対する実際の取引活動などを理解するための十分な情報収集を怠ると、貴社と貴社のコルレス

銀行は、金融犯罪のさらなるリスクにさらされる可能性がある。
質問56 a 会社所有形態 潜在的な懸念

所有形態は、所在地の国または地域、事業活動、株主や実権者の存在、ハイリスクの活動および、所有形態の一部をなす会社による資金調

達など、追加的な金融犯罪リスクをもたらし得る要素を多く持つ。

留意事項

顧客の所有形態をどの程度調査し、それがどの程度効率的かつ効果的に金融犯罪の潜在的なリスクを特定しているかを検討すること。

質問56 b 本人確認 潜在的な懸念

質問54で指摘したように、顧客の本人確認および検証は、どのようなリスクにさらされているかを貴社が理解するために重要である。特に、顧客が実

際は何者であるか（顧客が主張しない部分について）理解しそのリスクを軽減するために重要である。

留意事項

顧客を正確に把握、特定するための管理体制（コントロール）の有効性を考慮する。
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質問56 c 予定されている取引 潜在的な懸念

予定される活動を十分に理解し文書化することは、効果的な取引モニタリングプロセスを実現し、顧客を不必要に巻き込んだりサービスの遅

延を最小限に抑える。また、不規則なパターン、支払い／取引の種類の特定も促すこととなる。

留意事項

顧客のライフサイクル全体を通して想定される取引活動について、抽出し文書化し評価するプロセスの有効性を検討すること。
質問56 d 事業内容／勤務先 潜在的な懸念

質問56cに加え、顧客が取り組む可能性のあるハイリスクな活動を特定するのに役立つ。これは他の顧客のリスクプロファイルに影響を与え

る可能性がある。この情報はまた、資金源を理解し、継続的な取引モニタリングを実施する上で役立つ。
質問56 e 顧客が利用する商品 潜在的な懸念

質問56cおよび56dに記載したように、特定の商品はより高いリスクをもたらすと考えられる。例えば許容された取引量、通貨、商流、取引の

複雑さなどを要素に、異なる商品は貴社の組織に異なるリスクをもたらす。
質問56 f 取引関係 潜在的な懸念

質問56cおよび56dに記載したように、取引関係の目的はその顧客に当該商品が提供される根拠を示す。また取引関係の性質は顧客が貴社の

組織に何をもたらし得るかその文脈を示す。共に、この取引関係が貴社の組織にもたらし得る潜在的リスクを理解する上で役立つ。
質問56 g 資金調達源 潜在的な懸念

顧客の資金源を把握することは、顧客が特定の活動を行っていること、またその活動がもたらし得る金融犯罪リスクを、貴社が理解するため

に重要となる可能性がある。資金源を把握しない場合、その資金が合法的なものであると合理的に判断することができなくなる。

留意事項

顧客のライフサイクル全体を通して、特定の取引のための資金調達源について、抽出し文書化し評価するプロセスの有効性を検討すること。

質問56 h 利益の源泉 潜在的な懸念

利益の源泉を把握しない場合、その資金が合法的なものであると合理的に判断することができなくなる。資金調達源が、概ね取引上の検討である

のに対し、利益の源泉は、とくに純資産の高い個人の場合には、取引関係全体を広く捉え、利益がどのように蓄積したかについて見ることにな

る。質問56cも参照のこと。
質問57 以下は特定されているか。

質問57 a 実質的支配者 潜在的な懸念

質問54、6d1および56aに記載したように、会社に対して影響力と支配力を持つすべての関係者を特定できない場合、違法行為者への口座サービス

の提供につながる可能性がある。
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質問57 a1 特定した実質的支配者の本人確認
を行っているか。

潜在的な懸念

質問54、6d1および57aに記載したように、株主および実質的支配者は組織および銀行の金融犯罪に対する管理体制プログラムに直接

的な影響力を持ち得るため、関連情報を特定し誰であるかを理解することが重要である。例えば実質的支配者がPEPであるか否か

により、実質的支配者は異なるリスクを示す可能性がある。これらのリスクは否定的な意味合いは無いかもしれないが、コルレス

銀行は正確に貴社のリスクを評価するため貴社の背後にいる個人／組織について追加情報を取得する必要が生じるかもしれない。

実質的支配者にかかわるリスクをよりよく理解するため、透明性と実質的支配者に関するFATFガイダンスの以下リンクを参照のこ

と: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html.
質問57 b 取引／サイン権限者（該当する場

合）
潜在的な懸念

質問54および57aで指摘したように、取引／サイン権限者の特定を怠ると、違法行為者、または違法行為者から利益を受ける個人または

会社との取引を行なってしまう可能性がある。
質問57 c 実権者 潜在的な懸念

質問54および57aで指摘したように、実権者の特定を怠ると、違法行為者、または違法行為者から利益を受ける個人または会社との取引を

行なってしまう可能性がある。
質問57 d その他関係者 潜在的な懸念

質問54および57aで指摘したように、その他（影響力があり意思決定に関わる）関係者の特定を怠ると、違法行為者、または違法行為者

から利益を受ける個人または会社との取引を行なってしまう可能性がある。
質問58 定量基準で実質的支配者を特定す

る際の保有割合は何％以上として
いるか。

潜在的な懸念

実質的支配者にかかわる情報の収集は、リスクに応じ行われるべきであり、また、潜在的に顧客に対し、重大な影響力を持つ所有者を特

定するよう設計されるべきである。保有割合（何％）の閾値が最も低く設定されているということは、最も詳細に所有権構造を質問す

ることになり、典型的には最もリスクの高い顧客を掘り下げるために行われる。

留意事項

基本的により高いリスクをもたらし得る法人顧客からは、所有権構造を把握するためのより詳細な情報が必要となる。
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質問59 デューデリジェンスの結果は顧客
のリスク評価に反映するか。

潜在的な懸念

リスクベースアプローチは、適切なデュー・デリジェンス、定期レビュー、およびモニタリングが行われるように、顧客毎にリスク評価を実

施することを求める。

留意事項

顧客に正確なリスク評価が実施されなければ、貴社のポートフォリオはよりリスクの高い顧客で占められ、貴社のリスク許容度を上回

る可能性がある。
質問60 59が「はい」の場合、顧客のリス

ク評価を決定するリスクファク
ター／評価基準を以下全て選択し
て下さい。

留意事項

リスク評価では、潜在的な金融犯罪リスクの様々な側面を適切に考慮するために、いくつかの要因を考慮すべきである。

質問61 会社は否定的報道を、リスクに応
じて顧客情報とスクリーニングに
掛けるプロセスを持っているか。

潜在的な懸念
否定的報道のスクリーニングは、規制および法的罰則の対象となった顧客に関連するリスク、または不正行為の申し立てを評価する能力を

高める可能性がある。
留意事項
スクリーニングは、現地の規制に別段の定めがない限り、リスクに基づくべきである。また、現行の規制および法律の調査ならびに調査結果
は、顧客の状況の変化の可能性について継続的なレビューを必要とすることを考慮に入れること。

質問62 61が「はい」の場合、スクリーニ
ング時期を以下選択して下さい。

質問62 c イベント発生時 留意事項
トリガー・イベント(顧客のライフサイクルの間に特定されたFCの潜在的リスク)に基づき、顧客のデュー・デリジェンスとリスク格付けを直ちにレ
ビューする必要が生じる場合がある。否定的報道、制裁措置や取引モニタリング調査、顧客や顧客が使用する製品やサービスの変更、住
所の他国への移転などが考えられる。

質問63 否定的報道の検知方法を以下選択
して下さい。

潜在的な懸念
否定的報道について顧客をスクリーニングする方法は、潜在的な結果を適切にカバーし、レビューし、決定するように設計され、顧客ベースに
合わせて調整されなければならない。この方法は、顧客のオンボーディングまたはレビュー中にマニュアルによる検知であってもよく、予
め決められたサイクルで発生するスクリーニングを用いてシステム化されてもよく、またはシステム化されたものとマニュアルのものとの任

意の組み合わせであってもよい。
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システム／マニュアル／混合 留意事項
システム化は、通常、スクリーニングツールにデータを定期的に自動的にフィードすることによって達成される。スクリーニングツールは、デ
ータに対する名前の一致をチェックし、銀行のスタッフがレビューするための「警告」を生成する。マニュアルは、システム化されていないスク
リーニングを指し、混合とは、システム化されたものとマニュアルのものが混在している。

質問64 会社は、顧客及び顧客の関係当事
者がPEPであるか、またはPEPに
支配されているかをリスクに応じ
てスクリーニングを掛け、判定す
るプロセスを持っているか。

潜在的な懸念
PEPの特定を含む名前のスクリーニングは、PEPが関連する結果として潜在的に高リスクである顧客のリスクを評価する能力を高めることが

できる。

質問65 64が「はい」の場合、スクリーニ
ング時期を以下選択して下さい。

留意事項
PEPが新たに追加される可能性があるという観点からも、顧客の継続的なレビューは必要である。
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質問65 c イベント発生時 留意事項
トリガー・イベント(顧客のライフサイクルの間に特定されたFCの潜在的リスク)に基づき、顧客のデュー・デリジェンスとリスク格付けを直ちにレ
ビューする必要が生じる場合がある。質問64と同様、ここにおけるトリガー・イベントとは、顧客が新たにPEPと関連した可能性である。

質問66 PEP判定方法を以下選択して下さ
い。

潜在的な懸念
PEP判定のために顧客をスクリーニングする方法は、顧客ベースに合わせて、潜在的な結果を十分にカバーし、レビューし、決定するように設

計されなければならない。
質問67 会社は、スクリーニングの結果、

顧客及び顧客の関係者がPEPの可
能性、またはPEPに支配されてい
る可能性があると判断した場合の
調査／報告について規定した規則
や手続、プロセスを持っているか。

潜在的な懸念
PEPおよびその関係者を特定した場合は、関連リスクを特定するため、調査および報告を実施する必要がある。

留意事項
アラートが特定された場合、調査、報告、および調査結果の結果として必要とされるその他の措置の明確なプロセスを定義しなければならな
い。また、PEPを特定するための、取引モニタリングシナリオを追加することが適切であるかどうかを検討すること。

質問68 会社は以下のタイミングで顧客情
報を見直し、更新するプロセスを
持っているか。

潜在的な懸念
顧客情報を定期的に見直し、更新するプロセスがない場合、顧客情報、およびそこからもたらされる関連リスクの未知なる変化にさらされ
る可能性がある。

質問69 KYC定期及び臨時見直しの結果を、
計数化して報告しているか。

潜在的な懸念
主要リスク指標と主要業績指標を含む総合的な測定指標は、KYCプログラムを完全に把握し、潜在的な懸念のある傾向と領域を特定するた
めに必要である。

留意事項
定期及び臨時見直しの概要に関する前回及び現状の計数は、この統制に関する進捗、有効性、潜在的な懸念を評価する機会を提供する。

質問70 会社が、制限または禁止している、
もしくは追加的デューデリジェン
スの対象に指定している顧客また
は産業を以下から選択して下さい。

潜在的な懸念
特定の顧客カテゴリーは金融犯罪リスクが高いことから、デュー・デリジェンスを強化すべきである。これらのカテゴリーの顧客を特定せず、

それに伴うデュー・デリジェンスの強化を実施しないと、特定のカテゴリーの顧客が提示するリスクの不正確な評価および効果的でないモニタ
リングにつながる可能性がある。
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第7章 KYC／顧客及び追加的デューデリジェンス（CDD and EDD）

質問70 a 非口座保有顧客 潜在的な懸念
非口座保有顧客は通常、デュー・デリジェンスの対象ではないため、これらの顧客に関する十分な情報を貴社が入手できない場合がある。

留意事項
潜在的にどのようなカテゴリーの非口座保有顧客があるか、またこれらの顧客がどのようなリスクをもたらす可能性があるかを検討するこ
と。この質問においては、「非口座保有顧客」とは、サービスのために貴社を利用するが、オンボーディング・デュー・デリジェンス・プロセスを
経ず、銀行との継続的な関係を維持しない当事者を指す。例えば、貴社の顧客の口座に資金を入金するために店に足を運ぶ個人や、与信の
ないシンジケート・ローン・ファシリティのエージェントなどがある。

質問70 b 非居住顧客 潜在的な懸念
貴社が営業を行っている国または地域に居住しない顧客は、顧客の活動に関する洞察が得られず、また、顧客が所在する国または地域が
貴社の居住地と同等の金融犯罪防止に関する規制を有していない可能性があるため、追加的なリスクをもらたす可能性がある。

留意事項
非居住顧客に対して直接訪問(すなわち、顧客の事業所への直接訪問)を実施する方法/実施するかどうか、また、この種の関係に追加的な
管理が必要となるかどうかを検討する。

質問70 c シェルバンク 潜在的な懸念
シェルバンクは、物理的に存在しないため規制当局の監視がなく、金融犯罪に利用されてきたことが分かっている。ほとんどの国または地
域では、シェルバンクとの取引は禁止されている。

質問70 d 資金移動業者 潜在的な懸念
資金移動業者(MVTS／MSB)は、顧客／取引相手先の仲介者として機能する。資金移動業者は、異なる規制要件の対象となる可能性があ
り、従って、異なるレベルのリスクを引き起こす可能性がある。資金移動業者の顧客は、貴社によるデュー・デリジェンスを受けていない自社
の顧客について貴社の口座を通じて取引を実施する。

質問70 e PEP 潜在的な懸念
PEPは、公選または任命された地位の結果、汚職の影響を受けやすく、その結果、影響力と権力を持つ地位となり、公的資金へのアクセスも
可能となる。詳細は以下を参照のこと。
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf.

質問70 f PEPの関係当事者 潜在的な懸念
PEPの関係当事者は、PEPとの関係の結果として、汚職の影響を受けやすい。

質問70 g PEPの側近者 留意事項
PEPの側近者(例えば、広く公知の同僚や個人的なアドバイザー)はPEPとの関係の結果として、汚職の影響を受けやすい。
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第7章 KYC／顧客及び追加的デューデリジェンス（CDD and EDD）

質問70 h コルレス銀行 留意事項
コルレス銀行は、貴社がコルレスで保有する口座が、貴社の専有業務だけでなく、貴社の顧客の業務にも利用されるリスクを伴っている。コル
レス銀行は、コルレス銀行の顧客(貴社)に対してはKYCを実施するが、貴社の顧客に対しては実施せず、直接情報を持たない当事者の取引
が、自行を介して実行されるリスクを伴う。

質問70 h1 追加的デューデリジェンスを実施
する場合、Wolfsberg Correspondent 
Banking Principles 2014に沿った評
価を実施しているか。

質問70 i 軍需品、武器 潜在的な懸念
武器、防衛、軍事物資は、テロリストや制裁を受けた主体に届く可能性がある。武器は、風評リスクをもたらすとみなされることがある。防衛契
約は大規模で、贈収賄リスクを引き起こす可能性のある政府職員が関与する可能性がある。

留意事項
EDDおよび/または制限は、モニタリングを強化し、この種の活動から生じた資金が、不正な出所から口座を通過する潜在的なリスクを軽減

する方法である。
質問70 j 原子力 潜在的な懸念

原子力発電は、デュアルリスク商品であり、風評リスクおよびマネーロンダリングの可能性を伴う。EDDおよび/または制限は、モニタリン
グを強化し、この種の活動から生じた資金が、不正な出所から口座を通過する潜在的なリスクを軽減する方法である。

質問70 k 鉱業 潜在的な懸念
採掘産業(例えば、鉱業、石油)は、贈収賄や汚職、環境破壊、従業員の福利など、さらなるリスクをもたらす可能性がある。EDDおよび/また
は制限は、不正な出所から、この種の活動から生み出された資金が口座を通過する潜在的なリスクを軽減し、モニタリングを強化する方法

である。
質問70 l 貴金属・宝石販売業者 潜在的な懸念

犯罪者は、貴金属や宝石の購入のために不正資金を利用する可能性があることから、取引に関与する銀行にとってはリスクが高くなる。
EDDおよび/または制限は、モニタリングを強化し、この種の活動から生じた資金が、不正な出所から口座を通過する潜在的なリスクを軽減

する方法である。
質問70 m 未登録の慈善団体 潜在的な懸念

未登録の慈善団体は、政府の監督の対象とはならないため、不正な収益の移転の対象となりやすい。EDDおよび/または制限は、モニタリ
ングを強化し、この種の活動から生じた資金が、不正な出所から口座を通過する潜在的なリスクを軽減する方法である。顧客である慈善団体
が適切に構成されているかどうかを判断するためには、どのような場合に慈善団体が規制対象となるかを把握することが重要である。さらに
、事業の所在地は、登録された慈善団体のリスク・プロファイルにも影響を与える可能性がある。
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第7章 KYC／顧客及び追加的デューデリジェンス（CDD and EDD）

質問70 n 登録された慈善団体 留意事項
登録された慈善団体は、登録されていない慈善団体よりも金融犯罪リスクが少ない。しかし、資金提供者が不明の事業体であったり、資金受
領者が金融犯罪の管理体制が厳しくない場所に所在する場合には、リスクが生じる可能性がある。EDDおよび/または取引の制限は、モニ
タリングを強化し、この種の活動から生じた資金が、不正な出所から口座を通過する潜在的なリスクを軽減する方法である。

大多数の慈善団体は金融犯罪活動に利用されていないが、外れ値を特定するための手段を講じる必要がある。
質問70 o 風俗業／アダルト産業 潜在的な懸念

大半の国または地域では、風俗業やアダルト産業は金融犯罪のハイリスク産業とされており、事業者の福利から資金源に至るまで、不正資
金処理の可能性が高い。また、密輸業者や奴隷制もこの産業に関連した活動である。風俗業やアダルト産業は資金集約型であることが知ら

れており、トレーサビリティリスクが高い。
留意事項
このような顧客がいる場合、EDDおよび取引の制限がリスクを軽減するのに十分であるかどうかを検討すること。この種の事業は、多くの場
合、現金ベース、無免許の活動に加え、コルレス銀行に多くの金融犯罪リスクをもたらす可能性がある。潜在的な風評リスクもまた、それを
緩和するための統制を必要とする追加的な懸念事項である。

質問70 p 非政府組織 潜在的な懸念

非政府組織（NGO）は、慈善団体と同様に、テロ活動のフロントとして利用することができる。また、テロ活動を間接的に支援する合法の組

織として、NGOを設立することもできる。
留意事項

大多数のNGOは金融犯罪活動に利用されていないが、外れ値を特定するための手段を講じる必要がある。デュー・デリジェンス・プロセス は 、

取引関係に関する継続的なモニタリングと並行して、主要な統制を形成する。
質問70 q 仮想通貨 潜在的な懸念

仮想通貨は取引関係者の透明性を欠いている可能性があり、金融犯罪にも使われてきた。仮想通貨空間は急速に発展する分野であり、規
制当局の監視レベルは様々で、違法行為者による使用に関し相当数の否定的報道が存在する。

質問70 r マリファナ 潜在的な懸念
マリファナ業界が貴社の国または地域では合法であるが、貴社のコルレス銀行の国または地域では合法でない場合、貴社のコルレス銀行
口座を通してマリファナ関連活動に係わる取引を実行することにより、貴社のコルレス銀行および貴社の取引関係を危険にさらすことにな
る。マリファナ関連産業が、貴社の取引担当者の国または地域で許可されているか否か、また、関連する取引が許可されていない銀行を通
過しないようにするための適切な統制があるかどうかを検討すること。
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第7章 KYC／顧客及び追加的デューデリジェンス（CDD and EDD）

質問70 s 大使館／領事館 潜在的な懸念
大使館との銀行取引が抱える課題のいくつかは、公知のものである。少なくとも、大使館は、PEPの関与を含め、大使館の所在国においてそ
の国の政府機関と取引関係を有する場合にもたらされる類似のリスクを提示する可能性が高い。また、大使館顧客は、貴社の国または
地域の銀行要件に不慣れで、自分の口座の扱い方について銀行に対し影響力を持つことに慣れているかもしれない。

質問70 t ギャンブル 潜在的な懸念

ギャンブルは現金集約的な業界であり、現金の取り扱い方法や疑わしい取引を報告する方法について、銀行と同様の規制要件を有している

場合もあれば、持たない場合もある。ギャンブル業界の顧客は、彼らの統制環境と彼らが貴社に提示するリスクを十分に理解するために、慎

重にレビューすべきである。
質問70 u 決済サービスプロバイダー 潜在的な懸念

決済サービスプロバイダーの顧客は、貴社によるデュー・デリジェンスを受けていないネスティングされた顧客を自社の口座を通じて取引を

実行する。

留意事項

また、最終的な送信人／受取人が大量に処理される場合、支払いは透明性を欠く可能性がある。
質問71 制限が有る場合、どういった制限

か具体的に記載して下さい。
潜在的な懸念

特定の顧客に対してビジネスの種類に制限を掛ける選択をすることは可能である。そのような制限の効果的なモニタリングと、制限に関連

する統制の文書化は、統制の有効性を実証するために不可欠である。

留意事項

制限の例としては、第三者支払いではなく、自己負担分の決済サービスの提供などが考えられる。
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第8章 取引モニタリング

質問74 会社は疑わしい取引を検
知し、報告するための規
則や手続、モニタリング
プロセスを持っているか。

潜在的な懸念

疑わしい取引をモニタリングし、特定し、報告するための適切なプロセスを持たない場合、金融犯罪に利用されたり、各国の規制当局の報告義務に

違反しやすくなる可能性がある。リスクベースアプローチは、よりリスクの高い領域にリソースを集中させることを可能にする。規則および手続が

ない場合、既存のプロセスの有効性が制限され、潜在的に違法な取引が流入する可能性がある。

留意事項

疑わしい取引の特定および報告に関して行われたリスクに基づく意思決定の有効性および効率性を検討すること。
質問75 疑わしい取引の検知方法

を以下選択して下さい。
潜在的な懸念

疑わしい取引の検知方法は、マネー・ローンダリングリスクを効果的に軽減するために、貴社が実行する取引の種類および取引量に見合ったもので

なければならない。

留意事項

システム化された検知方法は、取引量の多い活動に最も適しているが、取引量の少ない取引ではマニュアルモニタリングで十分だろう。また関

連するすべてのデータをシステムに読み込むことが困難な場合、例えば、信用状のドキュメンタリー取引などもマニュアルモニタリングが

適している。
質問76 75cが「はい」の場合は、

どの取引がマニュアル検
知か記載して下さい。

潜在的な懸念

大量の取引や複雑な顧客基盤の場合、マニュアルモニタリングではマネー・ローンダリングの傾向を適切に把握する上で不十分かもしれない。さら

に、システム化されたモニタリングによって特定される傾向は、疑わしい取引を検出する上で貴重な情報を提供することができる。但し、システムへ

のデータの読み込みの課題が大きい場合（信用状取引など）や、取引量があまりに少なくシステム化された検知方法が有効でない場合、ま

たは専門家によるマニュアルレビューが最適と考えられる場合など、状況に応じマニュアルモニタリングが適している場合もある。

留意事項

マニュアルによる既存の取引モニタリングプロセスを評価し、その有効性とリスクとを比較検討する。マニュアルで検知される取引の種類だけでな

く、特定されたアラートの総数に対するマニュアルプロセスを通じて検知できなかった確率（失敗率）も考慮すること。失敗率を確定すること

ができない場合、マニュアルプロセスが貴社にもたらすリスクを、貴社が明確に把握することは難しいかもしれない。
質問77 疑わしい取引の当局への

報告義務
留意事項

疑わしい取引報告の届出要件は、法執行機関から、AML／CTF管理体制の重要な構成要素であり、マネー・ローンダリング防止に非常に役

立つと考えられている。
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第8章 取引モニタリング

質問77 a 77が「有り」の場合、報
告義務を満たすための体
制（規則や手続、プロセ
ス）は整備されているか。

潜在的な懸念

国または地域の疑わしい取引報告の届出要件を遵守しない場合、法律違反となり、また貴社を違法な活動に対し脆弱にする可能性がある。

質問78 取引モニタリングで検知
された取引を調査、報告
する規則や手続、プロセ
スを持っているか。

潜在的な懸念

検知されたアラートを報告するための具体的な規則、手続、プロセスがない場合、疑わしい取引を規制当局に適切に報告することができず、違法

な取引を行っている可能性のある顧客に対して適切な行動をとることができなくなる可能性がある。

留意事項

報告の方法、監査証跡、判断および報告の基となる調査の質を検討する。これらに対する理解は、顧客の活動のモニタリングをどのように管理

しているかの効率性/有効性について、実証するものとなる。
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第9章 支払の透明性

質問80 会社は、Wolfsberg Group 
Payment Transparency 
Standardsを遵守している
か。

潜在的な懸念

誤ったメッセージフォーマットの使用や、完全で正確でない支払情報を含む電文は、貴社だけでなく決済チェーン内の他のすべての銀行の制裁ス

クリーニングおよび取引モニタリングプロセスを損なうことになる。

留意事項

全商品・全拠点にわたり、決済処理に係わるスタンダードの遵守状況を判断するために、すべての決済処理プロセスを評価する必要がある。正式

に文書化された評価またはギャップ分析、ならびに必要な場合のテスティングは、スタンダードとの一貫性を実証するのに役立つ。
質問81 会社は、以下を遵守する

ための規則や手続、統制
プロセスを持っているか。

留意事項

規則、手続および統制プロセスは、文書化され、関連する職員に伝達され、アクセス可能であるべきである。

質問81 a 電信送金、関連電文メッ
セージにおける、送金
人・受取人情報に関する
FATF勧告(FATF 
Recommendation 16)

潜在的な懸念

FATF勧告は規制要件ではないが、貴社のコルレス銀行は貴社がFATF勧告16をモニタリングし、実施するための統制を整備していることを確認

したいかもしれない。FATF勧告16は以下参照のこと。

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf

留意事項

FATF勧告16は、支払いの透明性に関するミニマムスタンダードを定義している。
質問81 b 現地法規制 潜在的な懸念

規制に係わるコンプライアンスにおいて、規制の変更を特定し遵守する能力は極めて重要である。

留意事項

貴社は、支払いの透明性に関する現地法規制のスタンダードを確実に認識し、そのスタンダードを遵守するためのプロセスおよび手続を持つべ

きである。
質問81 c 81a, bが「いいえ」の場合、

理由を回答して下さい。
留意事項

スタンダードを遵守するための規則および手続を有していない場合は、スタンダードからの逸脱の程度および理由を考慮しなければならない。
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第9章 支払の透明性

質問82 他社からのRequest for 
informationに回答するプロ
セスを持っているか。

潜在的な懸念

他の銀行から貴社に送付されたRFIに対応する追加情報の提供は、他の銀行の調査プロセスを支援し、RFIに対応する受領者の統制プロセスの質を

実証するのに役立つ。貴社が送付したRFIに対するコルレス銀行による回答の遅延は、他行による貴社の金融犯罪プログラムの有効性の見方

に影響を与える可能性がある。

留意事項

他行からのRFIに対応するための、貴社のプロセスおよびスタンダードを検討のこと。また、そのような照会をどのように取り扱うかを考慮するこ

と。－RFIは、照会が対象とする取引／顧客について、貴社自身が調査を開始するよう促すものとしても使用できるか。
質問83 送金人情報を正しくSWIFT

電文に反映させる制御方
法を会社が持っているか。

潜在的な懸念

電文に完全かつ正確な送金人情報を含めることは、取引モニタリングおよび制裁スクリーニング統制プロセスの効果的な実施を支援するために必

要である。
留意事項

すべての可能性のある状況において、（切り捨てなしの）完全な情報を確実に要求する文書化されたプロセスを検討のこと。切り捨てなしと

は、メッセージフィールドの長さが互換性がない、または完全な情報が取引開始時に提供されないため、すべての情報が貴社からの送信

メッセージに含まれないことを意味する。データ収集の効率性と、情報が入手できなかった場合の追加ステップを考慮する。
質問84 受取人情報を正しくSWIFT

電文に反映させる制御方
法を会社が持っているか。

潜在的な懸念

電文に完全かつ正確な受取人情報を含めることは、取引モニタリングおよび制裁スクリーニング統制プロセスの効果的な実施を支援するために必要

である。
留意事項

すべての可能性のある状況において、完全な情報を送金人が提供することを確実にするための、統制プロセスを持つ必要がある。受取人情報は、送

金人情報よりも入手が困難であるが、銀行は、受取人情報を入手するための明確なアプローチを持つべきである。
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第10章 経済制裁

質問86 金融機関は経営層（取締
役員会、上級委員会な
ど）で承認された、金融
機関の取引や外銀に保有
する自己のコルレス口座
に適用される該当法域に
順ずる効果的な制裁コン
プライアンス・プログラ
ムを持っているか。

潜在的な懸念

制裁法遵守に係る明確な方針と上級管理職のコミットメントは、コンプライアンス・プログラムの理解・遂行の責任を組織全体へ促進・浸透さ

せる役割をしている。

留意事項

該当する全ての制裁対象者リストの遵守の取組み、および、要求されていない（ただし、コルレス銀行に義務づけられている要求）管理体

制が自己のコンプライアンス・プログラムに追加的対応の必要性があるかを勘案する。

金融機関のコルレス銀行に適用される制裁法も確実に遵守の取組みを勘案。前もって透明な情報の開示は、より効果的なコルレス関係の構

築に繋がる。
質問87 金融機関は他行に保有す

るノストロ口座等を利用
した取引がその金融機関
に適用する制裁規制に違
反することの無いよう必
要な統制を掛け、それら
に関する規則、手続きを
持っているか。

潜在的な懸念

制裁法は、管轄区域によって異なることが多い。それゆえ、金融機関が口座を保持しているコルレス銀行に適用する法域の制裁法を理解し、これら

の口座を通じて、コルレス銀行先の規制違反になる取引を防止することが重要である。その認識を怠ると、取引が凍結・妨げられたり、金融機

関とそのコルレス銀行は法規制に違反する可能性がある。

留意事項

金融機関のコルレス銀行の制裁規制の遵守義務を確実にする対策を勘案。また、これらの規制を金融機関の顧客に伝える対策も検討する。
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第10章 経済制裁

質問88 金融機関は外国送金取引
が制裁関連情報をスト
リッピングまたはマスキ
ングする等の不正行為を
禁止、検知する規則や手
続、そのほか統制を持っ
ているか。

潜在的な懸念

制裁を回避しようとする顧客は、制裁対象者の名称や国・地域を隠蔽/分離した支払いを提出しようとする可能性がある。これは、顧客が意図的に

送金の完全な詳細情報を提供しないこと、または、以前に制裁関連情報を隠蔽やマスキングしてブロックまたは凍結された送金の再提出に

よって発生する可能性がある。このような行動を検知するコントロールを整備しないと、金融機関とそのコルレス銀行は法規制違反のリス

クにさらされる恐れがある。

留意事項

どのような統制が整備されているかだけでなく、その有効性や、それを実施している従業員への適切なトレーニングについても検討する。ケースス

タディーを使用した効果的なトレーニング・プログラムの整備や複数の人間が行う“4つの目の原則”を含んだクオリティー・アシュアランス

の実行はこれらのリスク低減措置となる。また、これらのリスクと金融機関の規制遵守義務などを顧客に伝え顧客に求められている要件を

説明するなどもリスクの防止になる。
質問89 金融機関は顧客及び入手

した実質的支配者の氏名
を取引開始時及び定期的
に制裁リストに対し、ス
クリーニングを掛けてい
るか。

潜在的な懸念

制裁法および制裁を受けた事業体、個人または国・地域のリストは、時に頻繁に変更されることがある。したがって、関連するすべてのデータを収集

し、継続的にスクリーニングを実施することが重要である。

留意事項

規制の中には、直接リストに記載されていない法人でも、制裁対象者が合計で50％以上実質的な支配権を所有されている場合はその法人は

制裁対象者とみなされます。そのような法人をどのように特定するかを勘案してください。

質問90 金融機関の検知方法を以
下回答して下さい。

潜在的な懸念

制裁違反のリスク低減するために、金融機関の検知基準は顧客の業種と取引の規模等ボリュームに見合ったものでなければならない。また、

検知基準は自己の事業形態や金融犯罪リスクの変化に伴いリスク低減措置の有効性を見直していくこと。

留意事項

大量の取引やデータに対しては、自動化されたスクリーニングが最も適切だが、少ないボリュームに対してはマニュアルのプロセスでも十分であ

る。マニュアルのプロセスはまた、自動化が容易でない取引、例えば、ドキュメンタリー・トレード・ファイナンスにも適している。ヒューマンエラーの

可能性やスクリーニングは規制義務であることを考慮すること。
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第10章 経済制裁

質問91 金融機関は、外国送金取
引に関わる全ての制裁関
連情報（少なくとも、会
社名及び所在地）を制裁
リストに対し、スクリー
ニングに掛けているか。

潜在的な懸念

制裁関連情報はフリーテキストフィールドを含む電文のどの部分にも記載される可能性がある。不完全なスクリーニングは制裁関連情報の

見落としに繋がる可能性がある。

質問92 検知方法を以下回答して
下さい。

潜在的な懸念

制裁違反リスクを低減するために、制裁リストに対する取引のスクリーニング方法は取引の種類と量に見合って実施すべきである。
質問93 スクリーニングを掛けて

いる対象の制裁リストを
以下選択してください。

潜在的な懸念

質問８７で述べたように、金融機関は自己の法域および、そのコルレス銀行の法域の制裁規制違反のリスク低減するために、どの制裁リス

トを対象にスクリーニングを実行するべきか把握する必要がある。

留意事項

広く採用されている制裁リスト(すなわち、OFAC、UN、EU、HMTなど)を用いて、制裁対象となる可能性のある団体を特定することが望ましい。これは、

金融機関とそのコルレス銀行の各現地の管轄法域の該当する制裁リストに加えて行われる必要がある。
質問94 質問削除 －

質問95 適用する制裁リストが更
新された場合、金融機関
は何営業日で、（システ
ム・マニュアル検知共
に）その更新内容をスク
リーニングプロセスに反
映しているか。

潜在的な懸念

最新でない制裁リストの使用、または制裁リスト更新の遅延は、金融機関とそのコルレス銀行を、制裁法に違反する取引を処理してしまうリ

スクにさらす恐れがある。金融機関はグループ全体が持続的に的確なリスト更新が行える体勢を構築すること。
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第10章 経済制裁

質問96 金融機関はUN, OFAC, 
OFSI, EUもしくはG7加盟
各国が指定する包括的な
制裁対象国・地域に、
（支店、子会社、駐在員
事務所等）拠点を持って
いるか。

潜在的な懸念

金融機関が制裁対象国・地域に拠点を持つ事は、自己のコルレス銀行にとってより高いリスクを伴う。自己の拠点や事業を通して制裁対象

国・地域が関わる資金を自己のコルレス銀行が決済してしまうリスクがあるため。この様な送金が起こった場合、そのコルレス銀行は当局

への報告、取引の拒否・凍結等の措置を取ることになる。

留意事項

金融機関は制裁対象国・地域に所在する自己の拠点又は関連する取引がある場合は、その情報を前もって開示する。取引に関わる事業セグ

メントや内容、制裁対象国・地域のエクスポージャーの割合等の詳細を提供する事は将来にわたり不適切な取引の拒否・凍結または取引解

約等を避けるコルレス関係を築くのに役立つ。制裁対象国・地域関連の取引が金融機関のコルレス銀行を通して行われないようにする為の

内部管理態勢の内容の提示も行うこと。
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第11章 教育と研修

質問98 会社は、必修の研修を以
下のテーマで実施してい
るか回答して下さい。

潜在的な懸念

目的に合い、定期的に実施され、受講する者に真の利益となる研修に関して、組織およびシニアマネジメントの深い関与（コミットメン

ト）が無い場合、金融犯罪コンプライアンスプログラムの効果的な実施ができなくなるリスクがある。

留意事項

定期的で適切な研修が経営陣および職員に実施されることは、AML、CTFおよび経済制裁のリスク、並びに銀行の金融犯罪プログラムを確実に

理解するために必要である。質問98a～98eは、研修プログラムを包括的で適切な、効果的なものにすることに寄与する特定の研修テーマに言及して

いる。
質問98 b 会社が提供する商品や

サービスに応じたマ
ネー・ローンダリング、
テロ資金供与、経済制裁
違反の事例について

潜在的な懸念

効果的な研修プログラムには、従業員にリスクが理論上のものではなく現実のものであることを認識させるために、顧客、商品、業種、地

理的なエクスポージャーなどに基づいて特定したリスクのケーススタディを含めるべきである。

質問98 d 新しい規制や特筆すべき
当局の処分事例等業界動
向

潜在的な懸念

98bで説明したように、研修資料に定期的に適切な更新がなければ、職員は新たな類型、リスク、または統制のスタンダードを認識できな

い可能性がある。
質問99 上記研修の必須参加者を

以下選択して下さい。
留意事項

研修は、銀行のAML／CTF／Sanctionsプログラムにおいて役割を担うすべての機能に対して提供されるべきである。これには、請負業者／コンサル

タント、および以下に記載されるすべての役割が含まれる。職員の責任に対し、実用的で適切な内容となるように、研修を役割に応じてどのよ

うにカスタマイズできるかを検討のこと。
質問99 a 取締役会、経営会議メン

バー
留意事項

取締役会または経営会議は、AML／CTF／Sanctionsプログラムの効果的な実施及び遵守を確保する責任を負う。これを実行するためには、適切な

レベルの研修を受けなければならない。
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第11章 教育と研修

質問99 e 金融犯罪関連のコンプラ
イアンス業務を外部委託
している第三者

留意事項

AML／CTF／Sanctionsプログラムの一部を第三者に委託する場合、これらの第三者は、内部の人材と同じ研修のスタンダードの対象とすべきで

ある。
質問100 特定の役割、責任、活動

に特化したAML, CTF, 
Sanctionsに関する研修を
実施しているか。

留意事項

AML／CTF／Sanctionsは幅広く複雑な専門領域であり、主要な役割を担う職員は、より高いリスク、プログラムのより専門的な分野に焦点を当て

た、より的を絞った研修を受けるべきである。

質問101 AML, CTF, Sanctionsに従事
する従業員向けの研修を
実施しているか。

潜在的な懸念

研修は、一般的に聞き手を対象に、適切な内容とレベルで実施する場合、より効果的である。単一の研修では、銀行内のすべての職員に適してい

るわけではないかもしれない。より効果的なアプローチは、部門または機能別、あるいはリスク分野別（例えば、CTF、贈収賄および汚職、制裁スクリ

ーニングなどに関する特定の研修など）のいずれかにより、カスタマイズされた研修を採用することである。
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第12章 QA／テスティング

質問103 KYCプロセスはQA及びテ
スティングの対象か。

潜在的な懸念

顧客のデューデリジェンスおよびその他のKYCプロセスに関連する品質記録の不備は、不完全または不正確な記録につながり、その結果、顧客がリ

スクアペタイトを超えてしまう可能性がある。これらのプロセスの品質を評価するプロセスは、そのリスクを軽減するのに役立つ。
質問104 会社は（監査とは別に）

テスティングプロセスを
持っているか。

潜在的な懸念

貴社の組織は、金融犯罪コンプライアンスの責任を放棄する金融犯罪の統制に係わるすべての機能を対象とするテスティングプログラムを

持ち、一貫性のある監督を実現し、統制の潜在的な未充足（ギャップ）を確実に特定することが重要である。
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第13章 監査

質問106 会社は、当局検査とは別
に、内部監査またはテス
ティング機能もしくはそ
の両方によって、独立し
た立場の第三者がAML, 
CTF, Sanctions関連規則及
び統制プロセスを定例的
に評価する機能を持って
いるか。

潜在的な懸念

独立した監査および金融犯罪コンプライアンスプログラムのテスティングは、プログラムの有効性を評価する上で信頼できる機能として設

計された業界のベストプラクティスである。独立したレビューは、プログラムが設計どおりに機能しているかどうか、およびそれが有効で

あるかどうかを評価する際に、バイアスが掛かることを避けるために必要である。

留意事項

独立した機関は、以下の責任を負うべきである。

• 適用される規制の要件に準拠する規則、統制、手続の妥当性と有効性を検討し、評価する。

• これらの規則、統制および手続に関連して勧告を行う。

• 勧告の遵守状況をモニタリングする。
質問107 以下による、AML, CTF & 

Sanctions関連監査の実施
頻度を回答して下さい。

留意事項

監査の頻度は、AML／CTF／Sanctionsの規則、統制、手続の有効性と現状のステータスに安心感を与える。
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